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Ⅰ-1 情報社会論1（高齢化・デジタルデバイド）

ICT による高齢者孤立防止ネットワーク構築
Network construction of Preventing Social Isolation of the Elderly
by Using ICT
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Abstract A social experiment conducted between 2010 and 2013 found ICT (Internet and Communication
Technology) to be quite effective in creating and expanding informal social networks among the elderly for
preventing social isolation and death in isolation. It shows that ICT can serve not only as a conduit for active
social interaction but also helps the middle aged who realize that it is a communication tool for the elderly
with a high risk of isolation. The experiment showed that elderly people were supported according to the
strength of an area and indicated the feasibility for practical use of ICT in community-based care systems that
provided high quality assisted living for elderly people.
キーワード

高齢者, 社会的孤立, ICT, 見守り，社会的ネットワーク

１．はじめに
65 歳以上の高齢者人口の総人口に占める割合（高
齢化率）は，平成 24（2012）年 10 月 1 日現在，
24.1％と 4 人に 1 人が高齢者となっている．平成 23
（2011）年現在，高齢者のいる世帯は全世帯の 4 割の
1,942 万世帯で，単独世帯と夫婦のみ世帯はそのなか
の 54％となっている（平成 24 年版高齢社会白書）．
一人暮らし高齢者の会話の頻度（電話や E メール
を含む）は，「2～3 日に 1 回」以下が最も多く（男
性で 28.8％，女性で 22.0％）で社会的孤立に陥りやす
い傾向となっている（内閣府「平成 23 年高齢者の経
済生活に関する意識調査」）．また，男性高齢者につ
いては，退職して会社組織とのつながりがなくなった
後，自分の居場所が見つからず、居住地域のなかで活
躍する術を知らず孤立化してしまう状況がみられる．
そのような一人暮らし高齢者には，見守り等を通じて
の地域とのコミュニケーションづくりを，そして居場
所が見つからない高齢者には「居場所」と「出番」を
つくることで高齢者と住民間の連携が促進することが，
超高齢社会を支える地域社会の実現に向けて重要にな
ると言われている（内閣府「高齢社会対策の基本的在
り方等に関する検討会報告書」）．
可能な限り住み慣れた地域で生活を継続することが
できるような包括的な支援・サービス提供体制を構築
することを目指す「地域包括ケアシステム」の中で，

3

地域の力によって高齢者を支えることを推進し，さら
に元気な高齢者は生活支援の担い手となるように誘導
することが目指されている（厚生労働省「高齢者の社
会参加・生活支援の充実に向けた国民的な運動の推
進」）．

２．ICTによる高齢者孤立防止モデルについて
（一社）シニア社会学会は，孤立化のリスクの高い
一人暮らし高齢者が増加する社会で，高齢者の社会的
孤立を防止し，より安心に地域の中で生活していくた
め，ICT と潜在する団塊の世代の力を活用し地域の支
え合い機能を強化するシステムのモデルを構築した．
(1)モデルの構築（2011 年既報）
平成 22（2010）年 11 月～平成 23（2011）年 2 月,
江戸川区清新町の大規模団地において「サポーターが
利用者をサポートする」というコミュニケーション支
援システム（VoViT1 ）のモデルを仮説とし，社会実
験により探索的にモデルの検証を行い，孤立化傾向の
ある ICT 未活用の高齢者に対する「孤立防止モデ
ル」（図 1）を導いた．
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(3) 2012 年度事業までのまとめ
江戸川区清新町ではコミュニケーション支援システ
ムの利用を継続している．この地域では利用期間が 2
年に及ぶ高齢利用者とサポーターがいる．そのインタ
ビューの結果ならびにサポーター養成講座実施の過程
から知見と課題を以下のように整理した．

図1

【知見】
①高齢者の生活と ICT 活用
・ ICT 未利用な高齢者にとって，ICT 利用が生活の
一部になるには半年ほどの期間が必要であった．
②ICT 活用と地域のネットワーク
・ ICT の活用によって，高齢者（利用者）の周りに，
多くの人のゆるやかなつながり（ネットワーク）
を作ることができたが，つながりづくりには，継
続が必要である．
・ 地域のネットワーク（フォーマル･インフォーマ
ル）につなげるため，ICT を活用する（コミュニ
ケーション，情報提供など）可能性が示された．
・ サポーター養成講座の実施は，「支えあいネット
ワーク」の形成を可能にした．
③サポーターと高齢者（利用者）の関係
・ サポーターが高齢者（利用者）と接する際には，
利用者との間の「信頼関係」の構築に心がけ，敬
意を持って接することが大切である．
・ サポーターは，高齢者（利用者）の社会参加を促
進するよう心がける必要がある．そのためには，
社会参加のためのプログラムを地域（サポーター
の団体）として用意する必要がある．
・ 挨拶する関係，送られてくる情報に対して実際に
出かけていくなどのアクションにつなげる為には，
一定期間の継続したアプローチと，既知の関係か
らの誘いかけが必要である．

ICT を活用した孤立防止モデル

サポーターが利用者に送る「今日の予定」に対する
応答は，利用者が簡単に対応でき，しかも「見守られ
ている」ことを実感できたものであった．また，サポ
ーターは端末の使い方の支援だけではなく，利用者に
対して何げない「立ち話的」なコミュニケーションに
よるサポートが求められた．
(2)中高年サポーターの養成
平成 23（2011）年 8 月～平成 24（2012）年 3 月，
（一社）シニア社会学会は助成事業でサポーター養成
を全国 3 箇所（三鷹・大阪・北見）で実施し，60 名
のサポーターが誕生した．
養成講座は専用テキストを用いた座学（高齢社会の
理解，高齢者とのコミュニケーション，ICT 機器の操
作，情報セキュリティ），ワールドカフェ方式の討議，
サポート実習というカリキュラムで構成されている．
講座を受講する中高年は 3 地域で特性が異なる．三
鷹の受講者は IT を活用した活動をしているシニア団
体に所属しており，IT 能力は高い．大阪の受講者は
会員が相互に支援活動をするシニア団体に所属してお
り，地域での見守り活動なども行なっている．北見の
受講者は新聞広告や市の広報で募集した高齢者の孤立
防止に関心のある市民で，特定のシニア団体には所属
していない．

図2

【課題】
①ICT を活用したサポーターとしての資質
・ サポーターは，個人情報を扱っている”というこ
とへの認識が不可欠である．
・ ICT を活用するために，インターネットに接続す
るための知識・技術を併せ持ったサポーターの養
成が急務である．
②地域資源との連携
・ 地域資源間（自治会・管理組合，地域の団体，民
生委員，地域包括支援センター，区役所など）の
連携を促進する地域包括支援センターとの連携は
重要である．
・ 高齢者を巡る周囲の地域資源との連携を可能にす
る為には、半年から 1 年間程度の PR を通じた普
及・啓発活動が必要である．

サポーター養成講座での実習と討議

市民活動の広がりや行政の取り組み方など地域によ
って特性があり「ICT を活用した高齢者孤立防止モデ
ル」を全国的に普及させていくためには，画一的にで
はなく，多様な地域特性を踏まえた事業展開が必要で
あることがわかった．

３．ネットワーク構築事業について
平成 23（2011）年度の助成事業で養成されたサポ
ーターが ICT を用いて地域において高齢者の孤立防
止・見守りを行なうため，（特非）シニア SOHO 普
及サロン・三鷹は，地域の在宅医療関係者・訪問介護

4
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事業者，地域包括支援センター及び地域住民等，在宅
高齢者を巡る多様な地域資源とのネットワークを構築
を目的とした事業を実施した．
この事業で，図 1 に示した「ICT を活用した孤立防
止モデル」でこれまでつながっていなかった“NPO，
自治体，介護・医療の専門家”につながった．

（2010）年から参加の方と介護事業者の方である．
(3)事業の方法
一人の利用者に複数のサポーターが付いた．機器の
設置ならびに不具合への対応，操作のレクチャーは利
用者の自宅に伺って行なった．日常的にはコミュニケ
ーション支援システムでコミュニケーションを取った．
利用の日数は，地域と利用者で異なる．利用日数と担
当サポーターの体制は，表 2 のとおりである．

(1)事業の概要
コミュニケーション支援システムを実際に利用し，
東京都の三鷹地域，23 区の西部地域（区部）ならび
に江戸川区で事業を実施した．
実施にあたりサポーターは，地域の高齢者に聞き取
りを行い“見守り”へのニーズを把握した．聞き取り
を行なった高齢者の中から，自身で参加を希望する高
齢者とサポーターが適当を思う高齢者に利用者となっ
ていただき事業を開始した．
① 事業期間
平成 24（2012）年 7 月から平成 25（2013）年 2 月
② 参加人数
利用者：高齢者 20 名（70 代～99 歳）
サポーター：中高年齢者 23 名（40 代～70 代）
（男性 19 名，女性 4 名）
③ 利用回線
無線 LAN（UQ wimax）を利用

表2

表3

ー

グ
ル

(2)参加者の属性
今回は 3 つのサポーター団体に属したサポーターが
参加した．利用者の中で途中で体調不良などになった
りした利用者を除き，17 名の属性特徴は表 1 のとお
りである．

利用者
M1
M2
M3
M4
M5

年齢
80代
70代
70代
70代
80代

性別
女性
女性
女性
女性
男性

ICT利用
携帯、PC利用
PC利用
携帯、PC利用
PC利用
携帯なし
PCなし

70代

女性

独居

M7

70代

男性

夫婦

携帯、PC利用

種々地域活動を行っている

三鷹

M8

70代

女性

独居

携帯なし
PCなし

元気に出掛けたりしている

三鷹

M9

70代

女性

独居

介護サービスを受けている
地域包括支援センターで見
守りサービスを受け、リハビ
リに通っている

三鷹

M10

99歳

女性

独居
携帯なし
息子近居 PCなし

区部

K1

80代

女性

独居

区部
区部

K2
K3

80代
80代

女性
女性

息子同居
独居

区部

K4

70代

女性

独居

区部

K5

70代

女性

独居

江戸川

E2

70代

女性

女性

最近までPC利用

携帯なし
PCも興味なし
携帯なし
PCなし

介護サービスを受けている
独居生活で不安
積極的な方
16階に居住

介護サービスを受けている

独居

団地の5階に居住。
携帯、PC（インター 団地のサークルや娘の所
ネットなし）利用
にでかける。
一人暮らしの不安はある

独居

携帯（殆ど使わな
い）
PC（インターネット
なし）利用

サポーター
43日 男性2名
30日 男性2名
35日 男性2名
88日 男性2名
57日 男性2名
287日（通算24ヶ月） 女性2名
260日 女性2名

平均
発信数

交流関係

平均
受信数

交流相手

M1

0.03

4.9

3.3 サポーター

三鷹

M2

0.36

3.8

2.8

7.2

サポーター
4.0
友人（Skype）

M3

0.77

サポーター
友人

一人暮らしの不安はある。
イザという時は、身内の方
が役立つと思っている

サポーター団体の特徴で所属するサポーターの特性
が異なっている．三鷹地域のサポーターは所属の団体
が IT に関する事業を得意としているので IT スキルは
高い．一方区部のサポーターは所属の団体が高齢者の
見守りなどを行なっているので見守りのニーズを持つ
利用者が周囲にいる．江戸川のサポーターは平成 22

サポーターとの関係
初対面
同居の息子はVoViT設置に肯定的ではない．
利用者本人が，以前当事業に関連する講演を聴いて
いて信頼した．サポーターの訪問時，近況や身の上話
を2～3時間するようになる．利用者宅を訪問すること
で信頼関係が生まれ，コミュニケーションの頻度が上
がった（サポーター談）．
初対面
初対面
サポーターは利用者を気さくで話し易い人柄と感じた．
初対面
最初は緊張して，話が固かったが，2回目の訪問で
は，親近感を持って話していただけた（サポーター
談）．
初対面
「今日の予定」へのコメントやメールをよく送信してくだ
さり，いいコミュニケーションができた（サポーター談）．

三鷹

M4

2.54

8.8

8.2 サポーター

三鷹

M5

2.97

8.9

5.3 サポーター

三鷹

M6

2.32

5.4

5.6 サポーター

初対面
何回も電話をしたり，又実際にお会いしたりしてある程
度お互い親しくなれたのがその後のサポートを行いや
すくしたのではないか（サポーター談）．

三鷹

M7

0.17

3.9

2.2

サポーター
友人

初対面
お宅に伺って色々お話しすることでより親しみを感じ
Vovitを通して信頼関係がうまれた．やはりVovitとの対
話と直接会って話すことの両方の意味は大きいと思う
（サポーター談）．

三鷹

M8

0.37

7.5

7.0 サポーター

初対面．
サポーターからのメールについてはメル友感覚で写真
と共に送ると，喜んで頂き必ずお礼の手書きメールの
返事があった（サポーター談）．

三鷹

M9

0.03

1.2

2.2

サポーター
友人
サポーターは介護事業所スタッフ
他の利用者
介護事業所でサービスを受けている
介護事業所職員

三鷹

M10

0.06

2.5

1.8

サポーター
サポーターの一人は地域包括スタッフ
孫
地域包括支援センターで見守りサービスを受け，リハ
地域包括スタッフ
ビリに通っている
リハビリスタッフ

区部

K1

0.02

3.1

5.4 サポーター

区部

K2

0.00

2.1

1.4

区部

K3

0.06

2.4

区部

K4

0.01

2.1

活動的
一人暮らしの不安はある

M6

80代

平均
件数

メール
1週間当り

夫を介護中

三鷹

E1

今日の予定
１日当り

身体状況・社会活動など

三鷹

江戸川

利
用
者

利用者の属性

居住
息子同居
不明
独居
夫婦
独居

利用日数

「今日の予定」の登録数，メール送受信数，
交流相手，サポーターとの関係

三鷹

三鷹

グループ
三鷹
三鷹
三鷹
三鷹
三鷹

グループ 利用者
区部
K1
区部
K2
区部
K3
区部
K4
区部
K5
江戸川
E1
江戸川
E2

(4)事業の経過
表 3 は，「今日の予定」の登録数，メール送受信数，
交流相手，サポーターとの関係を示したものである．

プ

表1

利用日数とサポーター人数

グループ 利用者 利用日数
サポーター
三鷹
M1
40日 男性3名
三鷹
M2
28日 男性3名
三鷹
M3
30日 男性4名
三鷹
M4
35日 女性1名，男性3名
三鷹
M5
29日 女性1名，男性3名
三鷹
M6
34日 女性2名，男性1名
三鷹
M7
60日 男性2名
三鷹
M8
27日 男性3名
三鷹
M9
35日 男性3名
三鷹
M10
110日 男性3名

サポーター
他の利用者
サポーター
3.8
他の利用者
サポーター
3.0
他の利用者

区部

K5

0.00

7.2

サポーター
4.8 子ども
友人

江戸川

E1

0.96

1.6

サポーター
1.7 子ども
近所の友人

江戸川

E2

0.92

1.1

1.3

利用者とサポーターは同じ団体の会員
利用者とサポーターは同じ団体の会員
利用者とサポーターは同じ団体の会員
利用者とサポーターは同じ団体の会員
利用者とサポーターは同じ団体の会員
一昨年3週間利用した（同じサポーター）
一人のサポーターとは同じ団地．2年間サポート関係
一人のサポーターとは初対面

サポーター
一人のサポーターとは同じ団体に所属
所属団体の友人 一人のサポーターとは初対面

テレビ電話（Skype のカスタマイズ）利用に関して
は，事業参加意向の聞き取り調査時には“監視される
ようでいやだ”，“部屋の中を覗かれる”，“身仕舞
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い（衣服・化粧）をキチンとしないといけないのでは
ないか”といった感想を持ち，本事業への参加を断っ
た高齢者もいた．しかし，利用者からはテレビ電話を
通じた顔見知りとの顔を見ながらの会話は“楽しさ”
を感じるという感想が寄せられた．
・ 顔を見て話せるのがいい．友人とテレビ電話をし
たとき，10 年来音信のなかった知人が友人宅に
来ていて，顔をあわせて会話できた．（M3）
・ いつも話をしている顔見知りのスタッフ（地域包
括，リハビリ）とのテレビ電話での会話に利用者
も大変楽しそうだった．その時の笑顔が忘れられ
ない．（M10 のサポーター）

５．さいごに
この事業において，地域住民がつくるネットワーク
と地域の中核機関である地域包括支援センターの ICT
を介した連携について可能性を示すことができた．そ
の中で，サポーター団体やサポーターの存在が大きい
ことは，サポーターからの報告でも示されている．
継続的な運用につなげることが，今後の課題と言え
る．

謝辞
この研究は，「平成 22 年度～平成 23 年度福祉医療
機構社会福祉振興助成事業（一般社団法人シニア社会
学会，代表：袖井孝子）」，「平成 22 年度ユニベー
ル財団研究助成（研究代表者：荒井浩道）」，「平成
24 年度福祉医療機構社会福祉振興助成事業（特定非
営利活動法人シニア SOHO 普及サロン・三鷹，代
表：久保律子）」により実施したものである．

また，テレビ電話は，インターネット上の Face to
Face メディアなので双方が同時にアクセスできるよ
う時間を調整する配慮が必要であった．
・ タイに単身赴任している娘婿とテレビ電話．時差
2 時間なので電話してからつないだ．（E1）
・ テレビ電話はお互いに手の空く時間を確認してお
き，週に 1 回程度かけるようにしている．（E1
のサポーター）

補注
1 株式会社情報環境デザイン研究所（東京都文京区）が開
発したシステムである．http://www.ied.co.jp

(4)まとめ
この事業では 99 歳の利用者の周りに，サポーター
に加え孫，地域包括支援スタッフやリハビリスタッフ
の ICT を介したネットワークが構築された．従来あ
ったネットワークの中に ICT が組み込まれた事例と
言える．長期間利用している 80 代の利用者（E1）の
周囲にはサポーター以外に ICT を介した子どもや地
域の住民とのネットワークができている．必要になっ
た時に，地域包括支援センターなどがネットワークに
加わる準備ができている事例と言える．
高齢者の ICT を介したネットワークは，従来のネ
ットワークを維持しつつ，あらたな社会資源を加えな
がら構築していくことで，孤立を防止するネットワー
クになると思われる．

参考文献
荒井浩道・袖井孝子・澤岡詩野・森やす子・鈴木昭男
（2012）：ICT を活用した都市高齢者の社会的孤立防止
に関する調査研究，『豊かな高齢社会の探究（平成 22
年度ユニベール財団研究助成研究報告書）』20，No.103-110，1-20．
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国民的な運動の推進
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/ka
igo_koureisha/chiiki-houkatsu/dl/index02.pdf
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医療機構 社会福祉振興助成事業：ICT による高齢者孤立
防止モデル開発事業報告書』．
シニア社会学会（2012）：『平成 23 年度 独立行政法人福祉
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シニア SOHO 普及サロン・三鷹（2013）：『平成 24 年度
独立行政法人福祉医療機構 社会福祉振興助成事業：ICT
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識調査』．
内閣府（2012）：『高齢社会対策の基本的在り方等に関す
る検討会報告書』．
内閣府（2012）：『平成 24 年版高齢社会白書』．
森やす子・袖井孝子・荒井浩道・澤岡詩野・鈴木昭男・堀
池喜一郎（2012）：ICT を活用した高齢者の孤立防止の
試み―利用者をサポートする地域の中高年に注目して，
『老年社会科学（日本老年社会科学会第 54 回大会報告
要旨号，佐久大学）』34(2)，291．

４．考察
①孤立が危惧される人へのアプローチ：
これまで行われてきた孤立防止対策は，既に孤立し
てしまった人への対処療法的な要素が強く，低い効果
しか望めなかった．これに対し，ICT を活用して孤立
リスクの高い方々の「つながり」を形成・維持・発展
させることを目指した本モデルは，予防的な要素が強
く，孤立防止への効果も高いことが考えられる．
②主体的な社会参加の武器：
高齢者の ICT 利用については，リハビリや見守り
といった要介護や虚弱高齢者への支援がほとんどであ
った．サポーター養成講座の受講者は，地域に関わる
きっかけを求める企業退職前後の方や，高齢者支援に
取り組む中高年の住民であった．ここから，ICT は孤
立リスクの高い高齢者のコミュニケーションを実現す
るツールのみならず，中高年住民の主体的な社会参加
の武器となりうることが示された．
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持続循環型社会を実現するエネルギー関連事業の情報基盤の提案
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Abstract Great East Japan Earthquake and the following accident at Fukushima Nuclear Power Station of
Tokyo Electric Power Company have revealed many issues and studies to us. It was not only a energy source
issue but entire system issue over energy network in Japan. This paper identifies what is required to solve
these issues from business model, regulation,some technical perspectives, and make proposal of intelligent
information infrastructure in order to build more sustainable community.The proposed infrastructure includes
highspeed messaging network, bigdata storage and analisys functions that will give easier approach to new
coming energy servicer to create tolerable and flexible infrastructure with less initial and running investment
for information infrastructure.
キーワード

DRアグリゲータ、EVNO、Baas、ビッグデータ、メッセージングネットワーク

１．はじめに
東日本大震災とそれに続く福島第一原発の事故は、
我々に多くの教訓と課題を与えた。その中でも震災前
後のエネルギーの逼迫は、改めて現在社会のエネルギ
ー供給システムの脆弱性を浮き彫りにした。それは、
単に発電源としての原子力依存の問題だけにとどまら
ず、事業形態、運用形態も含めたエネルギー需給シス
テム全体とそれを支える制度や市場のあり方にも大き
な疑問を投げかけた。
事業者同士の競争原理が働きにくい現在の体制は、
一見安定しているようで、かえって災害など想定外の
事態に柔軟に対応が必要な場合の危機管理の面では弱
いことを露呈している。
本稿は、従来の電力事業や電力の需給システムの長
所を活かしながらも、再生可能エネルギーや分散電源
システムをうまく取り入れて、安全で、かつ、利用者、
供給者双方のコストが抑えられ、かつ新産業の育成も
助成するような仕組みに移行するための条件や要素に
ついて、検討を加える。

２．前提
従来の我が国の一見して安価で安定していたエネル
ギーシステムを次世代の持続循環型社会へ移行させる
ための要件は、以下の３つと仮定する。
① 再生可能エネルギーの導入
② 災害耐性の向上
③ エネルギー売買の市場原理を働かせること
“①再生可能エネルギーの導入“は、響きのよい葉
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とは裏腹に、人間ではそもそも制御できない自然現象
に立脚したエネルギー源も含み、これらを予測したり
ミックスして制御するというのは、非常に大きな技術
的な困難さを伴う課題である。また、場所の問題等を
含めコストも決して安くないという課題も伴う。
”②災害耐性“は、複数系統間の連携を物理面のみ
ならず、システム面、運用面で対応できるよう設計す
る必要がある課題である。“③市場原理の導入“は、
技術面のみならず、事業者の参入機会を与えるための
法整備、事業者側のビジネスモデルの確立などを伴う
課題である。
これらの課題や障壁がありながらも、国内外におい
て、すでに先行した事業モデルや、事業モデルの提案
がなされている。本項では、それらの取り組みについ
て触れる。
（１）DR アグリゲータ
日本国内において発送電事業分離や、電力売買の完
全自由化などが検討される中、現行の法制度の枠内で
もある程度実現可能な新たな事業領域として注目され
ているものに、DR（Demand Response、需要応答）ア
グリゲータがある。[2-3]
DR アグリゲータは、電力（系統運用）会社側が設
備投資を抑制するために、お金をはらって需要家に節
電を促し、ピーク需要を平準化することで、最大ピー
クに対応するための発電設備に対する投資を抑制する
ことが狙いである。この電力会社と需要家を仲介する
のが DR アグリゲータであり、米国では、EnerNOC 社、
Converge 社などがすでに事業を営んでいる。[2,3]
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（メガワット）を仮想的にマッチングさせて実現する
サービスを提供する会社である。
現在の電気事業法では、実現は難しく、実現のため
には、送配電網運用事業者と、発電事業者、サービス
事業者の分離が許容される必要がある。需要家の電力
需要を予測し、それに一番距離が短く効率のいい電力
を適時供給する仮想的な電力サービス会社である。
需要家は、状況に応じて安価な電力を購入すること
できる。電力会社は、通行料として、送電料金を
EVNO から得ることができる。EVNO が利益を得るため
には、できるだけ多くの分散電源を供給者を集めるこ
とが重要である。また、もうひとつの意義は、化石燃
料に頼らない電力源の有効利用である。ビジネスモデ
ルとして新しいのは、需要家側が購入する電力の種類
や価格を選択できるという点である。[5-9]
単に、電力会社に卸売する電力市場が自由化される
のとは、全く異なる意味を持つ。

日本国内の原子力諮問委員会で、東京電力が対価を
はらって、需要家に節電を促すなどの対策も検討され
ているが、考え方は、DR アグリゲータと同じである。
[2-5]
DR アグリゲータは、電力の需給逼迫時に、電力会
社からの要請を受けて、契約している需要家達に節電
を促し、インセンティブを供給系統事業者からもらい、
更にそれを需要家に還元するというビジネスモデルで
ある。需要家は、節電することで DR アグリゲータか
ら対価を得る DR アグリゲータは、DR を働かせて、ピ
ーク需要をカットしたり、シフトすることで、電力会
社から対価を得る。電力会社は、DR アグリゲータに
お金は払うが、その分以上に、余剰電力確保のための
設備投資が抑えられるので、トータルコストは安くな
る。[2-5]

図１．DR アグリゲータ事業概念図
DR アグリゲータは、電力会社と需要家の間に介在し
て、電力需要の平準化をはかることにより、供給系統
の設備を最適化し投資を抑制する事業である。発電を
増やすという発想ではなく、需要を平準化することに
より、発電するのと同等の価値を持たせるという意味
合いから、発電事業をメガワット事業と呼ぶのに対し
て、このような事業をネガワット事業ということもで
きる。[2]
一方、国内においても、北九州市のスマートコミュ
ニティ実証事業の中で、“地域節電所”という概念モ
デルを作り、その有効性に関する実地検証が進んでい
る。このモデルも、需要家に節電に対するインセンテ
ィブを与え、需要のピークをシフトすることにより、
発電設備の投資を抑制することを狙ったものであり、
DR アグリゲータにほぼ近いモデルを目指している。
[1]
また、このようなビジネスモデルに立脚した市場を
“ピークカット市場”と呼ぶ場合もある。
経済産業省が主体となって進められている国内の
BEMS アグリゲータや MEMS アグリゲータは、節電に対
する金銭的なインセンティブが、供給側から需要家側
にフィードバックされていないので、ビジネスモデル
としては大きく異なる。

図２．EVNO 事業概念図
３．目指すところとそれに向けての課題
従来の電力事業や電力の需給システムの長所を活か
しながらも、再生可能エネルギーや分散電源システム
をうまく取り入れて、安全で、かつ、利用者、供給者
双方のコストが抑えられ、かつ新産業の育成も助成す
るような仕組み、そして災害耐性を確保することが付
加条件である。
本項では、エネルギーに関するサービス事業の課題
を法制度、市場、技術の側面から考察する。
メガワットとして再生可能エネルギーを大量に導入
する場合のエネルギー事業における市場の課題は、発
電する電力の市場取引が難しいということである。化
石燃料による電力と異なり、太陽光発電や風力発電は、
人間が制御することが不可能な自然現象に基づくもの
であり、電力系統運用者が、供給の安定性を確保する
ための周波数制御や予備力確保のためのアンシラリサ
ービスを困難にする。今後法制度の改正により、市場
の完全自由化や発送電分離が事業的に認可された場合
も、新規事業者の参入障壁となることが容易に想定さ
れる。また、災害耐性を高めるためには、複数系統事
業者の相互運用などの点も市場面や法制面から考慮す
る必要がある。
一方、ネガワットとして、節電や需要シフトなどを
需要家に促し、供給力を抑制させるサービスを実現す
る事業（ネガワット事業）は、制御や管理の対象とな
る需要機器を管理している需要家は人間であり、その

（２）EVNO
EVNO は、電力の供給系統のインフラを持たない仮
想的な電力サービス会社という考えの元に、慶応大学
の山中教授により提唱されたモデルである。
電力の需要の制御（ネガワット）と、供給の融通
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行動習性や優先順位などを制御すればよい点から、自
然現象よりも予測したり制御しやすい部分がある。
しかし、逆に、節電の公平性などの人間的な感情など
のファクターも考慮にいれ、運用する必要がある。
また、需給逼迫時にピークカットや平準化のための実
際に制御を行うには、すべての需要の内訳をあらかじ
め知っておく必要がある。さらには、需要機器単位で
精度の高い予測を行い、それを元に需要の制御をおこ
なうには、需要そのものの情報だけではなく、需要に
影響を与える様々な因子（気候、家族構成、事業内容、
地域、イベント）なども考慮する必要がある。[7-8]
地域の電力会社による各需要家へのスマートメータ
ーの導入が今後何年かの間に進むことが考えられるが、
スマートメーターと需要家の負荷機器間の連携はまだ
考慮されていないこと、異なる電力会社間のデータや
通信方式の互換性は考慮されていないことなど、技術
的側面における課題は多く存在する。

日本の各所において、スマートグリッドやスマート
コミュニティの実証事業が近年さかんに行われている。
また東京電力の 2014 年からのスマートメーターの導
入も発表されており、システム単体としての国内の電
力供給系統のスマート化は今後も加速すると考えられ
るが、システム相互の連携やビッグデータへの対応と
いう側面では、まだ研究開発が不充分である。会津若
松、北九州などの実地検証事業は、まだ数 100 戸とい
うレベルであり、まだビッグデータというレベルまで
達していない。[1]
法制度や市場が熟したとしても、このような技術課
題を新規参入事業者が克服するためには、莫大な初期
投資がかかる。また、運用のランニングコストも事業
の継続を圧迫し、市場の進展を阻害する可能性がある。
本稿では、これらの現状を踏まえ、以下のような支
援システムを BaaS(Backend as a Service、バックエ
ンドアズアサービス）として実装することを提案する。

４．提案
エネルギー事業における法規制が緩和され、電力の
売買が自由化され、社会制度的に総発電事業分離が可
能になったとしても、新規事業者の参入障壁は決して
低くはない。メガワット市場においてもネガワット市
場においても、技術的には、需要と供給の高精度な予
測とそれによる制御が要求される。それらを実現する
ためには、情報システムに以下のような要件が必要と
される。
①
②
③

高速性（処理遅延の最小化）
ビッグデータへの対応
相互接続性・運用性の向上

図３．提案システム概念図

“①高速性（処理遅延の最小化）”とは、単に高速の
回線を導入したり、コンピューター資源の高速化をは
かることだけにとどまらず、“高精度な予測”のため
にデータの処理を高速に低遅延で実行する必要がある
という意味である。また、精度の高い予測には、測定
精度と計算誤差の管理にも考慮が必要である。

エネルギーに関連する事業を行うために必要な、現
状把握や予測を行うための情報は、様々なセンサーか
ら集められる源データやすでに蓄積管理されている外
部機関の参照情報など非常に多岐にわたる。
これらの情報の元となる様々なデータの形式は統一
されておらず、そのまま構造化データとして RDB で一
元的に管理することは不可能である。提案システムで
は、源データを非構造化データとして貯蔵する一次蓄
積層と、源データを解析・加工して得られた結果を構
造化して蓄積する２次蓄積層を分離する複数階層構造
の蓄積基盤を採用する。
提案システムは、蓄積・解析の前段の処理として、
必要なデータを複数のシステムから並行して取り出す
ことを用意にするネットワークセントリックな
PubSub 手法を採用する。これをメッセージングネッ
トワークと呼ぶ。[10,11]
従来は、同じデータ源を目的の異なる複数のシステ
ムで利用するために、個別にシステムを構築したり、
システム毎の個別の調整をする手間が必要であった。
提案手法においては、内容を分類する識別子を付与し
てデータを流通バスであるメッセージングネットワー
クへ転送し、その識別子の内容を必要とするシステム
側が必要に応じてそのデータを抽出することが可能で

“②ビッグデータへの対応”は、発電量や需要量を正
確に予測するようなシステムにおいては、直接的・間
接的に関連するデータを持続的に長期に蓄積管理する
こと、それらのデータを分析し、そこから得られた情
報を逐次整理して参照する必要がある。それらの元と
なる源データは、ひとつの断片としては、少量であっ
ても、それを持続的に、多地点から蓄積していかなけ
れば有効な情報とならない。
“③相互接続性（運用性）の向上”は、同じ情報を複
数のシステムから参照すること、たとえば気象情報な
どは、発電の予測にも需要の予測にも利用されること
が考えられ、それらの相互接続や参照が柔軟に行える
仕組みがシステムとして必要になってくる。また、対
災害性を考えた場合、複数のグリッドや系統間の連携
を行うためには、複数のシステム間でアプリケーショ
ンや情報を連携させることが必要になる。
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も実現可能である。

ある。この手法は、システムの構築の手間を省略する
と同時に、データ転送や処理の遅延を個別にシステム
を構築する場合よりも、低くする効果がある。
同じデータを持続的に蓄積して傾向分析に役立てる
とともに、そのデータを即時性のある判断にも同時に
利用するような連携したシステムを構築することも容
易である。
たとえば、電力のアンシラリサービスの周波数調整
を環境センサーなどの情報を参照して行う場合は、蓄
積データの過去の傾向分析とリアルタイム分析の組み
合わせが必要である。
また、発電量を予測した結果は、周波数や位相の制
御に反映されると同時に、電力を売買する場合のプラ
イシングにも反映されなけらばならないというように、
処理の後段においても、複数のシステムへ同時に出力
することが必要になる場合もある。それらが更に追加
されたり、変更されたりする場合も考えられる。提案
システムは、処理の後段にもメッセージングネットワ
ークが介在することにより、処理結果に対する出力先
の追加や変更、調整を簡単に行える。[9-10]
エネルギー関連事業に必要な発電や需要の的確な予
測には、様々な情報ソースから長期にわたって持続的
にデータを収集・蓄積する必要がある。対災害性を高
めるためには、それらのデータを地理的な面からもバ
ックアップ可能な仕組みが必要である。超大量データ
のバックアップを行うには、従来の手法では、大きな
手間とコストが必要となる。提案システムでは、超大
量データへの拡張性を確保するとともに、データの可
用性、秘匿性、完全性に対応するために、秘密鍵分散
ストレージ技術を採用する。秘密鍵分散ストレージと
は、データを暗号化、破片化、符号化し、物理的に離
れたストレージにデータを分散保管する技術である。
ビッグデータの秘匿性が向上するとともに、データの
バックアップシステムを蓄積システムとは別に構築す
ることが不要であり、運用管理性を向上することがで
きる。

-ポリシーの違うコミュニティ間の接続、形式が異な
るデータ間の仲介
-N 対 N の情報流通の仕組み
-多変量のリアルタイム解析
-大量データの広域にわたる蓄積管理環境
これらの手法を Baas として準備すると同時に、広
域にわたり相互に連携させるための実地検証環境の準
備や市場や制度の課題やビジネスモデルを検証するた
めの特区の構築についても今後検討していきたい。
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５．結論
次世代のエネルギー関連事業のインフラとして必要
になる様々な情報による予測と制御を実現するための
情報の流通と蓄積・解析に関して以下のよう手法を提
案した。
-論理的な複数階層構造を持つデータ蓄積機構
源データを貯蔵する一次蓄積層と、解析・加工結果
を構造化して蓄積する２次蓄積の分離
-大量データの蓄積・分析と、イベントからの参照を
複合的に実行する仕組み
-データを暗号化・断片化・符号化して分散保管する
仕組み
-データの蓄積・解析処理の前段・後段に、メッセー
ジングネットワークを導入し、複数システムの連携や
結合を容易にする手法
また、これらの手法の利用により、以下のようなこと
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S3D 映像による色彩空間の評価
Evaluation of Color Space Using Stereoscopic 3D
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Abstract: Precise and fundamental data on color cognition are necessary to evaluate accessibility for
elderly people and people with color-deficient vision. This research has been undertaken in order to develop
the "Three dimensional color accessibility simulator", which is capable to virtually realize our surroundings
in the lab as natural as possible by using stereoscopy or stereoscopic 3D images. This paper describes cases
and "S3D color space simulator" to evaluate color spaces under controlled conditions.
キーワード：

色覚， バリアフリー， 3D 映像， 高齢者， accessibility

1. 研究の背景

法律が施行されて以降，障害者や高齢者の移動環境

わが国では他国に例のない急速な高齢化が進行中

の円滑化に向けた整備が急速に進められている．し

である．2013 年 1 月現在の高齢者人口は，総務省統

かし，たとえば，加齢による黄変化や白内障による

計局によれば約 3,102 万人にのぼり，総人口に占める

色覚の変化といった知覚・認知機能の加齢変化に対

比率（高齢化率）は 24.3％と先進諸国の中で最高水

する配慮は，その必要性が指摘されつつも一般的に

準である．今後も高齢化は進み，近く 25％を超える

普及していない．なかでも，40 歳代から始まるとい

と推計されている．こうしたことから，
高齢者が安全・

われる視覚・色覚特性の変化を要因として対象物を

快適に日常生活や社会生活を送れる生活環境の整備

見誤る錯視や，標識・サインなどに対する注意が行

は喫緊の社会的課題であるといえる．

き届かなくなることが問題としてしばしば指摘され
ている．

高齢者は一般に視覚機能の低下や身体機能の低下
などにより，つまずいたり転倒しやすくなる．特に

また，色覚障害は身体障害者等級表では定義され

階段は，高齢者が危険を感じやすい場所としてあげ

ていないが，わが国には男性に限っても 20 人に一人

られよう．さらに，加齢にともない起こりがちな白

が何らかの色覚異常を持つ [2] と考えられている．加

内障などから，夕方から夜にかけてつまずいたり転

齢による視覚・色覚特性の変化に加え色覚障害を考

倒しやすくなる [1]．わが国においては，1990 年代後

慮すると，視覚・色覚情報を適切に受け取っていな

半になり，建物や交通機関のバリアフリーに関する

いと考えられる人は一般に予想される以上に多い．

11

Ⅰ-1 情報社会論1（高齢化・デジタルデバイド）
人が行動するためには目による確認が重要な要素を

動きが顕著 [3] になってきている．後述する JR 東日本・

占める．視覚・色覚情報を見誤ることは移動時の危

田町駅の階段も，港区の景観並びに色彩のガイドラ

険性や心身的な負担の増大を招くと考えられる．高

インの制約を受けている例のひとつである．こうし

齢化の進行が急速に進むなか，都市環境や生活環境

た条例やガイドラインは，景観の構成要素となる色

において，この点に配慮することの重要性が一層増

彩の基準を提示することで，公共空間における色彩

してきているといえる．

を誘導しようとするものである．基準となる色彩を
定めるにあたっては，地域特性や歴史などを考慮し，

一方，近年の情報メディアの普及により，より多
くの人が容易に色彩情報を扱うことができるように

景観を構成する色彩を測定している例が多い．しか

なった．色彩に関しては，従来ならばデザイン系の

し，これらのガイドラインはもっぱら建造物の外壁

教育を受け，基本的な知識を持つ専門職がもっぱら

など，街並における露出面積の大きい部分を対象と

扱ってきたといえる．しかし，パソコンなどを中心

していることや景観を主な対象としていることから，

にしたデジタル技術の発達と普及は色を容易に扱う

色彩の統一あるいは調和ということに重点が置かれ

ことを可能にし，結果として，色彩に対する基礎的

るなど，必ずしも色覚異常や加齢による色覚特性の

な教育を受けていない人が安易に色彩を扱う例が増

変化に配慮しているとはいえないものもある．

えたと考えられる．そのため，色覚異常や加齢によ

このような背景を踏まえると，とりわけ公共空間

る色覚特性の変化などに対して配慮のない情報（色

や都市空間において，高齢者・色覚障害者にとって

だけで区別させる情報などの情報）がわれわれの生

の色彩空間はどうあるべきかを検討することは，今

活環境のなかに多く見られるようになってきている．

日的な意義のあることと考える．

公共空間を例にとると，情報技術を利用したディ
スプレイシステムなどにより，案内誘導のための標

2. フィールドサーベイの代替としての S3D 映像

識などに多様な色彩表現が可能になることで，いわ

都市空間や公共空間の評価に関する研究では，し

ゆるカラーシステム（色による情報のグループ分け）

ばしばフィールドサーベイが行われる（古賀ら（1993）

が使われているものをしばしば見かける．また，い

[4]，国土交通省（2003）[5] など）
．フィールドサーベ

わゆるデジタル・サイネージも増加している．しかし，

イは「実体」という環境条件のなかで行うため，様々

色覚異常や加齢による色覚特性の変化などが十分に

な感覚を駆使して実際の空間を体感し，目的とする

配慮されなければ，これらをともなう人にはかえっ

評価項目について判断できる点において利点は大き

てわかりにくい状況を生み出すことも考えられる．

いが，一方で，現実空間の中では様々な環境条件が

また，都市再開発や都市整備にともない，街並み

流動的であり，それらをコントロールすることには

の統一や色彩の統一を試みたり，色彩に関する一定

多くの困難をともなう．そこで，研究対象に対して

のガイドラインを作成するなど，公共空間における

ノイズとなり得るものを排除し，条件をコントロー

色彩誘導に対する関心は高まってきている．特に

ルしたり，一定の環境を反復再現することで多くの

2004 年の景観法施行により，地方自治体がいわゆる

被験者のデータを収集するために，しばしば映像が

「景観色彩ガイドライン」を策定し，主に建物外壁，

用いられる．たとえば，鈴木ら（1989）は，歩行空

屋外広告，路面などの色彩を誘導しようとするする

間の評価に緑の量と交通騒音の大きさが与える影響
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について実験室で映像を用いて被験者の評価データ

とえば，先に述べた鈴木らの実験では，街路植栽の

を得て検討 [6] している．

映像を被験者に見せているが，2D 映像では，片眼で

また，加々美ら（2007）の映像を用いた屋外広告

実空間を見た場合に相当し，近景から遠景までが圧

物と歩行者の注視の特徴に関する評価実験 [7]，渡辺

縮されて重なって見える．そのため，実際よりも緑

ら（2003）の映像を用いた歩行者の看板に対する注

が多いと被験者が感じる可能性がある．

視特性に関する評価実験 [8] など，環境が絶えず変化

また，2D 映像では二つの物体間の距離や物体の大

する実空間において同一条件による評価データの収

きさを正確に再現することは難しい．Itteleson は，

集が困難である場合に映像を用いて評価実験を行っ

前後に置かれた 3 枚のトランプを片眼で見ることに

ている研究は数多い．

より，それらの大きさと位置関係が逆転して見える

しかし，実験室に一定の空間を再現するために従

実験を行っている [9]．片眼で見たことと同様な 2D

前より一般的に用いられてきた映像は，実空間を像

映像によりサインや標識の見え方を評価しようとし

面に二次元圧縮投影した映像である．この点は，静

た場合，大きさや位置関係を見誤ることもある．本

止画であれ動画であれ，あるいは，プロジェクター

研究で試みた実験でも，実際の街並みのなかで 2D 映

で投影した映像であれ，ディスプレイに映し出され

像では，木々が重なって実際とは印象が異なること

た映像であれ変わらない．ここではこれらの映像を

が被験者から指摘されている．
2D 映像がここで述べたような特性を持つとすれ

便宜上「2D 映像」と呼ぶ．

ば，実験室において，2D 映像に比較して，われわれ

実際の景観を片眼で眺めてみれば明らかなように，
近景から遠景にいたるすべての景色が 2D 映像では重

が見たままの三次元空間により近づけて再現できる

なって見える．過去に体得した経験に照らして，あ

映像技術を用いることができれば，フィールドサー

る程度まで奥行きを認識できるものの，たとえば，

ベイの代替手段として，あるいは，フィールドサー

歩道の並木や雑木林のように，近景から遠景までが

ベイの欠点を補う手段として映像を利用することが

類似のテクスチュアからなる景観の場合，片眼で見

できる．

た時には奥行きを認識することが困難になる．同様

そうした映像として，本研究では，デジタル技術

のことはビル群や看板が林立するような都市空間で

の発達により従前のアナログを中心にしていたもの

もいえる．

と比べて大幅に取り扱いが容易になった「S3D 映像

このような 2D 映像で奥行きを表現しようとする

（Stereoscopic 3D，3D 立体映像）
」に着目した．通常，

と，たとえば，調節（いわゆるボケ）を利用する．

われわれが三次元空間に広がる対象や景観を両目で

対象となる被写体に焦点を合わせ，その前後をレン

見た時に，右眼に映る像と左眼に映る像にはずれが

ズ特性を利用してぼかすことで被写体を強調する．

ある．これが両眼視差である．両眼視差に相当する

また，遠近法を応用した構図を用いた遠近感の表現

ずれのある映像を左右の眼にそれぞれ与えれば，立

もある．映像を見る人は，過去の経験とこのような

体感を知覚することができる．S3D 映像は，この両

映像を比較することにより奥行きを認識する．

眼視差を利用し，奥行きを記録・再現しようとした

このような 2D 映像の特性は，それを用いて空間の

ものである．

評価を行おうとする場合に注意すべき点となる．た
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3. S3D 映像を用いた色彩空間評価

ガーデンプレイス及び芝増上寺周辺の都市空間や公
共空間に配置されたサインなどの配色に対する評価

S3D 映像を用いて色彩空間の評価を行うために，

データを収集し評価した（事例 1）[10][11]．

筆者らは従前から「S3D 色彩空間シミュレータ」の

同評価実験では，5 つの対象画像（図 1）に対して，

構築を試みてきた．システムの構築にあたっては，
一般に入手可能な機器・ソフトウェアなどを可能な

見つけやすさ，目立ち具合の 2 つの指標について 6

限り用いることで，特殊な映像処理システムなしに，

件法で評価を行った．図 2 に示すとおり，色を変化

十分に実用的なシステムとなるよう留意した．この

させることにより，いずれの画像も評価（見つけや

「S3D 色彩空間シミュレータ」を利用して複数の評価

すさ）が異なることが示されており，
特に画像 2 では，
色を変化させた B（赤）では，元画像よりも評価が

実験を重ね，報告してきた．

下がっている．C（青）に変えた画像では，著しく評

たとえば，中村・山田ら（2005）
，中村・山田（2007）

価が改善していることがわかる．このことから，配

では，S3D 色彩空間シミュレータを用いて，恵比寿

色の良し悪しが見つけやすさや目立ち具合に影響し
ていることが明らかとなっている．

図 1：事例 1 の画像 2
事例１の恵比寿ガーデンプレイスにおける案内標識

図 3：事例 2 のゾーン B

評価実験では S3D 映像として提示．

評価実験では 3D 立体映像として提示．

図 4：事例 2 の 4 色彩に対する評価結果
図 1：５画像に対する評価結果

ゾーン A，ゾーン B ごとに案内標識の色彩を評価し
た結果

事例１の５地点における３色彩についての評価結果．
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また，中村・河村（2010）では，地域再生計画，

リーンに投影し，視認性や印象について被験者 40 人

景観計画を実施している草加市を事例として，その

から評価を得た．環境光は，昼と夕方，及び，晴れ

制限された色彩内でどのような色彩を使用すれば誘

と曇りのそれぞれ二通り，計 4 種の組み合わせで行っ

目性が高い標識を実現できるかを提案することを目

た（図 5）
．階段の配色は，既往研究などで得られて

的として評価データを収集した（事例 2）[12]．草加

いる，見やすいとされる色彩の組み合わせ 4 種を用

市内の対象地域 2 カ所（ゾーン A，ゾーン B）にお

いた．ちなみに，この配色は，港区の景観に関する

いて，それぞれ案内標識を含む景観の S3D 映像を用

ガイドラインの制約条件に配慮して選定している．

意し（図 3）
，案内標識の色彩のみを変えた映像をそ

評価実験からは，田町駅では「段鼻のマンセル値

れぞれ 3 種類用意し，オリジナルと合わせて合計 8

5YR6/2，踏面のマンセル値 10R4/6」の配色がどの環

枚の S3D 映像を被験者に提示し，評価データを得た．

境光の状態においても，高齢者にとって見やすい配

評価実験では，現状の色彩，5BG（ブルー系の色）
，

色であることが示され，一般に用いられている段鼻

10YR（オレンジ系の色）
，5R（赤系の色）の 4 種類

を黄色くすることは，必ずしも適切ではないことが

の色彩を用いたが，ゾーンに関係なく現状の案内標

示唆された．

識は点数が最も低く，改善が必要であることが示唆
された（図 4）
．

4．高齢者の色覚変化に対応した色彩空間評価
上述したように加齢による色覚の変化に起因する
対象物の見誤りや見落としに起因する事故は，たと
えば階段からの転落事故となって現れる．そのため，
駅の階段において階段を見やすくするために，階段
の端（段鼻）の色を塗り替える工事が散見される．
また，高齢者の視覚特性から見た階段の配色の研究
図 5：評価実験で用いた画像

として，たとえば，権末ら（2009）の研究 [1] がある

上左：晴れの夕方，上右：晴れの昼，下左：曇りの昼，

が，同研究はパソコン画面にカラーチップを示し，

下右：曇りの夕方．評価実験では 3D 立体映像とし
て提示．

視認しやすい色彩の組み合わせを検討するものであ
り，実空間でどこまで適用されるかは未知数である．
さらに，時々刻々と変わる環境光の変化を加味した
研究も見当たらない．
そこで，環境光の影響を考慮した，高齢者にとっ
て見やすい階段の配色を検討することを目的として
S3D 色彩シミュレータを用いた，JR 東日本・田町駅

図 6：最も評価の高かった色彩の組み合わせ

の階段を例に色彩空間評価を行った．実験は，階段

マンセル値は、それぞれ、段鼻（上）
：5Y6/2，踏面（下）
10R4/6

の配色と環境光の状態を変化させた S3D 画像をスク

15

Ⅰ-1 情報社会論1（高齢化・デジタルデバイド）
5．色覚バリアフリー向上に向けた応用

る市民参加型景観調査－都市景観の認知と評価
の構造に関する研究

本研究では，都市空間や公共空間において，高齢

その 1 －；日本建築学会

計画系論文集，pp.79-84（1993）
．

者や色覚障害者が色彩に起因する見誤りや誤認識を

[5] 国土交通省：高齢社会における公共空間の色彩

起こすことの少ない色彩空間を検討するために色彩

計画調査；pp.126-151（2003）
．

空間に関する評価データを収集するためのツールと

[6] 鈴木，田村，鹿島：街路に沿う歩行空間の喧騒
感におよぼす緑の効果；日本音響学会誌，45 巻

して S3D 映像を用いることの可能性を検討した．

5 号，pp.374-384（1989）
．

S3D 映像を用いることで，たとえば環境光の条件

[7] 加々美，赤松，久下：屋外広告物の形態と歩行

をコントロールしながら，実験室に実空間にできる

者の注視特性との関係；デザイン学研究，54 号，

だけ近い映像を反復再現することが可能であること

pp.238-239（2007）
．

が検証できた．また，デジタル画像データとして扱

[8] 渡辺，後藤，三宅，李：商業地街路における歩

うことができるため，色彩のシミュレーションを容

行者の看板注視傾向に関する研究；日本建築学
会計画論文集，574 号，pp.113-120（2003）
．

易に行うことができる．

[9] Itteleson, W. H. :The Ames demonstrations in

本稿で報告した複数の評価実験から，色彩空間を

perception: a guide to their construction and use,

シミュレートするツールとしてほぼ安定したシステ

Princeton University Press, 88p. (1952)．

ム並びに評価プロセスを得ることができたと考えら

[10] 中村広幸，山田肇ほか：高齢者・色覚障害者にとっ

れる．今後は，次の 2 点を中心に進めていく必要が

ての色彩空間はどうあるべきか－ 3D 色彩空間シ
ミュレータの試み－ ，ヒューマンインターフェー

あると考える．

ス学会研究報告集，Vol.7，No.5，33-38，2005 年．

1）加齢による色覚変化や色覚障害の見え方をシ

[11] 中村広幸・山田肇ほか：３次元色覚シミュレー

ミュレートした映像や，高齢者からなる被験者の協

タによる色覚認知の解明と色彩空間の評価に関

力を得て，さらなるデータの収集を進める．

する研究，障害者・高齢者のコミュニケーショ
ン機能に関する基礎的研究（情報福祉の基礎）
（科

2）標準的なワークフローを複数パターン作成し，

研費特定領域研究成果報告書）
，87-94，2007 年．

研究目的に沿って利用しやすいツールとして安定的

[12] 中村広幸，河村健二：3D 立体映像を利用した景

に利用できるシステムとして完成度を高める．

観評価 – 今様草加宿案内標識の色彩の誘目性を
例に –，
第 33 回日本計画行政学会研究報告要旨集，
121-124，2010 年．
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本研究は，文部科学研究費特定領域「情報福祉の
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インターネットにおける自己責任
―2003～2012 年の新聞記事の内容分析―
Self-Responsibility in Internet :
a Content Analysis of Newspapers Articles from 2003 to 2012
種村剛
Takeshi TANEMURA
中央大学文学部

Chuo University

Abstract

In this paper, we will discuss Internet user's self-responsibility（ziko-sekinin）. A main
purpose is to clear the reason why we need self-responsibility in Internet. We survey some articles about
responsibility in Internet on newspapers from 2003 to 2012 and analyze them from a content analysis.
In conclusion, responsibility in Internet is needed as fundamental premise to guarantee security of the
Internet in social responsibility rather than as norm consciousness that someone who created disadvantages in
Internet should take over them.
キーワード

インターネット

自己責任

情報倫理

1．はじめに

総務省が発表した「電気通信サービスの加入契約数
等の状況」（2012年8月）によれば、2011年の携帯電話
（含むPHS)の人口普及率は、103.7％である。「利用動
向調査」によれば、2011年の携帯電話（含む、PHS・ス
マートフォン）の世帯普及率は、94.5％（2001年：78.2％）
である。ほとんどの世帯に、携帯電話が普及し、携帯
電話を個人が複数所持する場合があることがわかる。
「青少年調査」は未成年の携帯電話所持を調べてい
る。青少年の携帯電話所持率は、全体で52.6％であり、
小学生20.3％、中学生47.8、高校生95.6％である。ほ
とんどの高校生が携帯電話を所持していることがわか
る。
次に、スマートフォンの普及についてまとめる。
「利
用動向調査」によれば、2011年のスマートフォンの普
及率は、29.3％であり、前年の9.7％と比べて、3倍以
上の伸びを示している。
「青少年調査」によれば、2011
年の青少年に対するスマートフォン普及率は5.7％（小
学生0％、中学生5.4％、高校生7.2％）となっている。
今後、スマートフォンが普及することが予想できる。

本稿は，2003 年 1 月から 2012 年 12 月の新聞記事を
用いて，00 年代の「インターネットの自己責任」につ
いて考察する。この約 10 年間で，日本のインターネッ
トを取り巻く状況は，実際の使用状況と制度の両面で
大きく変化した。それだけでなく「自己責任」の含意
する意味も変わった。これらの変化をうけて「なぜ 00
年代に「インターネットの自己責任」が必要とされた
のだろうか」を問うことにする。この問いは「インタ
ーネットの自己責任」の観点から，インターネットと
人びとの関係性の変化を把握することで，日本の情報
化社会の変化の一面を把握することにつながると考え
る。

2

情報モラル

00年代のインターネットの状況

「インターネットの自己責任」を考察する前提とし
て，00年代のインターネットの状況を，以下四点から
整理する。
2.1 インターネットの普及
総務省が発表した「平成23年通信利用動向調査の結
果」
（2012年5月）によれば（以下,「利用動向調査」），
2011年のインターネットの人口普及率は，79.1％（2001
年：46.3％）である。
同調査によれば，2011年の未成年のインターネット
普及率は，6-12歳では61.6％（2001年：49.2％），13-19
歳では96.4％（2001年：72.8％）となっている。内閣
府が発表した「平成23年度青少年のインターネット利
用環境実態調査」（2011年10月）は（以下，「青少年
調査」），青少年（調査対象10-17歳）のインターネッ
トの利用を調べている。これによると青少年の95.1％
（小学生75.2％，中学生95.7％，高校生99.4％）に利
用経験があることがわかる。
以上の調査より、インターネットは人口の約8割に普
及していること，特に中高生のほとんどがインターネ
ットを使った経験があることがわかる。

2.3 ソーシャルネットワーキングサービスおよびミ
ニブログの普及
総務省が発表した「平成23年版 情報通信白書」に
よれば（以下「23年度白書」），2004年にmixiやグリ
ー，2006年にはモバゲータウンなどのソーシャルネッ
トワーキングサービス（以下、SNS）がサービスを開始
する。このため2006年以降，SNS利用者が増加している。
mixiは2011年1月に2,265万ブログ（2006年12月：745
万ブログ），グリーは2010年12月に2,383万ブログ（2007
年12月：328万ブログ）である（「23年度白書」）。2008
年になると，TwitterとFacebookの日本語版が利用可能
となった。「平成24年版 情報通信白書」によれば，
2012年3月で日本のtwitterユーザー数は，1,340万ユー
ザー，Facebookのそれは，1,350万ユーザーである。
2.4 サイバー犯罪
警察庁の統計資料を参考にして，インターネット上
の犯罪件数をまとめた。これによるとここ数年で目立

2.2 携帯電話とスマートフォンの普及
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つのは，児童ポルノ法違反（2009年：507→2012年：1085），
わいせつ物頒布等（2009年：140→2012年：929），著
作権法違反（2009年：188→2012年：472）の急増であ
る。これらの犯罪に共通するのは，画像や動画の利用
に関係する点である。

3.

00年代の自己責任

自己責任とはさしあたり「自分のおこなった行為の
結果は，自らが引受けること」であるといえる。しか
し，00年代には，自己責任に以下に示す二つの価値判
断が加わるきっかけがあった。
第一に，自己責任は，新自由主義の文脈で用いられ
る、他人に依存しない強い個人を評価する言葉である
と価値判断されるようになった。そのきっかけの一つ
は，2001年4月に発足した小泉純一郎内閣が掲げた経済
再生政策である。経済再生政策は，不良債権処理，競
争的な経済システムをつくるための構造改革，公共投
資関係予算を縮減する財政構造改革を軸としていた。
経済構造改革は市場原理の導入を求め，そのためには
自己決定し自己責任をとる強い個人が必要だとされた。
自己責任は新自由主義（経済構造改革を進める側）が，
肯定的に用いる言葉であると理解されるようになった。
第二に，自己責任は，新自由主義が者を切り捨てる
言葉であると認知されるようになった。その大きなき
っかけの一つは，2004年に起きたイラク日本人人質事
件で用いられた「自己責任」である。この事件を契機
として，いわゆる“自己責任論”がとりざたされるよ
うになった。

4.

【仮説2】
未成年におけるSNSやスマートフォンの普及が著し
い。そのため，特に未成年のインターネット利用の文
脈で用いられるようになったのではないか。
4.3 分析方法
分析方法とデータについて述べる。朝日新聞（以下，
朝日）
，読売新聞（以下，読売）
，日本経済新聞（以下，
日経）のデータベース検索を用い，タイトル，見出し，
本文に「自己責任」を用いている2003年から2011年12
月までの，全国紙（朝刊・夕刊）の記事を，網羅的に
収集した。次に収集した記事にタイトル，見出し，本
文に「ネット」および「サイト」をキーワードとして
複合検索をおこない記事を機械的に抽出した。その上
で，抽出した記事の内容を確認し「インターネットの
自己責任」のサンプルとした（表）
。

5.

検証

5.1 仮説1の検証
前回の調査と合わせた、1995年から2012年の新聞記
事における「インターネットの自己責任」の出現頻度
をまとめた（図-1）
。
このデータから、以下二点を指摘することができる。
1）2000年をピークにインターネットの利用の文脈に
おいて「自己責任」が使用される頻度減少する傾向が
ある。
2）2012年に「自己責任」の使用頻度が上昇している
ことがわかる。

問い・仮説・方法
00年代、特に07年以降，
「インターネット」の文脈で
自己責任の語の使用は顕著に減少している。種村
[2004]で見られた，出会い系サイトの被害を，自己責
任で防ぐべきという主張は，2003年以降ほとんど確認
することはできない。データにあらわれている変化は，
仮説1を支持しているように思われる。
「インターネットの自己責任」が記事にあらわれな
くなった理由を考えてみたい。第一に，仮説1で挙げた
ように，自己責任がマイナスの意味を含意することが
考えられる。ただし，1）2000年から頻度の減少が確認
できること、2）2005年には頻度の上昇が確認できるこ
と、3）00年代の頻度の減少は07年以降が顕著であるこ
とより，2004年のイラク日本人人質事件は「インター
ネットの自己責任」が新聞記事にあらわれなくなった
直接のきっかけではないように思われる。
では「インターネットの自己責任」の使用頻度の減
少は、何がひきおこしたのだろうか。ここでは、その
要因として、「情報モラル教育」をはじめとした行政
の影響を指摘しておきたい。

以上，00年代の「インターネットの自己責任」をと
りまく社会的状況をまとめた。これを受け，問いを挙
げ、問いに対する仮説を立てる。そして、仮説の検証
方法を確認する。
4.1 問い
【主問】
なぜ00年代に「インターネットの自己責任」が必要
とされたのだろうか。
この【主問】は抽象度が高い大きな問いである。こ
の【主問】に接近するために，次の【副問】を示す。
【副問】
2003年から2011年の新聞記事において「インターネ
ットの自己責任」が用いられている文脈は，どのよう
なものか。
【副問】を考察することで，00年代にどのような社
会的文脈で「インターネットの自己責任」が求められ
ていたのかを明らかにすることができると考える。こ
の試みを通じて、前回の考察の結果と比較することで
「インターネットの自己責任」の時系列的な変化を考
察することもできると考える。

情報モラル
情報モラルは，1987年の臨時教育審議会最終答申で
「情報価値の認識の向上など情報の在り方についての
基本認識」として用いられたのが最も早い時期の使用
例であるといわれている（越智，2000：216）。この概
念は，1996年に文部省の中央教育審議会から出された
第1次答申「21世紀を展望した我が国の教育の在り方に
ついて」（以下，「答申」）では「一人一人が情報の
発信者となる高度情報通信社会においては，プライバ
シーの保護や著作権に対する正しい認識，
「ハッカー」
等は許されないといったコンピュータセキュリティー

4.2 仮説
【仮説1】
00年代になり自己責任は「市場原理を重視する側が，
弱者を切り捨てるために使う言葉」を意味するように
なった。そのため，インターネットの利用の文脈では，
自己責任の言葉は，使われなくなったのではないか。
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の必要性に対する理解等の情報モラルを，各人が身に
付けることが必要」として用いている。加えて「答申」
は「子供たちに，コンピュータ等の情報機器はあくま
で自分を助ける「道具」であること，そして，自らの
考えを持ち，自ら判断し，自らの責任において行動す
ることが大切であることを十分理解させること」を求
めている。このように，情報モラルは，公的な教育用
語の一つとしてあらわれた言葉である。
「答申」を受け，文部省（現，文部科学省）は「情
報化の進展に対応した教育環境の実現に向けて（情報
化の進展に対応した初等中等教育における情報教育の
推進等に関する調査研究協力者会議 最終報告）」
（1998年8月）を取りまとめる（以下，
「最終報告」）。
「最終報告」は初等中等教育段階で育成すべき「情報
活用能力」として，1）情報活用の実践力，2）情報の
科学的な理解，3）情報社会に参画する態度を挙げる。
3）の情報社会に参画する態度とは「社会生活の中で情
報や情報技術が果している役割や及ぼしている影響を
理解し，情報モラルの必要性や情報に対する責任につ
いて考え，望ましい情報社会の創造に参画しようとす
る態度」であると述べる。
00年代に入り，2002年には中学校で，2003年には高
校で「情報」科目の授業が始まった。2006年12月に教
育基本法の改正があった。これを受け2008年7月に「教
育振興基本計画」が閣議決定された。「教育振興基本
計画」には「青少年を有害環境から守るための取組の
推進」として「各種メディアへの過度な依存による弊
害について啓発するとともに，子どもたちが有害情報
等に巻き込まれないよう，地域，学校，家庭における
情報モラル教育を推進する」ことが求められている。
文部科学省は，2008年7月に「情報モラル指導ポータ
ルサイト」を立ち上げた（以下「指導サイト」）。「指
導サイト」で示されている情報モラルの特徴を三点挙
げる。
第一に，「指導サイト」は，情報モラルを「情報社
会を生きぬき，健全に発展させていく上で，すべての
国民が身につけておくべき考え方や態度」としている。
第二に，「指導サイト」は，情報モラル教育の目的と
して「「情報社会に的確な判断ができない児童生徒を
守り，危ない目にあわせない」，すなわち危険回避（情
報安全教育）の側面」を挙げている。第三に，「指導
サイト」は，情報モラル教育の手段の一つとして「心
の教育」を掲げている。具体的には「情報発信に対す
る責任や情報を扱う上での義務，さらには情報社会へ
の貢献や創造的なネットワークへの参画」など「情報
社会における正しい判断や望ましい態度」を「心を磨
く領域」と述べている。
「高等学校学習指導要領解説 情報編」（2010年1
月）は，最終報告に示された「情報社会に参画する態
度」について解説をしている。指導要領解説によれば
「情報モラルの必要性や情報に対する責任について考
え」とは，情報社会においては，すべての人間が情報
の送り手と受け手の両方の役割をもつようになるとい
う現状を踏まえ，情報の送り手と受け手としてあらゆ
る場面において適切な行動をとることができるように
するために必要なルールや心構え及び情報を扱うとき
に生じる責任について考えること」としている。

として，文部科学省は「情報社会における子どものモ
ラルに関する懇談会」を開き，子どものインターネッ
ト利用問題への対策をおこなった。
警察庁は，2006年に「バーチャル社会のもたらす弊
害から子どもを守る研究会」を立ち上げた（以下，「子
どもを守る研究会」）。「子どもを守る研究会」は，
2006年9月に「携帯電話のもたらす弊害から子どもを守
るために これまでの審議から」を，12月には「バー
チャル社会のもたらす弊害から子どもを守るために
最終報告」をまとめた。報告書は，携帯電話，ゲーム，
子どもを性行為等の対象とするコミックを，議論の対
象としている。インターネットを閲覧できる携帯電話
については，学校，保護者，地域，事業者（携帯電話
会社，販売店，代理店），サイト管理者が危険性の認
識を共有化して，連携して取組むことや，携帯電話の
フィルタリング機能普及の重要性を提言している。
日本学術会議情報委員会セキュリティ・ディベンダ
ビリティ分科会は，2008年6月に「提言 安全・安心を
実現する情報社会基盤の普及に向けて」を著し，情報
社会基盤の安全・安心を保障するために行政，学協会，
企業が行なうべき方策案を示した。重要案件の一つと
して，情報学に関する教育制度の構築を挙げ，現在の
情報教育が一貫性を欠き，不充分であることを述べて
いる。
2008年6月に「青少年が安全に安心してインターネッ
トを利用できる環境の整備等に関する法律」が成立す
る（2009年4月施行，2010年4月改正，以下「整備法」）。
「整備法」はその基本理念で青少年が，主体的に情報
通信機器を使い，インターネットにおいて流通する情
報を適切に取捨選択し情報発信を行う能力を取得する
ことを前提として，フィルタリング等を用いて，青少
年が有害な情報を得る機会を減らすことを示している。
「整備法」を受け，インターネット青少年有害情報対
策・環境整備推進会議は，2009年に「青少年が安全に
安心してインターネットを利用できるようにするため
の施策に関する基本的な計画」をあらわした（以下，
「第1次基本計画」）。「第1次基本計画」は基本方針
として，1）青少年への教育・啓発，2）保護者への啓
発，3）事業者への取組，4）国民による自主的な問題
解決を挙げている。青少年への教育において情報モラ
ル教育の重要性と同時に、インターネットの安全を守
るために保護者や事業者の責任を示している。
2011年10月に，利用者視点を踏まえたICTサービスに
係る諸問題に関する研究会が「青少年が安全に安心し
てインターネットを利用できる環境の整備に関する提
言――スマートフォン時代の青少年保護を目指して」
を公開した（以下，「提言」）。「提言」は次を掲げ
ている。第一に，青少年インターネット環境整備施策
が沿うべき課題として，1）リテラシー向上と閲覧機会
の最小化のバランス，2）受信者側へのアプローチ，3）
保護者及び関係者の役割，4）民間主導と行政の支援，
5）有害性の判断への行政の不干渉を挙げた。第二に，
法律による対応ではなく，民間による自主的な取組み
に期待することを示した。第三に，機器を提供する側
は，青少年が使うことを前提とした機器の設計・サー
ビスの設計を等をおこなう「青少年保護・バイ・デザ
イン」に沿った取組みをおこなうことを示した。
2012年7月に，子ども・若者育成支援推進本部が，
「青
少年が安全に安心してインターネットを利用できるよ
うにするための施策に関する基本的な計画（第2次）」
を公開した（以下，「第2次基本計画」）。「第2次基

青少年のインターネット利用対策
2004年6月に，長崎県佐世保市で小学6年生の女子が，
同級生を殺害する事件が起きた。この事件をきっかけ

19

Ⅰ-2 メディア・情報行動1（心理・受容）
本計画」は，スマートフォンの普及等の情報環境の変
化について言及している。基本方針の内容は「第1次基
本計画」を踏襲したものになっている。

にあらわれている「インターネットの自己責任」は，
前述した「指導サイト」の挙げている，情報モラルの
「危険回避（情報安全教育）の側面」を持っていると
考えることができる。
種村[2004]では，自己責任には「負の結果が予想で
きる場合，その結果が生じないように自分で予防せよ」
とする「事前の自助努力（予防）」の側面と，「負の
結果が生じてしまった場合には，他者にその負担を補
償させず，自分だけで解決せよ」とする「事後の自助
努力（自己解決）」の側面の二つがあることを指摘し
た。
00年代に「市場原理を重視する側が，弱者を切り捨
てるために使う言葉」としての含意を持つようになっ
た自己責任は，自己責任の後者の側面が強調されてい
るといえる。一方，
「インターネットの自己責任」は，
むしろ前者の「事前の自助努力（予防）」の側面を強
調しているといえるだろう。

このように、06年の「子どもを守る研究会」がまと
めた一連の報告書や，08年の「整備法」及び「教育振
興基本計画」においては，青少年のインターネット利
用について，利用者自身の情報モラルだけではなく，
保護者，事業者，国民全体による問題解決の重要性を
掲げている。すなわち，インターネットの利用に係る
問題は，単純に利用者の自己責任に還元される問題で
はなくなったのである。この理由として，未成年者の
ほとんどがインターネットの利用者である現状を挙げ
ることができるだろう。そのため，制度的に保護者，
事業者等が一体となり，インターネット上の安全を守
る活動が求められるようになったのである。この制度
的な変化が「インターネットの自己責任」の使用頻度
の減少にあらわれているのではなかろうか。
このような制度上の変化に注目するならば，07年か
らの自己責任論調の転換の変化のきっかけとなったの
は，06年の「子どもを守る研究会」の一連の報告書で
あると推測できるのではないだろうか。
5.2 仮説2の検証
未成年を対象とした「インターネットの自己責任」
をいくつか確認することができる。しかしながら，必
ずしも「インターネットの自己責任」の中心的な論点
となっているとはいえない。また，未成年のスマート
フォンやSNSの利用の文脈で，未成年にも「インターネ
ットの自己責任」が必要であるとする主張は2011年ま
での期間では確認できなかった。これより仮説2は支持
されないと判断する。
ただし、図からわかるように2012年には「インター
ネットの自己責任」の使用頻度が上昇している。その
内容として興味深いのは、スマートフォンのアプリケ
ーション利用に関する利用者の自己責任が現れている
点である（朝日[120114]、日経[121118]、読売[121218]）。
また、後に言及するコンプガチャ（ソーシャルゲーム
やオンラインゲームの有料クジ）についての自己責任
は、12年以前にはほとんどなかったものである。コン
プガチャについての自己責任についての言及は「分別
ある大人が楽しむなら自己責任の面が強いが、問題は
子供がはまり込むケースだ」（読売[120529]）、「「子
供はともかく、大人の使いすぎは自己責任だろう」。
経営者はいらだちを隠さない」（日経[120623]）のよ
うに、大人の自己責任を認めながら、子供の自己責任
を免除する文脈で用いられている。
5.3 情報モラルとしての自己責任
一覧からは，ブログの日記や書き込みの情報をうの
みして生じてしまった不利益は自己責任であるので注
意すべきこと（読売[030304]，朝日[070325]、日経
[051225），口コミサイトやSNSに記された情報の真偽
の判断は自己責任でおこなうこと（朝日[090711]，日
経[070630]][120123][120930]），パスワードを用いて
個人情報を自己責任で守ること（日経
[101023][111101]），フリーソフトウェアの使用は自
己責任でおこなうこと（日経[090425]）等が示されて
いる。
これらは，インターネットにおける危険を事前に防
ぐための注意点にかかわるものである。つまり，ここ
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5.4 コンプガチャ問題――自己責任の範囲設定
2007年にすでにコンプガチャの問題が扱われている
ことは興味深い（朝日[070610]）。該当記事は，ユー
ザー側に自己責任が求められること，システムに対す
る法的規制がないことが記されている。しかしながら，
コンプガチャは，11年末から12年に社会的に問題化さ
れ，2012年5月18日に消費者庁は「『カード合わせ』に
関する景品表示法（景品規制）上の考え方の公表及び
景品表示法の運用基準の改正に関するパブリックコメ
ントについて」を発表する。これに先立って，NHN Japan
（ハンゲーム），グリー，サイバーエージェント（ameba），
ディー・エヌ・エー（モバゲー），ドワンゴ及びミク
シイのプラットフォーム事業者6社が，各社で開発，運
営しているソーシャルゲームなどのサービスにおける
すべての「コンプガチャ」に関し，新規にリリースす
るゲームについて中止する，運営中のソーシャルゲー
ムにコンプガチャについても5月末までに終了するこ
とを発表した（日本オンラインゲーム協会「オンライ
ンゲーム安心安全宣言 〔改訂〕」）。つまり，コン
プガチャ問題は，単純に利用者の自己責任に還元され
るものではなく，国や事業者が規制する対象となった
のである。言い換えれば，個人の自己責任の問題から，
社会問題となったのである。コンプガチャ問題は，な
にをもって利用者の自己責任とされるかが，社会状況
や制度によって可変的であることを示唆している。

6.

まとめと考察

私たちは，2003年から2012年にかけての新聞記事を
取り上げ「インターネットの自己責任」について考察
した。【主問】として「なぜ00年代に「インターネッ
トの自己責任」が必要とされたのだろうか」を掲げた。
【主問】を考察するために【副問】として「2003年か
ら2011年の新聞記事において「インターネットの自己
責任」が用いられている文脈は，どのようなものか」
を挙げ、新聞記事の内容分析をおこなった。【主問】
に対する考察の結果を示し，全体のまとめとする。
第一に，しばしば紋切り型の文句として「インター
ネットは自己責任の世界だ」といわれている。情報倫
理（学）の分野や新聞紙面で，しばしばこの文句が用
いられていることを確認できる。しかし，実際にはイ
ンターネットは単純に自己責任〈だけ〉の世界とはい
えなくなってきている。
06年から08年にかけての，未成年を対象としたイン
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ターネットに対する教育方針や制度体系は，インター
ネットの問題を利用者の自己責任とする立場から，利
用者・親・地域・事業者を包括することで，インター
ネットの安全・安心を社会的責任として保障していく
しくみに切り替えていった。この変化に応じるように
新聞記事では「インターネットの自己責任」の出現頻
度が減少した。
第二に，インターネットの安心・安全を社会的に保
障することは，決して，インターネット利用者の自己
責任を否定するわけではない。私たちは，新聞紙面を
概観することで，ネットオークションや金融投資の文
脈で用いられていた自己責任は，
「事後の自助努力（自
己解決）」の側面も示されていることを確認できる。
同時に，情報モラルを教育することで，インターネッ
トの危険から自らを守る「事前の自助努力（予防）」
としての自己責任を引き受ける個人の育成が求められ
ていたことも確認することができた。
以上を受けて，本稿は【主問】として提示した，な
ぜ00年代に「インターネットの自己責任」が必要とさ
れたのかに対して，次のように答えよう。
00年代にインターネット上の安全・安心を社会的責
任として保障するしくみが求められた。同時に，イン
ターネットを利用する利用者が，自らの進んで危険を
回避する意味での自己責任（情報モラル）を持つこと
も求められた。「インターネットの自己責任」は，単
純に「ネット上の不利益は，それをもたらした個人が
引受ける」ことを要請する規範というよりも，ネット
の安全・安心を社会的責任として保障するための前提

として必要とされていたのである。
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表

年月日
030101
030208
030304
030318
030628
030717
030905
031005
040110
040329
040504
040511
040519
040804
050104
051225
050117
050127
050131
050806
050625
050823
051125
051205
060227
060427
060730
061031
061225
061219
070610
070630
070103
070325
080407
090212
090425

媒
体
日
朝
読
読
日
読
朝
朝
朝
朝
日
朝
日
読
日
日
朝
読
読
朝
読
日
読
日
読
日
日
朝
朝
読
朝
日
読
朝
読
朝
日

「インターネットの自己責任」新聞記事一覧（2003 年～2012 年）

見出し
ユビキタス特集――スタンフォード日本センター［…］
［お金の悩み 彼女の場合］「銀行の顔」をした証券
［発信する仲間たち］個人サイト（4）熊五郎先生［…］
ネット「児童ポルノ」オークション管理者［…］
ネット競売トラブル防げ――苦情、4-6 月 17％増［…］
動き出した個人投資家株上げ相場の“エンジン役” ［…］
「出会い系」犯罪から身を守るには ネットの危険［…］
ネットとジャーナリズム 学習院大学・遠藤薫［…］
［フロントランナー］インデックス社長 小川善美さん
情報共有、広がる可能性 ブロードバンドシンポ
［ニュースで知る経済］特集――守る個人情報［…］
［時時刻刻］法的責任、どこまで「ウィニー」開発者［…］
［ニッキィの大疑問］デイトレーダー、私なれる？
子どもとネット 学校での指導に限界家庭・地域［…］
ネットで商品先物取引、楽天・松井証券が参入
[仕事常識]ブログ、仕事の話題は避けよう［…］
ヤフーオークション落札、被害者の会結成 入金［…］
［追跡・ネット詐欺］（下）誰でも参加、利便性優先
［土曜マルシェ］電子マネー、存在感拡大
［テクノ生活入門］架空請求から身を守ろう
［社会学・ネットオークション］（中）詐欺の手口［…］
ネットと文明（1）責任・信頼の新体系を礎に［…］
［追跡・続ネット詐欺］（下）匿名性、取引は自己責任
［時代のフィールド］残虐ゲーム、どう規制［…］
［？］“題”迷惑 新着メールで
ネット競売、被害者にならないために［…］
株式投資するならネット取引か、窓口か［…］
［子どもを守る］ケータイ、安全に使おう
「ヤフオク」トラブル増 入札資格緩和、背景に
［大手町博士のゼミナール］ウェブ 2.0 利用者参加［…］
「オンラインゲームのクジ 1000 回外れ」提訴 ［…］
夏の旅行、準備のツボ――賢く情報収集［…］
［News Review］今週の ZOOM UP「サイトの安全診断」
［働く人の法律相談］ブログ 職場ネタ、安易［…］
［コンパス］「自己責任」を言い訳にするな
［ネットはいま 第 2 部 つながる：8］家庭訪問［…］
[常識点検]無料ソフトを賢く使う――多彩な用途［…］

機 情 情
商 器 報 報 未
取 利 発 受 成
引 用 信 信 年
側 側
○
○
○
○
○
○

○
○

○
○
○
○
○ ○ ○
○
○
○
○ ○
○
○

○
○

○
○

○

○

○
○

○
○

○
○
○

○

○

備考
自由な選択と自己責任
ネット上の契約
ブログ「公開日記」の内容
ネットオークション出品行為
参加者の自己責任が原則
投資家の自己責任
インターネットは自己責任
受け手の自己責任
インターネットは自己責任
情報化したら取消せない
ネットは自己責任の世界
端末利用者同士の自己責任
投資家の自己責任
未成年者のネット使用
投資家の自己責任
ブログの内容
ネットオークション
ネットオークション
電子マネー利用者責任
ネットオークション
ネットオークション
ネットのリスク回避自己責任
ネットオークション
大人が楽しむのは自己責任
迷惑メール
ネットオークション
投資家の自己責任
インターネットは自己責任
ネットオークション

○
○
○

○
○
○

○

クジはユーザー側の自己責任
口コミサイトの情報
インターネットは自己責任
ブログ、実名・匿名自己責任
○ 子どもの安全
フリーソフトウェア

090711 朝 [てくの生活入門]ネットで旅のお役立ち情報［…］
○
口コミサイトの情報
100123 日 [常識点検]パスワード覚えていますか？［…］
○
パスワードと個人情報管理
100721 日 IT 潮流、日本勢に追い風――慶應義塾大学准教授［…］
○ ○ ○
利用者の自己責任
100828 読 ［親は知らない］PART6(5)「頭が良くなるクスリ」
○
ネット上の薬品販売
101120 朝 ［知って安心］携帯、ネット購入の盲点
○
ネットオークション
111101 日 パスワードとどう付き合う――より長くより複雑に［…］
○
パスワードと個人情報管理
120114 朝 アプリが漏らす個人情報――スマホ 知られざる脅威
○ ○ ○
スマホは自己責任の世界
120123 日 インターネットの情報は「信用できる」76％ ［…］
○
真偽の判断は受け手の責任
120318 日 ネットの便利さと安全 守れるか
○
利用者は自己責任で判断
120521 日 2 チャンネルグレーな書き込み放置
○
書き込みは自己責任
120529 読 健全性を重視したビジネスに 携帯ゲーム規制
○
ガチャ大人は自己責任だ
120623 日 激震ソーシャルゲーム 5 南場が語った「義務」
○
ガチャ大人は自己責任だ
120930 日 SNS ブーム、先行きは
○ ○ ○
SNS の利用は自己責任
121118 日 スマホアプリ、より安全に
○
スマホアプリ利用者の責任も
121219 読 回顧 2012 スマホ普及 安全面で課題も
○
スマホアプリ利用者の責任も
注）フリーソフトの使用と自己責任については，朝日の[ソフ得!]および[Free ソフ得!]の連載記事の最後に，定型として「フ
リーソフトウェアの利用は自己責任」の一文が加えられている（サンプルからは外している）。

22

Ⅰ-2 メディア・情報行動1（心理・受容）

物語アプローチから見た反原発運動とインターネット：Misao Redwolfと
いう「傷ついた物語の語り手」
An Analysis of Anti-Nuke Activism and the Internet Based on
Narrative Approach : Misao Redwolf as a “wounded story teller”
1

1

田村 貴紀
Takanori TAMURA
法政大学キャリアデザイン学部

Hosei University

Abstract This paper analyses Twitter messages of a leading anti-nuke activist, Misao Redwolf, from a
perspective of narrative approach. Based on text mining analysis of the messages, the author found her
personal narrative was connected to anti-nuke protest as public issue. This scheme is sharable by the protest
pariticpants who also have reasons to participate in the action in their personal experiences and self-narratives.
キーワード

社会運動、反原発抗議、インターネット、物語アプローチ

1．はじめに
(1) 反原発運動とインターネット
本発表では、反原発運動とインターネットの関係性
について、物語アプローチによって分析する。
発表者は2012年6月29日から、ほぼ毎週行われる金
曜日の官邸前抗議に定期的に参加して参与観察を行い、
また2012年8月から首都圏反原発連合の主催者や一般
参加者にインタビューを行ってきた。しかし、3•11以
後の反原発運動は、その運動の途上にあり総合的な評
価を下すことは難しい。また直接的にそれを対象とし
た先行研究が少なく仮説を検証するという形で立論す
ることが難しい。
そこでこの発表では、首都圏版原発連合反原発年後
の中心的な人物であるMisao Redwolf（ペンネーム、
以下Misao）のツイッターテキストをコンピュータ・
コーディング（テキスト・マイニング）によって分析
し、反原発運動とインターネットの関係について探索
的な考察を行いたい。
(2) インターネットと社会運動―首都圏反原発連合
東日本大震災による福島第一原発事故は、原発に反
対する大きな市民運動を引き起こした。運動は全国的
に展開され、様々な団体が脱原発の意思を表明してい
る。その一つに「官邸前抗議」と呼ばれるものがある。
野田内閣によって決断された大飯原発再稼働に反対し
て、首相官邸前では毎週金曜日に大規模かつ連続的な
抗議行動が行われるようになった。「官邸前抗議」は、
2012年3月に始まり（野間 2012）、2013年6月14日で
58回1を数えている。この「官邸前抗議」は、13の反原
発団体の連合体である「首都圏反原発連合」（以下反
原連）によって主催されている。
原則的に歩道上で行われる抗議活動であるが、2012

1

反原連プレスリリース 2013.6.14
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年6月～7月には、歩道に収まりきれなくなった多数の
参加者が自然発生的に車道に溢れだし、官邸前を埋め
尽くす事態となった。2012年7月31日には議員会館に
て反原連有志と脱原発をめざす国会議員との対話のテ
ーブルが設けられ、8月22日には首相官邸において
Misaoなど反原連有志10人が当時の野田首相と面会し、
要求を伝えた。その後2012年秋以降は、警察による警
備強化もあり、官邸前抗議で群集が路上にあふれ出す
ことはなくなった。しかし、2012年11月11日、 2013
年6月2日に、反原連は国会議事堂を包囲する大規模な
集会を開催している。
90年代以降の抗議活動は、60年代のそれと比較して
平和なお祭りのような「祝祭性」（五野井 2012:8）
が指摘され、言わば文化現象として理解される部分も
あった。しかしここに及んで抗議活動は、明白に政治
の次元のもんだいとして浮上したのである。この点で
反原連は、戦後の社会運動の変化を考える上で重要な
対象である。
更に社会運動のインターネット利用という観点から
も、注目すべき存在である。
五野井（五野井 2012）は、インターネットの発展
による社会運動の「クラウド化」を指摘する。それは
「ウェブを介して容易に情報にアクセス可能になるこ
とで、小規模のコストと手間で情報を共時的にシェア
し並列化でき、象徴的なインフォメーション・センタ
ー以外に、特定の本部や拠点を必要としない。フォー
マットはもちろんプラカードなどのツールもダウンロ
ードできるし、ミーティングポイント、デモコースも
把握可能」（五野井 2012:15）になることである。
これは反原連にも当てはまる。活動の動員宣伝にイ
ンターネットを多用し、プラカードのデザインをコン
ビニエンスストアのネットプリント経由で配布しても
いる。参加者はネットで情報を得て参加するので、顔
見知りになっても本名を知らない事はよくあることで
ある。また、反原連は13の反原発団体からなる連合体
であり、政党やNPOのような制度的集団ではない。執
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のの、論理的な説得や信念の一致に強調点をおきすぎ
たと批判する。したがって、運動内での個人の関心の
醸成や共同性が、どのように構築されていくのかとい
うプロセスを説明できない弱さがあると指摘する。そ
して、それは物語アプローチを導入することで克服で
きると考える（Davis ed. 2002:9-10）。
物語は二種類の集団を含む。それは語り手と聞き手
である。そしてうまく語られた物語は、両者を関係づ
ける。この点で物語りは意味を共有することに力を持
つ。従って集団の物語を研究することは、社会運動の
出現、資源の動員、ひとびとへの説得を解明すること
に役立つ。「参加」は、同意以上の事柄で、参加者が
参加しリスクを取り行動するためには、「感動」する
ことが必要なのである。参加する、巻き込まれること
は、論理的で目的遂行的なだけではなく、イマジネー
ションや直感、そして感情が絡んだことである
（Davis ed. 2002:16-24）。
さらに、Benford（Davis ed. 2002）は、運動の物
語には、二種類あるという。参加者が自らについて語
る「参加者の物語」と、運動自体や運動が目指す世界
に関する「運動の物語」である。「参加者の物語」で
は、人々は自らについて語り、自己語りをつうじて自
らの経験と自我に意味を付与する。「運動の物語」は
主に指導者によって語られ、運動全体の方向を示し、
周辺的参加者の「参加の物語」と相まって、集合的な
アイデンティティーを固くする。
しかし、「運動の物語」は、参加者を制御し、抑圧
する力となることがある。一握りの代表者の存在や、
運動内の禁止事項、運動体の規範を侵した参加者への
他の参加者からの罰則的冷遇などの存在である。
（Davis ed. 2002:53,66）。つまり、運動の正しさを
決める物語を、運動自身が持つことである。70年代の
新左翼運動が陥った隘路を、思い起こすこともできる
だろう。

行員会なども存在せず、Misaoは、制度的には代表者
ではない。さらに、生業を放棄して献身している参加
者はいるものの、固定した事務所や有給雇用された専
従職員もいない。この点では、「社会運動のクラウド
化」の典型的な事例である。
そうではあるが、「社会運動のクラウド化」だけで
は説明できない観点が二つある。ひとつは、ソーシャ
ルメディアによる情報拡散の限界である。社会運動に
おけるソーシャルメディアの役割は、情報拡散による
運 動 へ の 動 員 を 中 心 に 論 じ ら れ て き た (CostanzaChock 2011, 藤 山
2012, Tufekci & Wilson
2012,Wilson & Dunn 2011)。それは資源動員論のソー
シャルメディア利用への応用ともいえるものだろう
(Eltantawy & Wiest 2011)。しかし、そこに過度の強
調があったことも指摘されている（伊藤 2012:92）。
官邸前抗議の主催者へのインタビューなどからも、ソ
ーシャルメディアによる情報拡散、動員には一定の限
界があると実感されていることが分かる（小熊
2013:322）。そのため反原連は、抗議行動、インター
ネットによってもなお到達できない大多数の国民に対
して告知するための方法として、No Nukes Magazine
という小冊子を大規模に配布し始めた。
もうひとつはハブになる人材の代替不可能性である。
特定の本部や拠点は必要としなくても、ハブとなる人
材には、依然として責任・献身・戦略立案能力が要求
される。官邸前抗議で度々車道にあふれる程の群衆が
集合した際に、無事故で抗議を終了した運営力や、６
月２日の原水禁系の「さようなら原発1000万人アクシ
ョン」と原水協系の「原発をなくす全国連絡会」、反
原連の３団体共同行動を実現する政治力は、ICT技術
のみによって成立するものではないのである。
(3)社会運動への物語アプローチとインターネット
これらの点を勘案すると、反原連の中心人物である
Misaoの活動に注目し、インターネットの利用につい
て、単なる情報拡散の視点からのみでなく、「社会運
動論への物語アプローチ」を用いた内容分析によって
接近することには、インターネットと社会運動という
近年の社会情報学的課題の解明に寄与するものだと考
えられる。
以下、「社会運動論への物語アプローチ」について
簡略に紹介する。「社会運動論への物語アプローチ」
は、個人や集団の持っている物語が、運動参加・継続
の動機や集団の結束を維持する力になっていると考え
る立場である。
社会運動論では1970年代後半以降「資源運動論」が
影響力を持った。これは、利用可能な資源(金銭、人
員、ネットワーク)が存在するかどうか、あるいはど
う資源を獲得するのかという点に注目する。だが、資
源動員論は、参加者を理性的なアクターとしてのみと
らえ、集合行動の文化的、象徴的な過程をとらえるこ
とに成功していないという批判が起き、フレーミング
理論が登場した（Davis ed. 2002:6）。ところがデイ
ビス（Davis ed. 2002）は、フレーミング理論は、
「運動」の内的で文化的ダイナミズムに注目はするも

2．対象と方法
(1)Misao Redwolf
本発表の分析対象はMisao Redwolfのツィッターテ
キストである。「Misao Redwolf」は、イラストレー
ターとしての名前、ペンネームである。本名、年齢は
非公開。
Misaoはファッションデザイナーとしてスタートし
たが、成功の途中で1990年米国に渡り、様々な経験を
する。この時の決断に対してMisaoは、「デザイナー
として成功しかけたが、その業界の人々の生き方と、
自分の望む生き方が違うと感じた」と述べている2。こ
の生き方を求める求道的な姿勢は、その後のMisaoの
活動を一貫している。
帰国後1999年からイラストレーターとして活動して
いたが、2007年から反原発運動を開始する。この頃始
めていた職業上の大きなプロジェクトを中断すること
になり、反原発運動に専念し始める。現世的な成功を
二度放棄した 事になる。反 原発団体NO NUKES MORE
2
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HEARTSを主宰するようになり、2011年9月反原連を結
成する。現在も反原発運動に専念する生活である。生
業を中断していることについてMisaoは、「身体が弱
いので運動と両立できないから」と説明している3。
Misaoの信念の中心は、2006年ごろ瞑想中に受けた
啓示にある。「私は所詮使われている身、神の道具だ」
とMisaoは言う。しかし、Misaoは対外的にそのことを
語らない。「非合理的」と一般的に理解される可能性
がある信念が、社会によってどう扱われるかをよくわ
かっているからだ。つまり、自己モニタリング的な視
点を持っているのである。
同時に、その求道的な信念に基づいて行動している
Misaoの活動戦略が、完全に目的志向的で、成熟した
政治性を見せている事は併せ考える事が重要である。
この両面性、すなわち私的領域に於ける信念と、公的
な政治性が連続している事を理解することが、現在の
反原発運動を理解する上で必要なことである。
(2)Misao Redwolf のツィッターテキスト
以下ではそのMisaoがツィッターによってどのよう
な情報発信と他者との交流を行なっているかを分析す
る。
対象にす るの は、Misaoに依頼して 貰い 受けた、
2009年12月12日から2013年5月27日までの全てのツィ
ッターテキストである。27,587メッセージを含む。参
考的な比較の対象として、反原連とは行動を共にしな
い団体の活動家Ａのツィッターテキストを分析する。
2013年１月23日から2013年6月23日までの2,456メッセ
ージである。メッセージ数が十分の一なので対称的な
比較にはならないが、理解の補助線として掲示する。
形態素解析と作図にはフリーソフトウェアの
KHCODERを使用した。分析の単位は、１ツィートごと
である。すなわちひとつのメッセージの中で単語同士
がどういう関係にあるかを調べる。

も高く、言葉のネットワークの中心である。
領域Bでは左側に「東京」「日」「参加」「デモ」
と日曜日に行なっているデモの告知があり、右側に
「官邸」「大飯原発」「稼働」「抗議」が配置され、
毎週金曜日の官邸前抗議の呼びかけがある。領域Cで
は福島県いわき市に関する話題が多く、放射線に言及
している。領域Dは、自分や他者に関する思索や洞察
である。
つまりMisaoのテキストは、①デモと抗議の告知、
②福島への配慮、③自己と思索と洞察の3つの世界に
よって構成されており、それらは比較的独立して併存
している。
この図を別の団体の活動家Ａのネットワーク図（図
２）と比較してみよう。こちらの図にでは、「弾圧」
と「拡散」の媒介中心性が高い（領域A）。領域Bは、
参加者が逮捕されたことを政治的弾圧と位置づけて抗
議してていることと、領域C、Dには、自分たちの抗議
活動が描かれている。ここには、図1にあったような
ような思索、洞察の領域はない。他方で、Misaoの図
１には、図2にある権力的な闘争は現れない。それは
原発を止めるという一点に集中する（シングル・イシ
ュー）という反原連の主張の現れである。

3．結果
(1)全テキストの共起ネットワーク分析
KHCODERを用いて、単語レベルでの共起ネットワー
ク分析を行い作図した（図1、図2）。この分析には、
他者のツィートの転載であるリツィートも含んでいる。
図1は、最小出現数450以上の単語の共起関係であり、
図2は、最小出現数250以上の単語の共起関係である。
共起関係は線で結ばれ、線が太いものは共起率が高い。
配置された単語の相互の距離は、共起率とは関係がな
い。出現頻度が高い語は、大きな円で示してある。媒
介中心性が高い単語は、領域Aと表示してある。媒介
中心性とは、この場合、ある単語が他の単語をつなげ
ている程度の高さによって中心的であることを意味し
ている。
Misao Redowolfのネットワーク図（図1）では領域A
には「原発」がある。この「原発」の媒介中心性が最
3

Misao Redwolf ウェブサイト

http://misaoredwolf.com/j_profile.html 及びインタビュー
（2012.9.4,2013.5.27）。
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図 1 Misao Redwolf 単語共起ネットワーク
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るけど。時折激しい孤独感に襲われる。
（2013.03.17）
生存との闘い、政府との闘い、責任において早期
解決したい数個の問題、自分はいったい何の為に
生きているのかとふと思う時もある。まあ、死ぬ
まで生きろってことなんでしょうが。
（2013.3.31）
現在進行中の運動の指導者が、自分の苦悩や弱さを
そのままに書くことは、注目すべきことである。
Misaoの物語は指導者の物語でありながら、Benfordの
言う、「運動の物語」ではなく、むしろ「参加者の物
語」である。
もう一つ指摘できることは、Misaoの図（図１）で
は、公的領域B、C（デモと福島）と私的領域Dが併存
していて、「原発」によって接続されていることだ。
図２では全てが公的領域にあり、Ａの私的領域は、除
外されている。
すなわち図１においては私的な生活（参加者の物語）
と反原発抗議（運動の物語）という公的な領域が「原
発」というキーワードによって接続されていることに
なる。自らの生活物語の延長線上に、反原発運動があ
る。
今日多くの運動参加者は、社会科学的理論やイデオ
ロギーによってではなく、原発事故によってもたらさ
れた自らの私的生活での体験に基づいて抗議に参加し
ている4。官邸前抗議参加者は次のように訴える。

図 2 他団体の活動家Ａ 単語共起ネットワーク
(2) Misao の物語
それでは、思索の領域でMisaoが語っていることが
何か、いくつかのツィートを抽出して考察しよう。自
分への洞察を含むと予想される「自分」を含むツィー
トを抽出した。「自分」を含むツィートには、他者に
貢献する事を使命と考えるメッセージや、克己的な、
積極的なメッセージがある。

私の故郷は放射能汚染により海も山も川も土地も
すべて汚されました。あの日、地震と津波だけで
あったなら自分たちの力で再起できたのにもかか
わらず、福島第一原発事故によって私たち住民の
力ではどうすることもできなくなってしまった。
（野間 2012:no page）

自分の仕事のキャリアでここまで真剣にやったこ
とってなかった。暮らせればいいし名誉とか出世
とか興味無かったし。やはり人間、自分自身の事
より、他人や全体の事へのほうが一生懸命になれ
るんだなと思う。（2013.05.20）

彼らは、自らの私的生活の物語を集積して、抗議と
いう公的領域に直結させている。Misaoの図はそのひ
な形を示しているといえよう。

決意するタイミングが訪れることはあるけど、決
意は自分が能動的にするものなんだよね。決意は
踏みとどまることでもあり、決意せず流されるこ
ともあるだろう。決意や選択することを恐れてい
ても、いつか巡り巡って更に大きな課題になって
目の前にもどってくる。（2013.4.5）

(3) 他者への発話（メンション）
次にMisaoがツィッターで他者に対してどのような
発話をしているか、どんな言葉を多用しているかを調
べた。ツィッターのメッセージでは、他者への発話
（メンション）には＠から始まるアカウント名がつく
ので、＠と共起する言葉を調べた。すなわち他者への
メンションの中で使われている言葉を調べた。ただし
リツィートに含まれる＠は除いてある。
反原発活動家Ａのツィートには殆ど他者へのメンシ
ョンがなく、分析不能だった。公平を期するために付
記しておくと、これはツィッターの利用方法の個性に

しかし同時に、自らの苦悩、自分の人生への絶望も
語られる。
参加者数は伸びないし多くないとは言え、沿道の
反応も良く、どちらのブロックも雰囲気が良かっ
たように思うし、経費もなんとか赤字をまぬがれ
そうだし、だけど毎度の事ながらその日の夜は気
分が落ちる。自分が不十分だったところばかり目
につき感じるからだろうか。（2012.5.20）

4

自分がこんな事言ってはいけないのはわかってい

インタビュー 一般参加者 T.R. 20 代女性 2013.4.13。一

般参加者 M.N. 30 代男性 2013.5.12。

26

Ⅰ-2 メディア・情報行動1（心理・受容）
過ぎず、活動家Ａが他者とのコミュニケーションを軽
視していると主張するのではない。Misao自身も、
「最初は、主にデモ情報の発信に使おうと思った」と
述べている5。

に反対する抗議参加者の動機は、「われわれはこう生
きたい」という「参加者の物語」にもとづいている。
それは科学的合理性の外側にある。官邸前抗議参加者
は、次のように語っている。
私たちが子供たちに手渡したいのは明るい未来、
原発のない未来だ。私たちは死に方は選べないか
もしれないが、生き方ぐらいは選びたい。（野間
2012:no page）

表 1 他者へのメンションで頻出した単語
順位

抽出語

1 ありがとう

品詞
感動詞

テキスト全体 共起し Jaccard
中の出現数
828

た数
752

係数
0.1082

2笑

タグ

831

703

0.1004

3 思う

動詞

1726

699

0.0885

4 お願い

サ変名詞

688

441

0.0619

5 デモ

サ変名詞

1372

404

0.0515

名詞C

1447

406

0.0513

タグ

1338

346

0.044

感動詞

342

291

0.042

6⼈
7 今⽇
8 お疲れさま
9 ⾔う
10 今

動詞

854

262

0.0351

副詞可能

716

218

0.0296

表1に示したように、Misaoのテキストで他者へのメ
ンションに使われている言葉は、多い順に「ありがと
う」、「笑」、「思う」、「お願い」、「デモ」、
「人」、「今日」、「お疲れさま」、「言う」、「今」
である。Misaoは、ツィッターを使って、お礼をいい、
笑いかけ、お願いをするのである。このようなやり取
りの中で、Misaoは参加者との関係を築いていく。
これらの単語は、ツィッターのやり取りでしばしば
見かける言葉で、一般的な個人のツィッターの使い方
であろう。むしろ、前述のＡのように、殆ど他者への
メンションをしないという使い方のほうが特徴的とい
える。組織の公式ツィッターのような使い方である。
前述のような苦境を伝えるMisaoのツィートにしば
しば参加者から気遣いのメッセージが届く。それに対
するMisaoの返答の一つが以下である。
ご心配おかけしてごめんなさい。周りの人たちの
暮らしや健康状態に気をはせる余裕はまだあるの
で、大丈夫だと思います。それができなくなった
時が休む時だと思ってます。(2013.2.2)
ここには物語交換または共同制作による繋がりが示さ
れている。Davisの言う運動内での個人の関心の醸成
や共同性が、このような物語交換の中で行われていく。

息子は福島第一原発で収束作業に当たっている。
私はいろんなものをあきらめた。だからあなた方
も原発をあきらめて欲しい。（野間 2012:no
page）

4．考察と展望
(1) 考察
我々は今、ウルリヒ・ベックの言う「危険社会」に
生きている。原発事故はそのことを実感させるもので
あった。増大する危険と文明の危機に直面して、科学
技術の合理性がもはや機能不全となっているので、
「高等数学を駆使した統計や科学技術の装いがほどこ
されてはいるといっても、危険について述べる場合に
は、われわれはこう生きたい、という観点が入ってく
るのである。（ベック 1998：90-92）」同様に、原発
5

原発事故の後２年が過ぎたが、事故の収束の見込み
も、被災者の救済のめども立っていない。日本の社会
には、その爪あとは未だに深く残っている。また、個
人を見れば、原発事故の後多くの人々は自分が急に当
事者になったことに気づいた。個人も社会も、復興と
未来について、未だ整った物語を紡ぐことが出来ない。
物語の型についてフランクは、病をめぐる物語には
２つあるという。ひとつは「回復の物語」であり、も
うひとつは、「混乱の物語」である。回復の物語のプ
ロットには，次のような基本的な筋書きが存在する。
「昨日私は健康であった。今日私は病気である。しか
し明日には再び健康になるだろう」（フランク 2002:
114）ひとびとは、病はこのように語られるべきだと
いうモデルを制度的物語から学習するのである（フラ
ンク 2002: 115）。しかし、ひとびとが経験する病は、
明日回復可能なものばかりではない。
フランクの物語類型は、近代を支配する制度的物語
（ドミナントストーリー）であるので、これを社会に
当てはめることができるだろう。たとえば「福島の事
故は収束したので、原発を再稼働して経済を復興すべ
きだ」という「回復（復興）の物語」である。ところ
が、現実を見れば人々が今語りうるのは、破れた物語、
「混乱の物語」である。
Misaoのテキストは、運動の中心人物にもかかわら
ずその物語が破れているところに、「回復の物語」で
はないことに特徴がある。もっとも、物語が破れてい
るだけならば珍しくはない。物語が破れたまま運動の
物語に転化していることに特異性がある。
その事は参加者の共感を呼ぶだろう。何故ならば、
反原発運動に参加する人々の物語も、また破れている
からである。

フランクは、傷が物語を可能にすると言っている。
病者、そしてすべての苦しむ者は、同時に癒す者
となりうる。傷を負っているということが、彼ら
の物語の潜在的な力の源となる。その物語を通し
て、病者は自分たちとその聴き手との聞に共感的
な紐帯を作りだす。その紐帯は、物語が語り直さ
れるたびに広がっていく。（フランク 2002:4）

インタビュー 2013.5.27
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「アラブの春」を生んだのか. 国際文化学部論集, 12(4),

Misaoが傷ついた物語の語り手である事が、親密性
と公共を繋いである。破れた私的な物語を、抗議活動
という公共性につないでいる所に物語の力がある。ま
た、インターネットのない時代には、運動の指導者と
参加者が常時思いや意見を交換する回路は存在しなか
った。語り手と聴き手を生み出し、聞き手による解釈
共同体を成立させている所に、今日の社会運動におけ
るインターネットの役割がある。

295–313.
五野井郁夫 (2012): 『「デモ」とは何か : 変貌する直接民主
主義』, NHK 出版.
伊藤 昌亮 (2012): 『デモのメディア論: 社会運動社会のゆく
え』, 筑摩書房.
野間 易通. (2012). 金曜官邸前抗議 ---デモの声が政治を変える.
河出書房新社.
小熊英二. (2013). 社会を変えるには～官邸デモの現場から. 文
藝春秋 2013 年 04 月号, 316–325.

(2)課題

Tamura, Takanori (2013): "Who has the right to speak? The role of

この発表では、社会運動における物語の位置と、そ
こに果たすインターネットの役割について考察した。
取り上げた事例が二例のみであったので、今後の課題
としてさらに多数による相互行為の分析をする必要が
あるだろう。さらに、Twitterなどインターネット利
用は、言うまでもなくMisaoにとっても反原連にとっ
ても対面世界での運動の一部であり、運動の戦略の一
環である。運動全体の中でのインターネットの位置づ
けについて俯瞰する必要がある。同時に、Misaoなら
びに反原連は、どのように自己を表現するかについて
の繊細な再帰的自己モニタリングをおこなう集団であ
り、この特徴についても稿を改めて考察したい。
また、ここで見出したのは「物語による一致」であ
った。社会運動とインターネットが交錯する場で起き
る、対となるべきもう一つの出来事は、「議論による
不一致」である。現在、社会運動に直接関わる人々、
そして関わらない人々が、社会運動について、生活範
囲を超えて様々な議論を繰り広げている。このような
空間を我々はこれまで持たなかった。しかも今起きて
いることは、９０年代後半に希求された情報公共圏に
おける討議倫理に基づく理性的議論とは大きく違い、
一致に至らない事が前提の、論争テクニックの応酬、
あるいは示威行為になっているように見える（Tamura
2013）。それは時にモラルハラスメントであり、ある
いは、裁定者のいない空間で論争に勝ったようにみせ
ることが、正当性の証明になる。これらのことが人々
の意見形成にどのような役割を果たしているか、考察
する必要があるだろう。

social media in spreading dissent among anti-nuclear groups in
post 3-11Japan," presentation script at The 14th Annual
Conference of the Association of Internet Researchers, October
23 - 26, 2013 in Denver, Colorado, USA.
Tufekci, Z., & Wilson, C. (2012): “Social Media and the Decision
to Participate in Political Protest: Observations From Tahrir
Square”, Journal of Communication, 62(2), 363–379.
Wilson, C., & Dunn, A. (2011): “Digital Media in the Egyptian
Revolution: Descriptive Analysis from the Tahrir Datasets”,
International Journal of Communication, 5, 1248–1272.
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ロンドン・オリンピック大会と国民イメージ1)
The London Olympic Games and images of national people
○佐久間 勲1，日吉 昭彦1
Isao SAKUMA and Akihiko HIYOSHI
1

文教大学情報学部広報学科

Bunkyo Universisty, Faculty of infomation and communications

Abstract We examined the impact of the London Olympic Games on images of national people. Sevenhundred and eight Japanese participated in web survey before and after the Olympic Games. Participants
rated images of nine national people, the degree of exposure to media reports, and the degree of media usage
from opening of the London Olympic Games to the time of web survey. Images of most national people
changed in positive direction, but a few images changed in negative direction. Exposure to the media reports
on the nation and the national people made the images of some national people positive. The newspapers and
television usage made the images of some national people positive. However, the Internet usage made the
images of some national people negative.
キーワード ロンドン・オリンピック大会，国民イメージ，ステレオタイプ，メディア報道への接
触，メディアの利用

１．問題
本研究の目的は，2012年に開催されたロンドン・オ
リンピック大会を通して国民イメージが変化するか検
討することである．さらに国民イメージの変化を規定
する要因として，メディア報道への接触の程度を取り
上げて検討する．
オリンピック大会やW杯サッカー大会などの国際的
スポーツイベントは，視聴率の高さからもわかる通り，
多くの国民が関心を持っているものである．そしてこ
うしたイベントの開催が，人々の意識や態度に影響を
及ぼすことは想像に難くないだろう．先行研究では，
オリンピック大会やW杯サッカー大会が，人々の意識
や態度に及ぼす影響について実証的に検討してきた．
特に，日本人や外国人に対するイメージや態度に及ぼ
す影響について繰り返し検討してきた(藤島他，
1998；樋口他，2005；上瀬・萩原，2003；上瀬他，
2010 ； Luo et al. ， 2010 ； 向 田 他 ， 2001 ； 向 田 他 ，
2007； Sakamoto et al.，1999；佐久間他，2007；佐久
間・日吉，2012；佐久間他，2010；高林他，2005；高
木・坂元，1991)．それらの先行研究で明らかにされ
たことは，大会を通していくつかの国民のイメージが
変化するということであった．つまり，国際的スポー
ツイベントが国民イメージに影響する可能性が実証的
に示されたのである．これらの先行研究と同様に，本
研究でも2012年に開催されたロンドン・オリンピック
大会を通して，日本人や諸外国人の国民イメージが変
化するか実証的に検討し，その研究成果を蓄積するこ
とを第一の目的とする．国民イメージに関しては，先
行研究(e.g.,佐久間・日吉, 2012)と同様に，「あたたか
さ」「知的能力」「身体能力」の3次元で検討する．
近年のステレオタイプ研究では，ステレオタイプは
「あたたかさ」と「知的能力」の2次元でとらえられ
ること，多くのステレオタイプはひとつの次元の評価
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が高い一方で，別の次元の評価が低い相補的な内容に
なっていることが指摘されている(e.g., Fiske, 2002)．さ
らに「知的能力」と「身体能力」の2次元についても
相補的な関係になっていることが指摘されている(村
田，2006；佐久間・日吉，2012)．こうした先行研究
の知見に基づき，本研究でも，国民イメージを「良い
－悪い」という単一次元ではなく，「あたたかさ」
「知的能力」「身体能力」の3次元から検討する．
こうした国民イメージの変化を規定する要因にはい
くつか考えられるが，その中でもメディア報道の影響
が大きいだろう．オリンピック大会期間中のメディア
報道は大会に関するものが中心となり，日本を含めた
さまざまな国や国民(選手)の活躍やエピソードなどが
多く報道されるだろう．そして，こうした報道に接触
することにより，その内容に応じて国民イメージは変
化するであろう．先行研究でも，マスメディア報道に
接触しているほど，諸外国人のイメージが肯定的にな
ることが見出されている(向田他，2001)．そこで本研
究でも，メディア報道への接触が国民イメージの変化
を規定するか実証的に検討することを第二の目的とす
る．メディア報道への接触については，その内容と，
メディアの種類による影響を検討できるように，いく
つかの国およびその国の選手に関するメディア報道へ
の接触の程度と，複数のメディアの利用の程度につい
て尋ねた．

２．方法
(1)調査対象者と調査の手続き
ロンドン・オリンピック大会開催前(以下，6月調査)
と開催後(以下，8月調査)にwebを用いたパネル調査を
実施した．それぞれの調査対象者と調査手続きは次の
通りであった．
①6月調査 (株)マクロミルのモニター800名を対象
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に2012年6月8日と9日にweb調査を実施した． 800名の
内訳は，性別×年齢(20代，30代，40代，50代以上)の8
つのセルからそれぞれ100名ずつであった．なお調査
対象者は，日本国籍のみを有している人に限定した．
②8月調査 6月調査に回答した調査対象者に再度
web調査を実施した．調査は2012年8月14日から22日ま
で実施した．最終的に708名から回答を得た．以下で
報告する結果は，6月調査と8月調査の両方に回答した
708名を対象としたものである．

３．結果
(1)国民イメージの変化
対象となった国民ごとに，6月調査と8月調査の，あ
たたかさ，知的能力，身体能力の3つの次元に関する
形容詞対の平均を算出して，それぞれの得点とした
(表1)．そして6月調査と8月調査の平均値に差があるか
を検討するために，対応のあるt検定を実施した．
①あたたかさ得点 中国人，ジャマイカ人，韓国人，
ケニア人，日本人の平均値の差が有意または有意傾向
であった(ts>1.75, ps<.10)．ジャマイカ人，ケニア人，
日本人のイメージはあたたかいという方向に，一方，
中国人，韓国人のイメージは冷たいという方向に変化
していた．
②知的能力得点 アメリカ人，韓国人，日本人の平
均値の差が有意であった(ts>1.98, ps<.05)．アメリカ人，
日本人のイメージは知的能力が高い方向に，一方，韓
国人のイメージは知的能力が低い方向に変化していた．
③身体能力得点 アメリカ人，中国人，ジャマイカ
人，ロシア人，日本人の平均値の差が有意であった
(ts>3.33, ps<.01)．いずれの国民のイメージも身体能力
が高い方向に変化していた．

(2)質問項目
本報告に関連する質問項目は以下の通りであった．
①国民イメージ 6月調査と8月調査の両方で回答し
てもらった．イメージ測定の対象となった国民は開催
国民であるイギリス人，アメリカ人，ロシア人，中国
人，韓国人，ジャマイカ人，ブラジル人，ケニア人，
日本人であった．これらの国民については，オリンピ
ックでの活躍の見込み，地域のバランス，先行研究と
の継続性の3点を考慮した上で選択した．それぞれの
国民に対して先行研究(e.g.,佐久間・日吉，2012)でも
使用されていた8組の形容詞対(7件法)を用いてイメー
ジを回答してもらった．形容詞対のうち，「親しみや
すい－親しみにくい」「暖かい－冷たい」「好き－嫌
い」はあたたかさに関する次元，「頭がよい－頭が悪
い」「有能な－有能でない」「知的な－知的でない」
は知的能力に関する次元，「運動神経がある－運動神
経がない」「身体能力が高い－身体能力が低い」は身
体能力に関する次元であった．回答の順序は，調査対
象者ごとにランダマイズされていた．
②各国およびその国の選手に関するメディア報道へ
の接触 8月調査のみ回答してもらった．大会開催か
ら8月調査の回答時までに，国民イメージの対象とな
ったそれぞれの国およびその国の選手について，テレ
ビ，新聞，インターネット，雑誌などを通して，どの
程度見たかを回答してもらった(5件法)．
③メディア利用 8月調査のみ回答してもらった．
大会開催から8月調査の回答時までに，テレビ(地デジ)，
テレビ(BS)，ラジオ，雑誌，新聞(一般紙)，新聞(スポ
ーツ紙)，インターネットの7つのメディアについて，
それぞれどの程度利用したかを回答してもらった(5件
法)．

(2)各国およびその国の選手に関するメディア報道への
接触の影響
大会開催から8月調査回答時までの，各国およびそ
の国の選手に関するメディア報道への接触の程度は表
2の通りであった．
各国およびその国の選手に関するメディア報道への
接触が国民イメージに及ぼす影響を検討するために，
8月調査でのメディア報道への接触の程度を独立変数，
8月調査の各国民の3つの次元のイメージ得点を従属変
数にした回帰分析を実施した．このとき，同時に性別
(ダミー変数)，年齢，6月調査の各国民のあたたかさ得
点，知的能力得点，身体能力得点も独立変数として投
入し，それらの変数が従属変数に及ぼす影響を統制し
た．標準偏回帰係数は表3の通りであった．
①あたたかさ得点 アメリカ人，ブラジル人，ジャ
マイカ人，ロシア人，ケニア人，日本人のあたたかさ
得 点 に 及 ぼ す 効 果 が 有 意 で あ っ た (βs>.06, ts>2.01,
ps<.05)．メディア報道に接触しているほど，各国民に
対してあたたかいというイメージを持っていた．

表 1 6 月調査時と 8 月調査時の各国民の 3 次元のイメージ得点の平均値（標準偏差）

ｱﾒﾘｶ人
中国人
ﾌﾞﾗｼﾞﾙ人
ｼﾞｬﾏｲｶ人
ﾛｼｱ人
ｲｷﾞﾘｽ人
韓国人
ｹﾆｱ人
日本人

あたたかさ得点
6 月調査
8 月調査
4.52 (.78)
4.52 (.80)
3.08 (1.03)
3.02 (1.07)
4.55 (.73)
4.56 (.68)
4.39 (.66)
4.45 (.68)
3.53 (.81)
3.49 (.78)
4.11 (.67)
4.15 (.68)
3.64 (1.16)
3.29 (1.20)
4.28 (.62)
4.32 (.60)
4.64 (.91)
4.75 (.93)

+

*

***
+
***

知的能力得点
6 月調査
8 月調査
4.27 (.75)
4.37 (.73)
3.75 (.90)
3.76 (.97)
3.91 (.53)
3.91 (.53)
3.85 (.52)
3.86 (.52)
4.15 (.67)
4.15 (.65)
4.51 (.74)
4.49 (.71)
3.93 (.98)
3.70 (1.13)
3.87 (.54)
3.84 (.56)
4.46 (.90)
4.52 (.86)

***

***

*

身体能力得点
6 月調査
8 月調査
4.54 (.83)
4.68 (.87)
4.06 (.78)
4.31 (.85)
5.04 (1.01)
5.07 (1.00)
5.01 (1.08)
5.26 (1.14)
4.30 (.70)
4.41 (.79)
4.17 (.59)
4.16 (.58)
4.05 (.75)
4.03 (.82)
5.35 (1.16)
5.39 (1.16)
3.85 (.78)
3.97 (.72)

***
***

***
**

***

注）N=708．得点の範囲は 1～7．得点が高いほどターゲット集団に対してあたたかい，知的能力が高い，身体能力が
高いというイメージを持っていることを意味する． *** p<.001， ** p<.01， * p<.05，, + p<.10．
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表 2 各国および国民に関するﾒﾃﾞｨｱ報道への接触(％)
非常に
ｱﾒﾘｶ(人)
中国(人)
ﾌﾞﾗｼﾞﾙ(人)
ｼﾞｬﾏｲｶ(人)
ﾛｼｱ(人)
ｲｷﾞﾘｽ(人)
韓国(人)
ｹﾆｱ(人)
日本(人)

よく見た

かなり
見た

5.1
3.7
1.1
6.5
2.0
2.0
5.9
0.8
42.1

18.2
18.1
6.4
18.8
7.3
8.5
17.7
6.5
27.8

どちらか
といえ
ば見た
35.0
34.3
28.5
25.6
25.3
28.5
33.2
26.0
19.2

そこで7種類のメディアのうち利用の割合が高い，テ
レビ(地デジ)，新聞(一般紙)，インターネットの3つの
メディアが国民イメージに及ぼす影響を検討した．具
体的には，これら3つのメディアへの接触の程度を独立
変数，8月調査の各国民の3次元のイメージ得点を従属
変数にした重回帰分析を実施した(一括投入)．同時に性
別(ダミー変数)，年齢，6月調査の各国民のあたたかさ
得点，知的能力得点，身体能力得点も独立変数として
投入し，それらの変数が従属変数に及ぼす影響を統制
した．標準偏回帰係数は表5の通りであった．

あまり まったく
見な
見な
かった かった
31.1
10.6
31.9
12.0
48.2
15.8
33.1
16.1
46.0
19.4
44.5
16.5
30.9
12.3
45.1
21.6
7.2
3.7

表 5 メディア利用の影響(標準偏回帰係数)

注)N=708．
②知的能力得点 アメリカ人，ブラジル人，日本人
の知的能力得点に及ぼす効果が有意であった(βs>.07,
ts>2.29, ps<.05)．メディア報道に接触しているほど，各
国民に対して知的能力が高いというイメージを持って
いた．
③身体能力得点 アメリカ人，ブラジル人，ジャマ
イカ人，ロシア人，イギリス人，韓国人の身体能力得
点に及ぼす効果が有意または有意傾向であった(βs>.05,
ts>1.72, ps<.10)．メディア報道に接触しているほど，身
体能力が高いというイメージを持っていた．

ｱﾒﾘｶ人

中国人

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ人

ｼﾞｬﾏｲｶ人

表 3 ﾒﾃﾞｨｱ報道への接触の影響（標準偏回帰係数）
あたたかさ得点 知的能力得点 身体能力得点
.17 ***

ｱﾒﾘｶ(人)
中国(人)

-.004

.50

.08 *
.02

.14

.10 **

.02

.13 ***

ｲｷﾞﾘｽ(人)

.04

.03

.13 **

韓国(人)

-.03

-.03

.10 **

.09

ﾛｼｱ(人)

*

ｹﾆｱ(人)

.07

日本(人)

.20 ***

ｲｷﾞﾘｽ人

.06 +

**

ｼﾞｬﾏｲｶ(人)

ﾛｼｱ人

.11 ***

-.02

.07 *

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ(人)

.08 *

.03

.02

.11 **

.05

***

韓国人

ｹﾆｱ人

注） N=708．*** p<.001， ** p<.01， * p<.05， + p<.10．

日本人

(3)メディア報道への接触の影響の比較
大会開催から8月調査の回答時までの7種類のメディ
アの利用状況は表4の通りであった．テレビ(地デジ)，
インターネットなどの利用の程度は高かった．一方，
ラジオ，雑誌，新聞(スポーツ紙)の利用の程度は非常に
低かった．
表 4 各メディアの利用の程度（％）

ﾃﾚﾋﾞ(地ﾃﾞｼﾞ)
ﾃﾚﾋﾞ(BS)
ラジオ
雑誌
新聞
(一般紙)
新聞
(ｽﾎﾟｰﾂ紙)
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

非常に
どちらかと あまり利 まったく
よく利
よく利
いえば 用しな 利用しな
用した
用した
利用した かった
かった
36.4
32.1
16.4
7.6
7.5
10.6
13.3
11.2
13.6
51.4
0.7
3.4
7.1
13.7
75.1
0.0
1.0
5.1
13.7
80.2
9.9

17.4

18.4

12.3

42.1

1.1

4.5

8.2

11.4

74.7

23.2

25.7

24.0

13.0

14.1

注）N=708．
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あた
知的
身体
あた
知的
身体
あた
知的
身体
あた
知的
身体
あた
知的
身体
あた
知的
身体
あた
知的
身体
あた
知的
身体
あた
知的
身体

テレビ
(地デジ)
.11 ***
.07 *
.07 *
-.03
-.02
.05
.06 +
-.03
.08 *
.07 +
-.03
.10 **
.01
.02
.09 *
.07 *
.08 *
.11 **
-.03
.03
.05
.06 +
-.02
.04
.08 *
.03
.04

新聞
(一般紙)
.05
.06 +
.07 *
-.01
.04
.01
.05
-.02
-.02
.03
-.05
.01
.00
.08 *
.05
.07 *
.04
-.01
.01
.03
-.03
.07 +
.02
.03
-.02
.04
.06

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
.06 +
-.06 +
.05
-.02
-.01
-.05
.00
-.05
.00
.04
-.02
.04
-.08 *
-.07 +
.05
-.04
.01
-.04
-.07 *
-.03
.05
-.01
-.03
.06
.06 +
-.01
-.03

注） N=708．あた：あたたかさ得点，知的：知的能力得
点，身体：身体能力得点．*** p<.001， ** p<.01，
* p<.05， + p<.10．
①テレビ(地デジ) アメリカ人のあたたかさ，知的能
力，身体能力，ブラジル人のあたたかさ，身体能力，
ジャマイカ人のあたたかさ，身体能力，ロシア人の身
体能力，イギリス人のあたたかさ，知的能力，身体能
力，ケニア人のあたたかさ，日本人のあたたかさへの
影 響 が 有 意 ま た は 有 意 傾 向 で あ っ た (βs>.05, ts>1.64,
ps<.10)．いずれもテレビを利用したほど，3つの次元の
得点が高くなるという結果であった．
②新聞(一般紙) アメリカ人の知的能力，身体能力，
ロシア人の知的能力，イギリス人のあたたかさ，ケニ
ア人のあたたかさへの影響が有意または有意傾向であ
った(βs>.05, ts>1.67, ps<.10)．いずれも新聞(一般紙)を利
用したほど，3つの次元の得点が高くなるという結果で
あった．
③インターネット アメリカ人のあたたかさ，知的
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能力，ロシア人のあたたかさ，知的能力，韓国人のあ
たたかさ，日本人のあたたかさへの影響が有意または
有意傾向であった(βs>.05, ts>1.65, ps<.10)．インターネ
ットを利用したほど，アメリカ人と日本人のあたたか
さのイメージが強くなった．一方，アメリカ人の知的
能力，ロシア人のあたたかさと知的能力，韓国人のあ
たたかさのイメージは弱くなった．

４．考察
(1)メディア報道への接触と国民イメージの変化
先行研究と同様に，オリンピック大会の前後を比較
すると，いくつかの国民に関するイメージが変化して
いた．次元ごとに見ると，身体能力とあたたかさの次
元での変化が多く見られた．
オリンピック大会期間中は，競技中継や競技結果の
報道が多くなるために，身体能力のイメージは変化し
やすいと考えられる．本研究でも，ある国やその国の
選手に関するメディア報道に接触するほど，身体能力
のイメージが高くなるという結果が得られた．こうし
た結果は，この解釈の妥当性を示唆するものであろう．
あたたかさの次元に関する変化は，単純接触効果
(Zajonc, 1968)によるものと考えられる．つまりメディ
ア報道を通して，その国や選手に関する情報に接触す
るほど，好意が強くなるのだろう．本研究の結果も，
この解釈の妥当性を示唆するものであった．ただし，
中国人と韓国人のあたたかさのイメージが低下してい
たという結果は単純接触効果では説明できない．この
結果に関しては，大会期間中のオリンピックやそれ以
外のニュース(主に領土問題)による影響の可能性が考え
られるであろう．
(2)メディア間の影響の比較
テレビ(地上デジタル放送)，新聞(一般紙)，インター
ネットの 3 つを比較すると，前者 2 つのメディアの利
用は国民イメージを肯定的な方向に変化することに影
響していた．他方で，インターネットに関しては一部
の国民の特定の次元のイメージを否定的な方向に変化
することに影響していた．この知見は，インターネッ
トを利用するほど移民排斥感情が強くなっているとい
う辻(2008)と符合するものであった．インターネットで
は排外主義的な論調が多いことに起因する結果である
と考えられる．
(3)今後の研究課題
考察ではメディア報道の内容やインターネットの論
調に応じて国民イメージが変化する可能性について論
じたが，現時点ではそれを直接示す証拠は得られてい
ない．今後の研究課題としては，オリンピック大会期
間中のメディア報道の内容分析を実施して，報道内容
に応じて国民イメージが変化するか実証的に検討する
必要があるだろう．
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Abstract This study was designed to theorize the action 'Looking at Mobile phone displays' as a form of
non-verbal behavior and non-verbal communication. The motive to pick one's mobile phone up were
categorized and aligned in the formula of non-verbal behavior and communication. Each motive was
explained by the considerations about the obtained investigations for non-verbal behavior and
communication. This formula can be expected as the basis for cross-cultural comparison.
キーワード

ケータイ、非言語コミュニケーション、モバイル

１．はじめに
ケータイ（携帯電話、PHS、スマートフォンを総称
する）の普及は早く、契約者数が世界の総人口に匹敵
するところまで来ている。2007年のiphoneの登場以来、
スマートフォンの普及は順調に伸びている。発表機関
によって予測値に変動があるものの、総務省の情報通
信白書2012年版では、2015年（平成27年）のスマート
フォン（フィーチャーフォンを含む）比率は、世界市
場において5割を超える見通しとなっている[1]。
スマートフォン固有の特徴というわけではないが、
大きな画面、タッチパネル、ネット接続が標準的に搭
載されているため、スマートフォンはフィーチャーフ
ォン以上に、人々に利用されるようになったと見て良
いだろう。スマートフォンの普及に伴い、いくつかの
問題も顕在化している。例えば、2000年代後半以降、
国際ジャーナルにおいても、歩道を歩行中のケータイ
利用や運転中のケータイ利用の危険性を訴える論文が
相次いでいる。ケータイ利用がもたらす我々の日常の
コミュニケーションに対する調査は、若者の行動論と
して調査されやすい傾向にある。しかしながら、ケー
タイを利用する行為は、身体を用いて行われる以上、
人と人とが相対する場面において、必然的に対面的相
互作用としての意味を持つ[2]。ケータイを利用する
人の行動やその増加に対して、世界にいる個々人がな
んらかの影響を受けていることは疑いようがない。対
面時のケータイ利用についての調査研究が必要である。
このような観点の論考が少ないことの原因は、端末
普及と社会の変化のスピードが激しいことに加えて、
それを顕在化させる理論的枠組みが整備されていない
ことにあると考える。日本では、1999年からインター
ネット接続ができるケータイが発売されており、その
普及と人々の順応が早期に行われた。筆者(中村）は、
2007年以降、この問題に取り組んでおり、小規模なが
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らも調査結果を発表している。本発表では、それらの
調査結果を総合し、「ケータイのディスプレイを見る
行為」を非言語コミュニケーションとして理解してゆ
くための理論的定式化を試みる。

２．ケータイ利用の社会性と身体言語
ケータイの出現によって、公共空間は、確実に変貌
している。言うまでもなく、ケータイを利用している
人が増えている[3]。公共の場、すなわち知らない人
がたくさんいる空間の中に一人でいる場合に、ケータ
イ を 利 用 す る こ と に つ い て 、 Turkle は "missing the
opportunity to talk to the stranger beside"と述べる。公共
空間におけるケータイ利用者は、社会性を減じている
と指摘して批判する[4]。一方で、de Sousa e Silva and
Frithは、ネット接続され、Location-Baseの機能を持つ
ようになったケータイを利用するようになってから、
ケータイユーザの社会性は、strangerとの関係作りも
含め、むしろ増していると反論する[5]。
総体的な社会性の増減を見積もることは困難なこと
が予測されるが、本稿では、社会性の増減を問題には
しない。上の両者の議論の枠組みは、「結果」として
の社会性にある。ケータイを利用した「結果」として、
公共性や社会性を発揮する機会が増減したかどうかを
論じているのである。しかし、ケータイユーザの多く
は（もちろん、ケータイユーザでなくても）、結果と
してのみ社会性を有しているのではなく、自分の状況
に応じて社会性を調整し続けている。つまり、人々は、
不断に自らの社会性をマネジメントし続けている。社
会性を語るのであれば、個々のケータイユーザが置か
れた状況と、そこでの状況判断、意図、目的などを勘
案しなければならない。
ケータイユーザの状況判断、意図、目的を考慮した
調査として、Baron and Cambellの論文がある[6]。ケ
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ータイ利用の男女差を比較し、知らない人との会話を
避けるためのケータイの偽装利用の割合は、女性が男
性よりも高く、また、通話しているフリより「ケータ
イのディスプレイを見る行為」(論文中の表記は、
"playing with functions - e.g.,checking old text messages or
playing games to avoid potential conversation")を行う割
合が有意に高いことを調査から明らかにしている。
この調査は、ケータイ利用一般の男女差を比較する
調査の一部に過ぎず、意図的なケータイ利用について
は、知人(acquaintance)と見知らぬ人(stranger)との会
話を避けるために行った経験と頻度しか質問していな
い。そして、この質問内容そのものが公共空間での利
用を想定して行われている。しかし、「ケータイのデ
ィスプレイを見る行為」を含めたケータイ利用は、公
共空間のみならず、親しい友人・家族の前でも、ほぼ
同じ身体動作で行われる。公共空間での利用も重要で
あるが、それ以上に親しい関係を継続・発展させてゆ
くべき親しい友人や家族の前での利用も大変重要であ
り、それらを統一的に扱う理論的視点が必要になると
考える。
筆者(中村）は、2007年に「ケータイのディスプレ
イを見る行為」を非言語コミュニケーションの枠組み
で捉えることの必要性を指摘し[7]、その後、公共空
間での利用[8]、親しい者の前での利用[9]、さらにこ
の行為と連動して「社会的に」行われる「ケータイの
ディスプレイを"見せる”行為」もまた非言語コミュ
ニケーションとして捉えるべきこと[10]を主張してき
た。本発表は、これまでの調査結果を総合し、「ケー
タイのディスプレイを見る行為」を非言語コミュニケ
ーションの新しい枠組みで捉えるための定式化を試み
る。ケータイ端末に備わる機能の利用は当然のこと、
「ケータイのディスプレイを見る行為」について、公
共空間から親しい者の前という状況までを統合的に扱
う図式を提示する。




1-A
1-B

パーソナルな通信の着信通知
Webの利用・各種サーバからの通知

3.2 内蔵機能
ケータイには、受信メール、送信済みメールは当然
のこと、通話・メールの発着信履歴も一覧として記録
され、さらに機種によっては伝言メモなどの音声の記
録も残される。これら過去の人間関係の記録、現在連
絡可能な相手を表示するアドレス帳、未来の予定を記
すスケジュール帳などを参照しながら、ケータイを用
いて人間関係を集中管理する人が増えている[12]。
我々の日常生活の中で、過去、現在、未来を見通しな
がら、人間関係を再考、調整することは、頻繁に行わ
れる行為であり、ケータイに残された記録を見たくな
る大きな要因となっている。
さらに、ケータイには、写真、音声、音楽、動画な
どのファイルを大量に納めることが可能になっている。
ケータイに、ある瞬間の断片や、趣味のコンテンツを
収納しているユーザも多く、これらを呼び出し、再生
こともケータイを取り出す契機になっている。また、
直接的な映像の記録装置として、ケータイを取り出す
ことも多く、ユーザによっては、非常に大きな契機と
なっている。さらに、音楽再生やFelica（ICカード）
機能も含めて、まとめると以下のようになる。




2-A
2-B
2-C

人間関係集中管理
ストレージと表示機能
カメラ機能・音楽再生機能・Felica機能

3.3.1 周囲の状況1：一人で公共空間に居る場合
ケータイには、様々な情報を提供したり、ゲームの
ような楽しみを提供する機能がある。一人で公共空間
にいて、周囲に楽しみのない退屈な場面において、自
らの感興のためにケータイを取り出すことは頻繁に行
われる。
意図や目的もなく、ふと何気なくケータイを取り出
した経験のある人々も多い。しかし、たとえ意図や目
的がなかったとしても、「ケータイのディスプレイを
見て」いる人は、それだけで声をかけにくい印象を与
える。そして、この声のかけにくさを逆に利用して、
様々な場面で、現実空間の周囲に居る人々との関係の
調整に「ケータイのディスプレイを見る行為」は利用
されている[7]。
一人で公共空間に居るような、周囲に知らない人が
大勢いて、時に「やりすごす」べき状況が発生した
(あるいは、発生するかも知れないと予感した）時に
「ケータイのディスプレイを見る行為」を行うことは、
頻繁に行われている。このような場合においても、自
らの存在を隠すように、その場を通り過ぎていること
をアピールするようにケータイを使う場合と、むしろ、
自らの存在そのものをアピールしつつ、今ここに居な
い誰かとつながっており、何らかの「文脈」があって
その場に居ることを言外に訴える場合がある。知らな
い人が多く居る状況において、周囲の人々との「適切

３．非言語行動の契機
非言語的なメッセージのやりとりは、概念の定義上、
非言語行動(non-verbal behavior)と非言語コミュニケー
ション（non-verbal communication)に別れる[11]。非
言語行動がメッセージの送信にあたり、非言語コミュ
ニケーションがその受信にあたる。つまり、「ケータ
イのディスプレイを見る行為」を考察するにあたって
は、ケータイを取り出してディスプレイを見る側の非
言語行動と、その行動を見て何らかの意味解釈（当然、
何とも思わないことも含む）をする側の非言語コミュ
ニケーションに分かれることになる。本章では、前者
の非言語行動について、その動機、契機を分類する。
3.1 遠隔通信
ケータイの遠隔通信機能と着信通知機能が要因とな
る場合である。遠隔通信には、ユーザ個人のためのパ
ーソナルな通信（通話とメール）と、webの利用・各
種サーバからの通知に分かれる。いずれもケータイ端
末の最も不可欠な機能が要因となる。まとめると以下
のようになる。
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な」距離を保ちつつ、その場に存在する必要がある場
面で、ケータイは頻繁に利用されるのである。まとめ
ると以下のようになる[詳細は8,13]。




3-A
3-B
3-C

自らへの感興のため
周囲との鑑賞を避けるため
多重文脈性をまとうため

3.3.2 周囲の状況2：親しい者と共に居る場合
親しい者と会話していて、時間が経つのがわからな
くなった経験のある人も多いだろう。親しい者と共に
居る際に、時計機能を見るために、また、連絡の有無
を確かめるために、ケータイを取り出した経験のある
人はかなりいると考えられる。
しかし、親しい者と共に居る場合におけるケータイ
利用について指摘されるべきなのは、時間や連絡の確
認などではない。それらの人々との会話、コミュニケ
ーションの状況に直接起因して、ケータイが取り出さ
れる場面である。まず、共にいる親しい人との会話を、
さらに継続・発展させていくために、ケータイの機能
が必要になる場合である。検索機能を用いる、地図を
見る、スケジュールを確認する、ストレージに格納し
ている写真や画像を見せる、アプリを紹介して使って
みせるなど、ケータイの機能を利用して、会話を継
続・発展させることは、現在では、広く行われている
行為である。中村[10]は、この「ケータイのディスプ
レイを"見せる"行為」もまた、非言語コミュニケーシ
ョンとして機能することを指摘している。
逆に、会話の進行状況が悪い場合にも、ケータイは
取り出されやすい。知らない内容が話題に上って理解
できず話に参加できない、話が退屈で面白くない、話
題の内容が自分に都合が悪い、会話を早くやめたい、
共に居る者同士が険悪になる（特に夫婦ゲンカ）など、
様々な場合にケータイが取り出されることがこれまで
の調査から判明している。まとめると以下のようにな
る[詳細は9]。

（ちなみに、筆者(中村)は、日差しの強い時に、目の
上にケータイをあてて、「陽よけ」として使用するこ
とが多い。薄くて軽くて平べったい、という属性を利
用しているだけだが、たまたまケータイは最も身近に
在るので使用頻度は高い）。
3.1節-3.3.2節の分類は、これまでの調査結果から
多く抽出された機能の内の典型的なものを整理・分類
した項目であり、これらに挙がらないような契機もま
だまだ出現する可能性があるが、現段階では、3.1節
から3.3.2節の分類外の「ケータイを取り出す」よう
な非言語行動の契機をその他とする。ただし、その他
は、図1には含まず、3.1節から3.3.2節で述べた典型
的な機能のみを図式に取り入れる。

４．非言語行動・コミュニケーションの図式
3章で整理・分類した非言語行動とこれまでの知見
に基づき、ケータイを取り出す非言語行動・非言語コ
ミュニケーションの図式を図１のように作成する。
非言語行動の受容としての非言語コミュニケーショ
ンには、3.3.1節のような場合、つまり公共空間に一
人でいる者が行う「ケータイのディスプレイを見る行
為」には、話しかけにくさが感受されやすい。また、
3.3.2節のような場合、つまり共に居る親しい者が行
う「ケータイのディスプレイを見る行為」には、大き
く分けて３つの受容の仕方（非許容・保留・許容）に
分かれる[9]。これらを踏まえ、受容側としての非言
語コミュニケーションは図1(下段）のようになる。
また、これら非言語コミュニケーションを受容する
者の多くは、自らもケータイを持っていることがほと
んどである。自らもまた、ケータイを取り出す非言語
行動を行い、それが他の人々に受容されていくことも
理解していることが多い。これら非言語行動・非言語
コミュニケーションは、ケータイユーザによって、試
行錯誤と反省的利用が繰り返されていると考えられる
ため、フィードバックループが必要になる。

５．Discussion




3.4

3-D
3-E
3-F

時間や外部通信の確認のため
会話の継続・発展のため
会話の停滞や会話からの撤退のため

その他

上記の3.1節と3.2節は、それぞれ、ケータイ端末に
備え付けられた通信機能、デジタル化された情報を操
作する機能からケータイを取り出す行為を行う契機を
整理した。3.3.1節と3.3.2節は、ケータイ端末に搭載
された通信機能やデジタル操作機能ではなく、ケータ
イ端末を取り出す身体的行為が、相対している現実空
間の状況を調節する役割を果たす場合である。それぞ
れの契機について整理・分類を行ったが、あくまで代
表的な機能に基づいた典型的な機能と役割の整理・分
類である。通信機能と内部のデジタル操作機能を融合
的に組み合わせたアプリの開発は今後も続くであろう。
また、利用者個人がケータイ端末のある属性を利用し
て、本来の機能と異なる使い方をする可能性もある
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これまでの調査を総合し、「ケータイのディスプレ
イを見る行為」における非言語コミュニケーションの
図式を作成した。曖昧な解釈を許容し、さらにその曖
昧さを利用して、拡がり続けるこの非言語行動・コミ
ュニケーションについて、理解を深めていく必要があ
ると考える。
国内では、すっかり定着した感のあるこの非言語コ
ミュニケーションであるが、これはケータイによる3G
ネット接続が比較的早期に進行した日本での現象であ
る。世界には、スマートフォンの普及とケータイによ
るネット接続の本格化がほぼ同時進行である地域もあ
ることから、この非言語コミュニケーションが各国各
文化において、様々に受け止められると予想される。
先行的に行ってきた調査結果を活用して、今後は、国
際比較、異文化比較の観点で、このミクロな社会現象
を理解していくことができると期待される。
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情報化のパラドックスにおける
フレーミングとスポット化の課題
Problems on Framing and Spotting in ‘Paradox of Informatization’
1

河又 貴洋
Takahiro KAWAMATA
1

長崎県立大学シーボルト校 国際情報学部情報メディア学科

University of NAGASAKI, SIEBOLD

Abstract The ‘Paradox of Informatization’, in Takenori Inoki’s suggestion (2005), means that we have
built a society where people had a narrow and short view of things and lost their faith in each other, while
human has been using his ingenuity, augmenting knowledge, and collecting and dispersing information,
thereby had created wealth. This paper points out several factors of the Paradox, including spotting in trade,
which are inherent in Informatization as well as Market Mechanism by using ‘framing effect’ in the
behavioral economics. Thereby, we reconsider the instability and traps of socio-economic system brought on
by the emergence of the Internet and the problems on rating and ranking in decision-making under the
uncertainty and the bounded rationality in a market system.
キーワード 市場化＝スポット化（market mechanism: spotting）、フレーミング効果（framing
effect ） 、 合 理 性 と 限 定 合 理 性 （ rationality and bounded rationality ） 、 格 付 け と 序 列
（rating and ranking）、行動経済学（behavioral economics）

１．はじめに
情 報 通 信 技 術 （ ICT ） の 発 達 は 、 C. フ リ ー マ ン
（1988、2001）が提唱するように、経済活動における
技術の融合・複合化を促進するとともに、企業組織の
改革のみならず社会制度の変革をも促し、新たな「技
術‐経済パラダイム」への移行を加速した1。そのこと
により、労働生産性の向上、資本生産性の実質的上昇
といった経済全般への波及効果が見られ、社会システ
ムにも質的な変化がもたらされた。しかしその一方で、
ICTの影響の負の側面も看過することはできない。
猪木武徳（2005） はこのような点に鑑み、「競争
と統治のモラル」と題する論考の中で、「人類は知恵
を用い、知識を開発し、情報を収集・散布しながら高
度の技術を開発して巨大な富を創造してきた。市場は
拡大し、貿易のネットは地球を完全に包んでいる。し
かしその過程で、われわれの視野は狭くなり短期化し、
互いの信頼感を弱めるような風土をつくり上げてしま
った」と指摘した2。このことを「情報化のパラドック
ス」として、本論考では、以下情報化の進展が如何に
してこのようなパラドックスをもたらすことになった

1

Freeman, Christopher, and Carlota Perez. (1988) “Structural

Crises of Adjustment, Business Cycles and Investment Behaviour,”

のかをこれまでの論考を踏まえ、さらには認知科学や
行動経済学の知見である「フレーミング効果」
（framing effect）の概念を援用しながら、人間の限
定合理性とシステム合理性から導かれる社会経済シス
テムの不安定性と陥穽を議論する。
なお、本論考は2011年発表した拙稿「世界金融危機
における情報化のパラドックス」での分析を「フレー
ミング効果」をもって、再考するものでもある3。そこ
では債券の格付けの仕組みにも言及する他、今日情報
化の進展に伴う情報爆発への対処として「情報の整
理」（ordering information）が必要不可欠ともなっ
ている中で序列化されるネット情報についても考察を
行う。さらには、ネット空間での情報読解における
「フレーミング」および「フィルタリング」の問題に
かかわりながら、情報通信システムの発達とそれを取
り込む社会経済環境における人間の再帰的活動と「緩
衝力」（buffer power）のあり方を模索する。

２．情報化のパラドックスのシステム構造分析
河又（2011）において、世界金融危機の問題を解明
するために提示したシステム構造概念分析の枠組みを、
ここでは改訂し、システムへのインプットにおけるフ
ィルター効果、アウトプットにおける確認バイアス
（confirmation biases）を示す（図 1）。

Giovanni Dosi, et al. (eds.) Technical Change and Economic
Theory. London: Pinter Publishers, pp. 38-66.及び Freeman, C.;
LOUÇÃ, F. (2001) As Time Goes By: From the Industrial
Revolutions and to the Information Revolution. Oxford: Oxford
University.
2

3

猪木武徳（2005）「競争と統治とモラル」日本経済新聞社

河又貴洋（2011）「世界金融危機における情報化のパラド

編『資本主義の未来を問う―変貌する市場・企業・政府の関

ックス」『日本社会情報学会（JSIS＆JASI）合同研究大会研

係』日本経済新聞社，13～27 頁．

究発表論文集』369～372 頁.
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Feedback

Idea

関に有利な甘めの格付けになることは必至である。
さらにここで、今一度「フィルタリング」（選別）
の機能を考えてみたい。フィルタリングには、自分の
読みたいもの、見たいもの、聞きたいものをあらかじ
めふるいにかける機能があり、それによって同じ考え
方の人たちがお互いに刺激しあって極端な立場を支持
するような「集団分極化」（group polarization）を
もたらし、ある種のムーブメントを起こすことにもな
りうる。加えて、フィルタリングをかけるに当たって、
あらかじめ問題設定の枠組みが規定されることもある。
すなわち、そこにはフレーミング（framing）の問題
も内在していることになる。市場形成とは、ある意味
で、ある財やサービスを特定し、その市場（均衡）価
格形成を通じた均衡取引量の確定プロセスと捉えるこ
ともできる。また、マーケティングにあっては、その
財やサービスの消費者をターゲティングして、消費者
のフィルタリングに適う情報を提供し、購買行動に誘
導するものであるが故に、財やサービスの情報をフレ
ーミングすることでもある。
このように、われわれの経済活動は、売り手である
供給業者のフレーミング提示に対して、買い手である
個々の消費者がそれそれのフィルタリングを通じて、
選好を絞り込み、意思決定を行ってると考えられる。
この絞り込まれた情報集積状況を「スポット化」
（spotting）と捉え、「情報化のパラドックス」にお
けるスポット化の問題（Spotting Effects）を考察す
る上で、次に行動経済学での「フレーミング効果」
（Framing Effects）についての知見を踏まえた、シ
ステムにおける問題を取り上げることにする。

Feedback

im prove

Input (p, q)

Filter ing (p,q)
(selection)

System
Model
(rationality)

Confirmation
Biases (yi)
(evaluation)

Feedforward

Technplogy
F (*)

Feedforward

Output (Y)

Specula t ion
(bounded
r a tiona lit y )

図１．限定合理性下のシステム構造分析概念

金融工学を基盤としながら発達したリスク分散の金
融商品は、その理論の合理性を論拠に、設計された金
融市場システムと考えられる。金融工学は、不確実性
がもたらす金融上のリスク（損出など）を除去あるい
は補填するための証券を開発し、その理論価格を導き、
発行される証券の価格変動を管理するなどの体系であ
り、“リスク”と“リスクの移転”の科学的分析手法
として発達し、現実の金融市場に合理的システム体系
として組み込まれてきている。しかし、金融工学にお
ける問題点は、金融・経済現象（社会現象）を数学的
現象のように見てしまうことの危険性があり、金融工
学のモデルでは考慮されない制度と規制を含めた人間
の行為が現象に作用して現象が短期的に変化すること
を考慮せず、短期間で様子が変わる市場を今のまま続
くとして長期のリスクを考えるところにある。このこ
とを含み置きながらも、サブプライム・ローンに端を
発する問題は、証券化される以前の住宅ローン自体が
非現実的な住宅価格の上昇を前提としたリスクを伴う
ものであったことである。したがって、証券化市場に
おけるインプットにリスクの高いものが混入すること
になった。そして、リスクの高い住宅ローンの証券化
（図 1 中の「フィルタリング」）に当たって、高度で
複雑な債務担保証券が生み出され、リスクは移転され、
多くの投資家の間に分散されるために個々の投資家が
負担する信用リスクは小さいと考えられながらも、投
資家にとってその中身を知る手掛かりもなく、格付け
機関の評価を頼りに投資せざるを得ない。金融市場シ
ステムは一見、透明化されているかに見えながらも、
それを十分に理解せず自分が保有する証券の価値を評
価できない投資家がほとんどであった。つまり、住宅
ローンの証券化は、証券化機関から報酬を受ける格付
け会社による評価（図 1 中の「確認バイアス
（confirmation biases）」）に頼らざるを得ない状
況であった。ここで確認バイアスとは、自分の偏見を
裏づけるような偏見を持っている。ある選択肢を特に
好むとき、その選択肢を選んだことを正当化するよう
な情報を探そうとする。特に、専門家は、その世界観
や持論の内容のいかんを問わず、自分の考えを裏づけ
る情報を、そうでない情報よりも積極的に受け入れる
傾向があり、分析が偏ったり、誤りの集積を招く可能
性を排除することができない。ましてや、証券化機関
から報酬を受ける格付け会社による評価値は証券化機

３．行動経済学における知見
存性」を中心に

～「フレーム依

(1) システムとフレーミング
「フレーミング（framing）」の問題は、認知科学に
おけるロボット開発においても注目されたものである
が、われわれ人間は「あいまいで複雑な日常」の中で
自然に振る舞え得るのは、無限に存在する情報の中か
ら必要な情報だけをフレーム（枠組み）で囲うことに
よって抽出し、処理して、自分の活動に利用している。
しかしこのことは、フレーミングの仕方によっては同
様の問題であったとしても異なる判断を下してしまう、
人間の限定合理性を顕在化させることにもなる。
情報をどのように提示するかによって、判断が大き
く変わるということは、提示方法を自分に有利に操作
することもできることにもなるが、ときにフレーミン
グの仕方によっては判断が曇ることもあり得る。結局
のところわれわれは、フレーミングの操作に惑わされ
やすいということである。これはフレーミングによっ
てバイアスがかけられることを意味する。
市場形成の概念は、その意味においてバイアスを伴
う取引選択のためのフレーミングと考えられ、個々の
財・サービス及び情報財が時空間的制約を伴って局所
的に形成される場を総合したものと捉えることができ
よう。さらに、総合化された市場は「社会経済的フレ
ーミング」として市況情報を生成し、取引判断のため
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の指標を提供する。金融市場においてはそれらの指標
をもとに、投資に関わるリスクを計測・評価し、収益
とリスクの最適化を図っていくものとなる。
ここでのリスクには、信用供与先の資産価値減少に
伴う損失を被る信用リスクに加え、市場のリスク要因
の変動に伴うシステマティック・リスクといわれるポ
ートフォリオ理論における分散投資では消去できない
市場全体に関わるリスクと、資金繰りや市場の混乱に
伴って取引不能となる市場流動性といった流動性リス
クが含まれる。
また、投資を行う取引主体である金融機関における
オペレーショナル・リスクとしての役職員の活動に関
わる事務リスクやコンピュータ障害によるシステムリ
スクもあり、これらのリスクは「集団組織的フレーミ
ング」に伴うバイアスと捉えることもできよう。なお、
この「集団組織的フレーミング」では、集団組織故に
起こりうる人間行動についても考える必要がある。さ
らに、個人のレベルに視点を移せば、自分の偏見や先
入観を投影させたフレームワークを設定しがちとなり、
「確認バイアス」（confirmation bias）と呼ばれる誤り
を犯してしまうリスクがある。いわば「私的個人的フ
レーミング」は、私的な選好を反映した選択肢を選ぶ
上で、その選択を正当化するような情報を探索しよう
として、分析が偏ってしまうことを免れない。とりわ
け、専門家は、自分の考えを裏付ける情報をそうでな
い情報よりも、積極的に受け入れる傾向があることが
確認されている4。
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Idea

improve

improve

Feedback

Idea

improve

Rating
Ranking

Input (p, q)
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r ationa lit y)
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図２．階層システムにおけるフィードバック／
フィードフォーワードと、フレーミング／スポット効果

ここで提示した 3 階層にわたるフレーミング（図
２）は、入れ子構造を形成するとともに、各段階のフ
ィードバックが再帰性を有する関係にある。複雑な自
律性を有するシステムの捉え方は、サイバネティクス

4

理論に端を発し、オートポイエーシス理論への展開を
みることになったが、社会経済的システムを考察の対
象とした場合、人間主体が織りなす社会経済活動の個
別主体のミクロの次元と集合的活動のマクロの次元で
のシステムと、それらの活動を相互参照し、活動自体
に相互補正がかかるメカニズムを考察しなければなら
ない 5 。そして相互参照は自律的システムの内省をも
たらし、その変化がさらに上位システムに反映される
ことになる。ただし、ハーバード・A・サイモンが複
雑性の構造を階層構造で捉えたように、下位システム
は「準分解可能システム」であり、構成要素である各
下位システムの短期的な行動は、他の構成要素の短期
的な行動からほぼ独立しており、長期的には、いかな
る構成要素の行動も、他の構成要素の行動にただ集合
的に依存するに過ぎない、と捉えうる6。
(2) フレーミング依存性と認知システム
一方、行動経済学における「フレーミング依存性」
の知見は、カーネマンのプロスペクト理論に示された
ように、不確実な選択肢では損をしないで済むかもし
れないという希望に賭けるという「損失回避（loss
aversion ） 」 の 傾向を有する一方で、「快楽的編集
（hedonic editing）」を施して、追加的な魅力（利得）
には、人々はよりギャンブルを選ぶ方向へと傾斜する
ということである。ここで、人々がフレーム依存性を
示すのは、認識的側面とともに感情的側面に因ること
が示唆されている。認識面は人々が自己の情報をどの
ように組織化するかであり、その結果がどのようにし
て利益や損失と解釈されるか導くものであるが、感情
面はそうした情報を記録する際に人々がどう感じるか
であって、人々は損失については同程度の利益につい
てよりもはるかに厳しく感じる傾向がある（損失回
避）ということである。したがって、人々は可能であ
るならば損失を曖昧にするようなフレームを好み、快
楽的編集を行うことになる。
感情的側面は、集団組織的行動においても現出する。
市場トレーダーは、他の市場トレーダーの真似をする
傾向がある。結局のところ集団組織は、他者の真似を
しなかった場合に、その他者が実は良い行動をとって
いたことが判明すると、集団組織内での責任が問われ
ることになりかねない。しかし、群れに従って全員が
間違えば、誰もがやっていたからと上手く言い訳でき
てしまう（責任の所在をあいまいにできる）。これは
「群居本能」（herd instinct）のなせる業である。また、
定期的にコミュニケーションを取り合っている専門家
集団は、ネットワーク構造上同値にあり、似たような
考え方をする。となれば、公表された同じ情報への反
応は似通ったものとなり、その場合、同じ情報に合理

政治専門家に関する調査ではあるが、Tetlock, P.E. (2003)
“Correspondence and Coherence: Indicators of Good
Judgement in World Politics,” in Hardman, D. and Macchi,
L., (eds.) Thinking, Psychological Perspectives on
Reasoning, Judgement, and Decision Making, John Wiley
& Sons, Inc.を参照。また金融の専門家にあっても「過信

5

（overconfidence）」によって信頼区間の狭窄化（最高値を低

2008）『基礎情報学』『続基礎情報学』NTT 出版を参照。

く、最低値を高く設定する）が指摘されている（Shefrin,

6

Clarke, Bruce and Hansen, Mark B.N. (eds.) (2009)
Emergence and Embodiment: New Essays on Second-Oder
Systems Theory, Duke University Press.及び西垣通（2004,

Simon, Herbert A. (1996) The Sciences of the Artificial 3rd Edition, MIT Press.

Hersh, 2000）。
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的に反応し、その情報が適切に使われ、それに対して
正しい判断が下される、わけではない。
行動経済学が示唆することは、認知システムには直
観的なものと合理的なものとがあり、これらを併用し
ているということである（表 1）。上記の感情的側面
は直観的・本能的な反応であり、認識的側面は合理
的・意識的な思考ということになる。そして、これら
の認知システムに経験則を積み重ね「ヒューリスティ
ック」（heuristic）な対処（発見的問題解決）を行っ
ているのである。

の、BBB（トリプルビー）は「信用リスクが中程度」
で「債務履行能力が低下する可能性がある」のものと
し て 、 こ れ ら を 投 資 適 格 債 券 （ investment grade
bonds）と格付けし、BB（ダブルビー）以下を投機的
債券（speculative grade bonds）としている。これらの
格付けの根拠には、デフォルト率（元本と金利が、あ
るいはそのどちらかが契約通りに履行されなかった割
合）が実測され、格付けの低い債券は、信用リスクが
高いと考えられるため、そのリスクを補うために高い
金利が付けられている。すなわち、高リスクの債券に
は高リターン（高い返済）が当てられ、返済能力が問
われる。
代表的な格付け会社であるムーディーズ、S&P およ
びフィッチは、同類の格付け記号を提示しているが、
その格付け根拠には、定量的分析に定性的分析をも加
味して行われている。具体的には、国債（外貨建て／
自国通貨建て）、政府保証機関の社債などのソブリン
（sovereign）格付けで、定量分析には、①マクロ経済
（GDP、S-I、失業率、CPI 上昇率）、②中央政府の財
政（純債務、収支、純支払利息）、③国際収支（経常
収支、経常受取勘定、外貨準備）／④対外債務（純対
外債務、純投資支払）といった評価指標をそれぞれに
点数化するとともに、定性分析では①その国の立場、
②経済体制、③返済の意思、④財政・金融政策の柔軟
性、⑤国際資本移動のリスクと資本流出に伴うマクロ
経済への影響の程度を捉えて、政治的・経済的要因と
柔軟性・実効性要因とのソブリン格付け決定要因マト
リックスから、格付け指標を算出している。なお、こ
れらのマクロ指標（定量・定性）をもとに評価された
「格付け」は、マクロ経済自体に影響を及ぼすことに
もなり、格付けの下位へのシフトは、負のスパイラル
を招きかねない。ましてや、リーマンショック時に問
題視されたように、格付けを受ける主体から料金を受
け取るという格付け会社の構造的問題（シュアー・ペ
イ・モデルの問題）を孕んでいる。
また、格付けには、本質的に将来のデフォルト（債
務不履行）を予測するのに客観的情報だけでは不十分
でありながら、これらの「格付け」を頼りに投資判断
がなされているという問題もある。特に、サブプライ
ムローン関連証券の格付けにあっては、統計的モデル
により、原資産となる住宅ローンのデフォルト率およ
び損失率を推計し、機械的な格付けが助長される中で、
統計モデルの基になるデータ（住宅金融会社提供）の
信憑性が問われることもなく、「客観的情報」をもと
に格付けが行われたことは、自己増殖するメカニズム
を助長（加速化）したと言えよう。
いずれにせよ、投資判断における「格付け」は投資
家の視野を「フレーミング」し、指標化された債務履
行力を確信させるとともに、確認バイアスを助長させ
るものとして機能しうるものである。

表 1．人間のもつ二つの認知システム
自動システム（Automatic
System）／直観的（intuitive）
／本能的な反応（gut
reaction）

熟慮システム（Reflective
System）／合理的（rational）／
意識的な思考（conscious
thought）

制御されていない
(Uncontrolled)
努力しない(Effortless)
連合的(Associative)
速い(Fast)
無意識(Unconscious)
熟練を要する(Skilled)

制御されている(Controlled)
努力する(Effortful)
演繹的(Deductive)

遅い(Slow)
自覚的(Self-aware)
ルールに従う(Rule-following)

出典）Thaler and Sunstein (2008) より一部加筆。

しかるに、熟慮システムから導かれた経験則を自動
化し、即応できる認知が熟練であり、それを ICT によ
る自動即応システムを構築することは可能ではないか
という発想も生まれてこよう。現に、コンピュータ科
学では、アルゴリズムによらずに、蓄えた経験的な知
識によって、いくつかの選択肢の中から最適なものを
選択する手法が開発されている。しかし、金融市場に
おける投資選択基準を捉え、投資行動およびそれに伴
う価格変動から、投資行動を自動システム化できるも
．．．
のであろうか。それは、経験則がそのまま未来則にな
りうる状況によってのみ可能な世界であろう。
一方で、我々の情報選択環境は、ICT の目覚まし発
展の中で、選択肢を選別するシステムの能力を高めて
きている。この点を、格付けとランキング（序列化）
の問題として、次に捉えてみたい。

４．格付けと序列化が進む情報社会
(1) 「格付け（rating）」の仕組み
格付けの本来の目的は、借り手の返済能力を予測し、
それを投資家（社債の買い手、貸し手）に情報として
伝えることで、情報の非対称性を取り除くことにあり、
格付け会社は「返済能力の情報を販売する」ビジネス
を行っている。しかしながら、この格付け会社の起債
者から「格付け料」を収益源とするビジネスモデルで
あるが故の利益相反を引き起こすことが、世界金融危
機の際、問題視された。
では、実際に格付け会社はどのように「格付け」を
行っているのであろうか 7 。一般的には「借金が返っ
てこないリスク」を記号化して、AAA（トリプルエ
ー）は「信用力（債務履行の確実性）が最も高い」も
7

(2) ランキングされる世界
情報通信技術の発達、とりわけインターネットの発
展と普及は、「情報爆発」ともいえる状況をもたらし、
莫大な情報群から必要な情報を選別するために、必然

黒沢義孝(2011)『経済は格付けで動く』中経出版を参照。
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的に検索やデータマイニングの技術を拡充させてきた。
それにより、われわれは必要な情報をキーワードをも
とに検索することができる。しかしながら、検索結果
としてリストアップされる優先順位は必ずしも求めて
いる回答を上位に位置づけるとは限らず、絞り込み機
能を駆使して、情報を選別しなければならないことも
あり得る。
また、トレンドを有する情報では、ある時点（今日
的なところ）での注目度や序列を求める選別・優先化
を求められる。具体的には、オンライン小売業の
Amazon.com では、「Amazon ベストセラー商品ランキ
ング」として「流行を反映する大規模な順位」付けを、
売上に基づいていて、売上が多いほど数値が小さく、
最近と過去の売れ行きを反映するように確率的順位付
け模型をもとに算出しているという8。
このような順位付け（ランキング）は、何を意味す
るのであろうか。それは関心を集中させ、「ビッグヒ
ットが支配する」状況をもたらしているということで
ある。服部（2011）は数理モデルから「アマゾン書店
はロングテールに非ず」という帰結を導き、総書籍数
が大きいとき、ひと握りの――総書籍数に比べてごく
小さな点数の――ビッグヒットが売り上げの大部分を
占める状況を明らかにした。すなわち、ロングテー
ル・ビジネス・モデルにおける極僅かな需要を満たす
多様な商品は売上げに貢献するものではなく、在庫管
理上は仕入れずアウトソースして、注文があれば取り
寄せで対応し、尻尾（テール）よりもビッグな胴体
（ボディ）を増強するものとして順位付けが機能して
いることを示唆するものである。
また、Amazon においては「協調フィルタリング」
（collaborative filtering）機能を駆使して、同じ
嗜好をもつ他人の判断を利用して膨大な数の本や映画
をふるいにかけ、自分の好みに合うものを選ぶ可能性
を高めている。いわゆる「この商品を買った人はこん
な商品も買っています」が協調フィルタリングを介し
てリストアップされた商品群である。このことは、情
報システムによって実現する「個人的にカスタマイズ
された」情報へのアクセス傾注を助長し、選択肢の優
先化を促す。それは、情報の選択肢の多様化と選択可
能な範囲の拡大に対する一つの対応手段ではあるが、
自らの選択において自分に似た他者への依存度を高め
ることになりかねない。その一方で、自分の嗜好とは
違った他者との接点を持つ機会を狭め、「我らの視点
（嗜好）」に傾注（「スポット化」）していくことに
なる。

(3) 選択の体系化
格付けや序列化は、フレーミングを介したフィルタ
リングによる複雑な問題に対する選択肢の体系化とも
いえるものである。人は選択肢の数が少なくて、よく
わかっているときには、あらゆる選択肢のあらゆる特
性を調べて、必要があればトレードオフを考える傾向
にあるが、選択肢が多くなると別の戦略（alternative
strategies）を使わなければならず、それによって問題
が 起 こ る 恐 れ が あ る 9 。 単 純 化 戦 略 （ simplifying
strategies）はこのような場合に採られる一般的な戦略
であるが、その基本的判断基準には「属性値による排
除（elimination by aspects）」が用いられ、属性の重要
度から基準を満たさないものは、たとえほかの全ての
属性がすばらしくても一つに基準を満たしていなけれ
ば排除されきらいがある。
人間の限定合理性ゆえに、すべての要素を包含する
選択肢から判断を下すことはできず、選択基準を合理
的に組み立てたとしてもその基準から重要な要素が零
れ落ちることを回避することはできない。結局のとこ
ろ、選択肢が増えると、適切な（good）選択アーキテ
クチャーをつくって選択を体系化することになり、そ
の選択体系が結果に影響を与える。現代では ICT の発
達のおかげで、消費者の選択をめぐる数多くの問題に
対応しやすくなっているが、それは情報の「スポット
化」に収斂し選択肢無き選択を強いられる可能性を排
除できず、体系化によって選択肢の特性を十分に理解
して判断が下されているかを今一度考える必要がある。
まさに、リーマンショックの経験はわれわれに判断要
素の不明瞭性を露わにしたとも言えよう。

５．結びに代えて
―システム取引の進展と再帰性の喪失!?
2012 年 10 月 2 日に開催された米証券取引委員会
（SEC）の「技術と取引」に関するラウンドテーブル
の場で、委員長のシャピロ氏は「技術は多くの利点を
もたらすが、落とし穴もある」と述べ、超高速取引
（ HFT: High Frequency Trading あ る い は Algorismic
Trading）のリスク防止のための議論の口火を切った10。
ICT の進展は株式の売買における自動・高速化をもた
らしている。あらかじめ設定されたプログラムでコン
ピュータに頻繁に売買を繰り返させ、一つ一つの取引
による儲けは小さくとも、大量の投資を回数を稼ぐこ
とで利益を稼ぐというものである。アメリカの株式市
場では取引の半数以上がこの HFT 企業が行っている
ものであり、仲介業者の高速化競争が進んでいる11。
9

8

10

服部哲弥(2011)『Amazon ランキングの謎を解く―確率的な

Thaler and Sunstein (2008) p.156-160
「超高速取引にブレーキ論」『朝日新聞』2012 年 10 月 4

順序付けが教える売り上げの構造』化学同人を参照。アマゾ

日付、U.S. Securities and Exchange Commission, ROUNDTABLE

ン書店の（上位以外の）ランキングの大原則は、①毎時 1 回更新、

ON TECHNOLOGY AND TRADING: PROMOTING STABILITY IN
TODAY'S MARKETS, October 2, 2012（議事録）

②全部で約 100 万位ないし数百万位まである、③誰かがアマゾン書
店で注文すると、直後のその次の更新で一気に上位へ（数値が減

11

る）、それ以外は下位へ（数値が増える）、④最近の売れ行きを考

York Times, October 14, 2012

慮、⑤同一時刻に一つの順位の本は 1 点限りで、順位の数値に欠落

[http://www.nytimes.com/2012/10/15/business/with-profits-

はない、とある。

dropping-high-speed-trading-cools-
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この超高速取引が問題となるのは、短時間に多くの
取引が起こるので、急な価格変動に対して乱高下を一
気に増幅しかねない点にある。この点に係わり、金融
システムの構造自体の問題として、数学者イアン・ス
チュアートは以下のように指摘する。

資本を増やすよう求めてショックを和らげるという個
別銀行の体力増強、および②すべての取引を中央の精
算機関を通すようにして、デリバティブ市場の複雑さ
を低減させるという金融システム全体のリスク低減、
という一般的に考えられているところの他に、③取引
方法とリスク評価の多様性を増進、そして④金融シス
テムのモジュール化が上げられている。③については、
金融情報システムに情報が集約化され、迅速な対応が
求められる中で「群居本能」（herd instinct）が群集行
動（herd behavior）を引出すことになれば、多様性が
失われかねない。金融情報システム内の情報の集約・
収斂化に対しては、④の金融情報システム自体を、生
態系のように互いにかなり単純な形で結びついた、あ
る程度独立した複数のモジュールへと組織化する必要
があろう。ただし、金融情報システム自体が、HFT に
みられるように高度かつ複雑に統合化の圧力を強めて
いるところが、システム全体の安定性を損ねる大きな
要因ともなり得よう。
したがって、このモジュール化においては、自律・
独立性を有する準分解可能な中間システム―情報シス
テムも含めて―を階層構造の中に多様な形態で組み込
むことによって、システム全体としての「緩衝力
（buffer power）」を高めることが必要である。緩衝力
は、自律・独立が担保されるところでの再帰（内省・
熟考）する社会経済システムにおける必須要件である。
でなければ、不安定性によって発生するツケ（負債）
を吸引できないほどにリスクは肥大化することになろ
う。

．．．．．．．．．
「マウスのクリックで 何十億ドルもの金を移動させることによ
．．．
って、さらに素早く利益を得ることはできるかもしれないが、同
．．．．．
時にショックがさらに速く広がり、複雑さが増すことになる。どち
らもシステムを不安定にする。金融取引に対して課税されてな
．．．．．
いため、トレーダーはこの高速化 を活用し、市場においてさら
．．．．．．．
に速いスピードでさらに大きな賭けをしている。それもまた不安
．．．．．
定を生み出す。技術者なら知っているとおり、素早い応答を得
るには不安定なシステムを使えばいい。安定性は定義上、変
．．．．．
化に対して本質的に抵抗することを指すが、素早い応答 には
その逆の性質が必要となる。そのため、さらなる利益の追求が、
金融システムをますます不安定にしている。」12（傍点は引用者
による）

このような素早い応答に人間は、そしてシステムは
どのように対応することになるのであろうか。直観
（intuition）は、熟慮なしに瞬時に心に浮かぶ思考や
選好であるが、人は今この瞬間に直面している状況に
対しては反応するのみである。ただし、その直観とは
「情報に基づく直観」（informed intuition）であり、そ
の状況以前に経験した状況を想定しての反応というこ
とになり、新しい状況―以前の経験した状況と同じも
のではない―で正確な判断を下せるものではない。ま
た、情報に基づく直観には、幅広い、実地の専門知識
が必要不可欠である。それらの知識を修得したとして
も、フレーミングの問題や経験によって培われる確認
上のバイアスが付きまとう。情報に基づく直観を情報
通信時技術の力を借りて自動システムにしたとしても、
新しい状況はその前提―過去の経験―を超えるもので
もある。したがって、情報に基づく直観は、たえず自
分の行動を観察し、批判的に分析し続けなければなら
ず、絶えず上位階層システムとのフィードバックを通
じた再帰性を考慮するものでもなければならない。加
えて、直観に対峙する熟慮システムを通じて、ヒュー
リスティックを利用または誤用した経験を検証し、特
定の選択に至った経緯を自問自答、すなわち内省する
ことも必要である。
金融システムの安定性について、生態系との類推に
基づく研究を行った Haldane and May (2011) はいくつ
かの方策を進言している13。その方策には、①銀行に
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米国ラジオ放送史の再検証と、インターネット時代におけるその意義
ー米国の情報を巡る権力と権利の相克に着目してー
The Siginificance of Validating the History of Public Broadcasting in	
 
the U.S. in the Internet age: The Mediation of Power on & Rights for
Information
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Koichiro SHIGAKI
東北大学大学院 情報科学研究科	
  Graduate School of Information Science, Tohoku University
	
  	
  	
  Abstract This paper illustrates the siginificance of studying the history of the U.S. radio broadcasting from

1910 to 1940, and a reason why it is relevant to conduct a comparative study of the media history between
Japan and the U.S. for a further analaysis on the role of media in the Internet age today. The result thus far
suggests that an underlying problem of media industries today was formed in the era when the commercial
radio broadcasting emerged in the U.S; therefore validating its history will build common analytical
perspective on today’s media in Japan and beyond.
	
  	
  	
  キーワード	
  公共放送, 放送史, メディア産業, 米国, 公共, オルタナティブ, ラジオ

１．はじめに
	
  日本では、主要放送ネットワーク以外の放送事業が

media arts center と public access チャンネルについて、
カリフォルニア、コロラド、イリノイ、ペンシルベニ
ア、ニューヨークの各州で活動する計 6 団体において
同様の聞き取り調査を行った。
表1

主に「オルタナティブ・メディア」または「市民メデ
ィア」という呼称で、しばしば呼ばれている（松浦
2010: 津田 2008）。しかし、日本の「市民メディア」
および「オルタナティブ・メディア」と対比されるこ
との多い米国の Public Access チャンネルや、その他の
Alternative と呼ばれる放送との間には大きな質的な相
違が見られた。
	
  また、日本の公共放送である NHK の戦後のあり方
には GHQ の影響があったにも関わらず、米国の公共
放送 PBS 1 とは全く性質の異なるものとなっている。
そもそも、商業メディアおよび非商業公共メディアが
共存する放送メディア産業の構造など、共通する部分
もあるが、非営利公共放送やメディア組織の態様が異
なる。
	
  これら日米に見られる相違の根源は何なのか。両国
の放送メディア、特に非営利のオルタナティブと称さ
れるメディア組織を比較する上で、「公共」ないしは
「パブリック」、そして「オルタナティブ」という概
念を扱う場合に、違いを明確にしておく必要がある。

その結果、日本の「オルタナティブ・メディア」や
「市民メディア」と、日本において参考にされる米国
のアクセス・チャンネルやその他の非営利放送は、そ
の内実が大きく異なることが示された。表１は日米の
相違を簡潔にまとめたものである。この相違を検討し
た結果、米国の public access 制度に基づくケーブル放
送が成立した背景には、以下の点にあることが特定さ
れた。

(1)研究背景
	
  筆者は、日本の「オルタナティブ・メディア」と捉
えられている放送組織計 5 団体を対象に聞き取り調査
を行い、目的・理念、財政基盤に関する情報、実際の
運営状況、直面する課題などについて情報を収集した。
また、米国においては、メディア教育を通した市民の
社会参加の支援および地域社会への貢献を目的とする

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
  	
 
1

	
  1）多様な視点を、どうメディアに反映させるかと
いう議論が、政治的にも学術的にも行われていた。
	
  2）市場を優先するメディア企業の弊害に対し、行
政側が調整に入ることもある。
	
  3) 公共放送機構を設立する過程で、情報を巡る権
力・権利に関して様々な政治的議論がなされてお
り、各種圧力グループ間の相克と調停を経て、
public access 放送が成立した。

米国公共放送は、商業放送に対して Alternative なメディア

もちろん、日米の相違には、メディアを取り巻く社会

と位置付けられる場合がある。
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文化・政治文化の相違が存在している。特に異なる点
は、米国では情報を巡る権力と権利の相克が繰り返さ
れていたことである。この相克の原点は、1890 年代の
電信時代に起因し、1920 年代から 1940 年代のラジオ
放送発展の過程で、現代にも通じる多くの問題が生じ
ていた。そのため、この米国特有の public access チャ
ンネルと、その基となった集合的な性格を持つ公共放
送機構が形成された社会的、政治的、文化的背景を理
解するためには、歴史学的な調査研究を深めることが
重要となる。

	
  そのためにも、多様性の保持と教育としての放送を
公共放送の中心的理念に掲げた歴史を持つ米国で、商
業放送、公共放送、public access チャンネル、media
arts center など、様々な形のメディア組織が生まれて
きた歴史的背景の研究を深めることが、日本のメディ
アの今後のあり方を検討する上で、大いに参考になる。
(3)ねらい
米国の放送メディア産業は、市場機能を重視する自
由主義経済を基盤として発展してきたと言われている
(Dempsey, J.M. & Gruver, E 2009: Hoynes, W. & Croteau,
D 2005)。また、米国の放送メディア産業は、広告費に
よる運営を基礎としたビジネスモデルを発展させてき
た。しかし、米国の放送史を遡ると、情報環境の変化
期には、商業放送が発展していく中で、市民団体、政
府機関、民間企業などのグループによる利権や放送メ
ディアへの異なる立場が政治的対立をまねき、市場経
済のみにすべてをゆだねるのではなく、非営利教育放
送の必要性が主張され、大きな議論となっていた。
自由主義経済に対する信奉が強固な米国社会にあっ
て、なぜこのような非営利教育放送をめぐる論争が生
じたのか？また、そこで交わされたメディアの役割に
関する議論はどこに向かったのか？ インターネットな
どの技術革新がすすみ、情報環境が激変する現在、過
去に起きた情報環境の変化期の事例は、メディア組織
の未来を予測する上で何を示唆しているのか？
	
  米国の「公共メディアの役割」と「公共」概念の形
成には、放送に関与する各種グループの利権関係や技
術的要因が深く関与してきたことが明らかになってい
るが、本論は、その関与の態様を改めて解明し、そこ
で得られた知見をもとに、現代における「公共メディ
ア」のあり方を検討するための分析視角を確立するこ
と、を最終的な目標としている。
	
  今までの研究から、立場と利害を異にする組織の相
克が、米国特有のメディア組織の存在様式の生成に大
きな役割を果たしていたことが示唆されている。また、
放送の発展に伴い、誰が誰のために運営し、放送およ
び情報をいかに発信するべきかという、現代にも通じ
る放送メディアをめぐる根本的課題が生じていた。併
せて、この問題をめぐり、規制緩和か強化か、国が運
営するのか民間企業が運営するのか、それとも市民組
織によって運営されるべきなのか、立場の違いが生じ
ていた。
	
  ラジオ通信・放送発展した 1910 年代〜1940 年代、
米国では、これらの点に関する議論が、非営利ラジオ
放送局を運営していた大学教育機関や市民団体と、商
業ラジオ放送ネットワークを運営していた民間企業と
の間におきる対立へと発展していった。当時の議論が、
米国でのテレビ黄金時代(1950 年代から 1990 年代)に
おける非営利公共放送の必要性に関する議論を規定し、
米国型非営利公共放送に関する法律の策定にもつなが
っている。そして、現在ある集合的な公共放送や、ア
クセス・チャンネル、コミュニティー・ラジオ、メデ
ィア・アーツ・センター、インターネット放送を行う
組織や、個々の非営利報道組織などの様々な非営利メ

(2)問題の所在
	
  現在、インターネット技術の発達により、理論的に
は誰でも情報発信が可能な時代を迎えた。実際、イン
ターネットの技術革新が情報発信に関する様態を変化
させ、マスコミに属さない個人や団体も新たな発信者
として名乗りをあげてきている 2 。Henry Jenkins は
Convergence Culture(2006)において、誰でも情報発信が
可能となった現状を「Convergence(拙訳：融合)」と称
し、その理論化を試みた。このような現状に触発され、
マスコミ側である大手企業も新しいコンテンツの制作
に力を注ぎ、多様な発信方法を模索しているのは日米
両国とも同様である。
	
  この変化の中で、放送と通信の融合に関する議論が
おこり 3 、新しいメディアのあり方および動向に関し
て様々な考察がなされている(例えば、河内 2010:橋本
2011)。特に発信側の新しいあり方が模索されており、
放送の多様化の促進が唱えられている。この発信側の
多様化の促進は、世界的な放送の問題であり、世界銀
行レポート(Broadcasting, Voice and Accountability, 2008)
において、放送メディアおよび情報発信が持つ社会へ
の影響力を考慮し、多様な視点をいかにして取り入れ
るか、を検討していく必要があると結論づけている。
	
  翻って日本の現状を考察すると、戦後、近代放送メ
ディア産業が形成されて以来、多様な視点を、1.誰が
誰のために、2.どのようにして、3.何のために、メデ
ィアに取り込んで行くのか、という観点から、今後の
放送メディアのあり方を検討することが行われていな
い。これは、日本の公共放送の今後においても、また
グローバル化する世界の中での日本を想起しても、大
きな問題である。
	
  このような状況の中で、放送事業者以外の多様な
人々も情報発信が可能な現代の状況に即した放送のあ
り方を模索するには、日本の放送メディアは、日本特
有の伝統的な政治文化から脱却せざるをえない。また、
グローバル化し競争が激化する今後の情報化社会にお
いて、メディア組織の態様と情報発信のあり方につい
て、随時検討を重ねていく必要がでてくる。

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
  	
 
2

例えば、8bitnews、DemocracyNow 等の独自に発信する組織

があげられる。Ustream、YouTube、ブログなどでの各個人の
情報発信も例として上げられる。
3

詳細は総務省参照:	
 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joh
o_tsusin/renkei/
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ディア組織における問題に関連づける研究は多くない。
	
  しかしながら、インターネットによる技術革新が起
き変革期を迎えている現在の状況を考察すると、過去
に起きた状況やメディアに関する問題が酷似している
点が見えてくる。例えば、米国でラジオ技術が発展し、
通信から放送という概念が誕生した 1920 年代は、ラ
ジオ放送に関連した権利が社会問題となり、規制緩和
か強化か、法律を策定するべきかなど様々な議論が行
われていた。このことを考慮すれば、日本や英国とは
異なる放送の発展をした米国の放送メディアを再検証
する意義が、おのずと見えてくる。
	
  先行研究が多く存在するテーマではあるが、公共放
送、非営利教育放送局の発展および「公共」概念形成
過程に着目し、米国の放送史を再検証することで、今
後の放送メディアの態様を検討していく上での視点が
得られると思われる。また、先行研究において意識さ
れることが少なかった、メディアにおける「公共」概
念や、「放送」の役割がどのように規定され、米国メ
ディア産業が発展したかのか、明確にもできる。これ
は、米国の「オルタナティブ・メディア」「パブリッ
ク・メディア」「コミュニティーメディア」FCC など
の「通信放送管理機構」を扱う上でも、日米の相違を
検討する上でも貢献できる研究となりうる。

ディア組織が誕生した。
	
  本稿では、既に人文社会学系の各分野において多角
的に行われてきた米国放送の発展史、特にラジオ放送
発展の時期を、なぜ再検証する必要があるのか、その
社会的意義について検討していく。先行研究から検証
の意義を示すと同時に、簡潔に米国型放送の歴史を概
観した上で、米国の公共放送史を再検証することの意
義について考察する。最後に、インターネット時代に
おける、米国ラジオ放送史の再検証の社会的意義につ
いて論じる。

２．米国公共放送史
(1) 先行研究
	
  米国の放送史に関する研究は、人文社会学系の各分
野において多角的に行われている。具体的には、放送
に関する法律を中心に米国の放送史を分析したものや
(例えば、稲葉 2004)、米国社会・文化と関連させ、米
国型放送を分析し、公平・公正に関する問題を考察し
たものがある (例えば、佐々木 2004; 水野 2010)。
Barnouw (1966; 1970; 1978)による、米国の放送史に関
する著作は、代表的な文献としてあげられ、米国の放
送史に関する論文において頻繁に引用される。
	
  米国ラジオ放送に関する研究も、日米双方において
多 く 行 わ れ て い る ( 例 え ば 、 向 後 2008; McChesney
1990)。また、米国の公共放送と合わせて、ラジオ放
送 の 歴 史 を 述 べ た 文 献 も あ る 。 例 え ば 、 Engelman
(1996) の Public Radio and Television in America: A
Political History がある。彼は、米国放送史の中でも、
公共放送が形成される過程でおこる政治論争に着目し
ている。また、非営利の公共放送や教育ラジオ放送の
必要性を主張した人々が米国の放送の発展に大きな役
割を担ったことを示した。さらに商業放送が発展して
いく中で、米国型非営利放送の必要性を主張した人々
の理念と思想背景も検証している。
	
  日本では、水越(1988)が、米国のラジオ放送の歴史
から、メディアに対する社会的な反応や期待が、過去
も現在も大きく変化していないことを示した。また、
向後 (2008)は、米国における商業放送の源流、および
公共放送という概念が形成される過程について詳しく
説明している。河村 (2011)は、米国型放送が形成され
ることが、どのように米国社会に影響したのか、長年
NHK という公共放送の一員として現地の放送現場に
関わった視点を交えて、論じている。
	
  しかし、これら研究調査や文献における見解や分析
は、現代のメディアの状況に当時の問題解決方法を応
用するものではない。また、商業・非商業の分け隔て
なく、包括的に米国の放送やメディア組織を分析した
ものも少ない。もちろん、放送・通信に関する法律に
着目する、あるいは、放送産業に着目するなどし、歴
史的視座から、放送のあり方への提言を試みた重要な
文献は多く存在する。だが、多くは特定の分野におけ
る観点からのみの研究であり、今後のメディアのあり
方を検討していくための分析視角を確立するには、断
片的と言わざるを得ない。また、「公共放送」および
「公共・公共性」概念の形成過程に着目し、現代のメ

(2) 米国公共放送史概要
	
  ここでは、各利権団体の政治対立がどのように公共
放送のあり方を規定したのか、簡潔に示したい。尚、
可能な限り史実を詳細に示すことが重要であるものの、
スペースの関係により、大まかな流れのみを示す。詳
細に米国の放送史の調査を行う場合は、参考文献を参
照願いたい。
①電信時代
	
  モールスの発明後、米国では電信産業が発展する。
当時、米国内には、電信で米国の都市を結ぶことで、
人々の社会参加を促し、さらなる社会発展がおきると
い う 、 一 種 の 期 待 感 が あ っ た と さ れ る (Engelman
1996:12; Czitrom 1982:10)。そして、この通信技術を、
利潤を追求する民間企業に自由に運営させるか、それ
とも公共の施設として政府が管理するべきか、という
議論が、モールス電報の普及とともに広く行われるよ
うになる。
	
  モールスは、自身の発明が、電気や水道ガスなどと
同様に、全ての人が使える「公共」のインフラとして
定着して欲しいと願い、特許を米国連邦政府に売却す
るつもりでいた (Czitrom 1982:12)。
	
  しかし、連邦政府側は、モールスが設立した、電信
を運営する組織の後援をするのみにとどまり、運営に
関わることはなかった。米国郵便局のように、通信網
が政府機関の管理下になるのは望ましくないと思う議
員に反対されたことが理由としてあげられる(Czitrom
1982:22)。結果的に、電信産業が誕生し、競争が激化
していった。
	
  そして、企業によるロビー活動(議員に対する政治
的圧力)も行われ、その後も政府が介入することはな
く、電信は Western Union という会社によって独占さ
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Marconi 社だけでなく、アマチュア無線愛好家の利
権団体からも反対を受け、米国海軍側は、国が
American Marconi 社のラジオ通信部門を買いあげ、民
間との合弁企業を設立することを再提案する。並行し
て、海軍は、GE や AT&T などに Marconi との買収協
議 を 行 う よ う 働 き か け た (Dominick, Messere, and
Sherman 2004:9)。当時ラジオ通信の国営化を避けたか
った米国大統領 Wilson は、英国の資本が米国内の通
信業界に介入することへの懸念もあって、この提案を
受け入れる。さらに、Marconi 以外の米国産企業によ
るラジオ通信の運営を推奨した(Czitrom 1982:70)。
	
  そ し て 、 官 民 出 資 の 、 AT&T 、 GE お よ び
Westinghouse 社による共同企業体(Joint Venture) RCA
を設立した。RCA 設立の際、市場の住み分けをし、分
散化も計った。これら一連の動きが、後にラジオ通信
による情報発信がビジネスとして発展していく要因と
なったと、Dominick, Messere,and Sherman(2004)らは述
べている。

れる。同時に、電信業界が独占されたことで、通信サ
ービスの質が均一になり、米国の主要都市に電信が普
及していった。
②ラジオ通信発展期
	
  電信産業が発展して間もないころ、ラジオ無線での
通信実験が行われるようになる。その中で、Marconi
という青年がラジオ無線で大西洋間の通信に成功した。
その後、Marconi 社を英国で設立し成功する。同時期
に、Fessenden が音声によるラジオ通信の実験に成功
した。このように技術革新が起きていた中で、アマチ
ュア無線愛好家が、一種の集合体を組織し、ラジオ無
線を使用した様々な通信活動を始めていた 。このアマ
チュア無線家の活動は「Ham」ムーブメントと言われ
る。当時のアマチュア無線愛好家は、「Ham」ムーブ
メントを通じて、電信において実現できなかった、
「市民の社会参加を促し、民主主義の発展に寄与する
ラジオ通信」の追求と、ラジオ無線の普及および可能
性を探ろうとしていたとされる(Douglas 1987:214)。	
 
	
  この「Ham ムーブメント」が、後に米国海軍と、電
波の使用権を巡って、対立を起こすことになる。そし
て、この対立が、ラジオ放送発展期の、非営利教育ラ
ジオ放送局と商業ラジオ放送ネットワーク局における
政治的対立へと発展していく。

④商業ラジオ放送発展期
その後、1920 代にラジオブームが到来し、競争の
激化とともに混線の問題も起きていた。この中で、大
学が行っていた教育に関する通信実験により、従来の
通信とは異なる「放送」という概念が生まれる。そし
て、この放送という新しい形の通信産業が形成され、
米国は再度メディアの変革期を迎えた。
また、広告費で運営する放送や、局と局を結ぶネ
ットワークという概念も生まれた。AT&T が、電話サ
ービスをラジオ放送業に応用し、「広告費運営」と、
局と局を電話線で結んで放送を行うチェーン・ブロー
ドキャスティングを開始する。これが後の商業ネット
ワーク放送の原型となった。
当時、AT&T は、自社で開発した専用電話回線技術
を使用するネットワーク放送と、広告収入によるラジ
オ局の運営方法を、AT&T 傘下のグループ企業のみで
行っていた。AT&T は、独自の技術を使用して行うラ
ジオ放送は、主要業務である電話サービスの延長と位
置づけ、RCA 設立の際に取り決めされた市場の分散協
定 に 反 し な い と 強 調 し て い た (Engelman 1996: 向 後
2008)。しかし、これが RCA の不信感をつのらせ、後
に電話通信産業と商業ラジオ通信産業の対立へと発展
する。その後、連邦政府が、独占禁止法に関連して、
各社への捜索を開始したことと重なり、RCA と AT&T
間での協議が行われた。その結果、RCA が AT&T の
ラジオ部門を買収し、AT&T はラジオ放送部門から撤
退した。
当時 RCA 会長に就任した David Sarnoff は、親会社
である Westinghouse 社からラジオ放送部門を「Blue
line」として独立させ、 AT&T から買収した「Red
line」と合わせ、全国一律放送を理念とした「National
Broadcasting Company ( 通 称 NBC) 」 を 立 ち 上 げ た
(Dominick, Messere, and Sherman 2004:11; Archer 1939)。
その翌年、William S, Paley によって、NBC のライバ
ルとなる Columbia Broadcasting System (通称 CBS)が 16
局開局された。これが、現在の米国 4 大ネットワーク
放送の原型である(Engelman 1996; Barnouw 1978)。
	
  当初、Sarnoff 自身は、大衆紙のように広告業界の意

③商業ラジオ通信業界の発展
アマチュア無線家の Ham ムーブメントや大学が行
っていた教育放送実験が行われていた中、ラジオ放送
そのものに商業的価値を見いだす企業や個人が現れる。
元々、Marconi など、ラジオ通信機器発明に関わった
者は、商売を目的として研究開発に勤めていたと考え
られる。実際、Marconi は自身の発明を英海軍に販売
するために起業した。
第一次世界大戦後、米国で官民出資のラジオ通信
機器販売会社が誕生する。ラジオ通信販売企業が、プ
ロモーションを目的としたラジオ放送を開始し、米国
の商業放送を発展させる原型をつくる。
戦時中、大統領命令の基、海軍は、民間組織から
借りるという形で、ラジオ通信局を実質管理下におく。
そして、通信大手 AT&T と協力し、ラジオ通信技術の
開発に力をいれた。しかし、終戦後、戦争のために、
海軍主導の技術開発を進める必要がなくなる(Czitrom
1982:70)。
同時期に、海軍が借りていたラジオ通信局の運営
権を、American Marconi 社に返却せよという大統領命
令が発令された。これをうけ、海軍側は、これまでに
開発したラジオ通信技術が海外に流出することを懸念
し、海外資本の British Marconi 社系列である American
Marconi 社への返還を渋る。一方で Marconi 社側は、
終戦後、貸していたラジオ局を返上してもらえるもの
と認識していたため、海軍側との対立を深めた
(Czitrom 1982:70)。	
 
解決策として、海軍側から、海軍管理の運営期間
の延長と、ラジオ通信の国有化が提案された。だが、
Marconi 社は、海軍などの政府機関による情報管理は、
米 国 の 自 由 主 義 経 済 に 背 く と 反 対 し た (Dominick,
Messere, and Sherman	
  2004:9; 水越 1988:44)。
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向に沿った形で運営されるという懸念から、「広告費
で運営される商業ラジオ放送」を、公平・公正確保の
視点に立ち批判していた(McChesney 1992:172)。しか
し、AT&T が発案したラジオ放送ビジネスの仕組みを
知ることで、Sarnoff は放送事業そのもので利益をあげ、
各ラジオ局が抱えていた財政難を解決できると考えた。
結局、自身の理念である全国一律放送を実現させるた
め、AT&T 発案の広告費運営モデルを応用し、NBC ネ
ットワークを拡大していく(Lippmann 2007:474)。
⑤教育放送と放送法改革
	
  この一連の動きに対し、非営利教育ラジオ放送局を
所有していた大学や非営利団体が危機感をもつ。そし
て、非営利教育ラジオ用チャンネル確保のため、商業
ラジオ放送に対抗する政治組織を形成していった。
	
  元々、放送という概念を生んだのは、ラジオ通信実
験を行っていた大学などの非営利機関だった。 しかし、
1927 年に The Radio Act が制定され、経営が厳しかっ
た非営利ラジオ放送局は、法律に従わなければならず、
免許更新も困難になり減少していく。また、大恐慌と
も重なり、各大学は、財政難からラジオ局を商業ネッ
トワーク側に売却していた。だが同時に、世界恐慌以
後、市場ありきの企業のあり方を批判する風潮が生ま
れたことも重なり、商業ラジオ放送へのあり方に関す
る議論が行われるようになる。
	
  そのため、大恐慌により経済が低迷した 1930 年代、
教育ラジオ放送も含め、ラジオ放送のあり方が一般的
に 広 く 問 わ れ る よ う に な る 。 そ し て 、 NCER と
NACRE などの教育ラジオ放送を推進する政治組織が
誕生した。同時に、ラジオ放送のあり方に関する議論
に関連して、電信およびラジオ通信時代にも問題とな
った、政府がラジオ放送業界に介入するべきか、それ
とも小さな政府であるべきか、議論が活発化する。そ
して、二つの主流となる考え方が生まれた。
1.
2.

商業放送に批判的で、独立した BBC 型非営利
教育ラジオ放送を設立する考え方 (NCER 側)。
商業ラジオ放送業界と協力し、質の高い番組を
アメリカ国民の全ての人に提供するという考え
方(NACRE)。

	
  このラジオ放送時代の対立が、第二次世界大戦後、
テレビ発展期における公共放送の必要性に関する議論
を規定していった。また、商業テレビ放送が発展しく
中で、財団などが、商業放送とは異なるオルタナティ
ブな、非営利教育放送の設立へ向けた実験放送を行う
組織へ、巨額の支援を行うようになる。例えば、Ford
Foundation が、大学と協力し教育放送のあり方を模索
していたことがあげられるほか、Carnegie Comission
や FCC も教育放送のあり方を議論していた。これら
の動きが、1967 年の The Public Broadcasting Act に影
響を与える。
	
  そして、1967 年に公共放送に関する法律が制定され、
米国で、Corporation for Public Broadcasting という機構
が誕生した。その後、集合的なテレビ放送局ネットワ
ーク PBS が形成される。そして、非営利ラジオ放送局
も取り込まれ、NPR という公共ラジオ放送機関も誕生
する。
	
  このように、商業放送や公共放送が発展し、テレビ
放送界が成熟する中で、1970 年代にケーブルテレビ放
送が誕生し、メディアの産業構造が激変する。この中
で、公共放送設立の動きが、米国特有の、地域住民や
地域公共機関が、ケーブルのチャンネルを通して放送
できるアクセス・チャンネルをケーブルテレビ産業の
中に確立する動きに影響を与える。そして、商業放送、
公共放送、public access 放送、media arts center など
様々な形のメディア組織が形成されていった。
表2

(3) 分析

この異なる考え方が、NCER と NACRE の対立を生む。
しかし、この対立が、改革を目指していた教育放送側
の統率のなさを印象づけ、結果的に、BBC 型公共放送
の設立の是非に関する議論の衰退をまねいた。また、
非営利教育ラジオ放送を、一種の米国の公共放送とし
て設立しようとする動きがあったものの、商業ラジオ
放送が PR していた、「商業ラジオ放送は米国型の公
共サービスである」という考え方が一般化したことで、
均一の情報を各地に届けられる商業ラジオ放送ネット
ワークが発展していった。しかし、非営利ラジオ放送
が消滅することはなく、FCC は、教育放送の必要性を
主張していた組織の意向を考慮し、第二次世界大戦中、
非営利ラジオ放送局に、当時主流ではなかった FM 周
波数を割り当てる措置をとった。
⑥公共放送機構成立以降の流れ
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  ラジオ放送発展過程を中心として、米国放送史を概
観した。表２は、歴史的流れを簡潔に示したイメージ
である。この流れを考察すると、技術革新がおき、社
会のあり方が激変するに従い、市民団体、政府機関、
民間企業などの様々なグループによる利権やメディア
への思惑が、政治的対立を誘発させ、結果的に、現代
の米国放送メディア界の原型を形成していったことが
見えてくる。
	
  そして、ラジオ放送が発展していく 1920 年代〜
1930 年代は、商業ラジオ放送が、主要な放送の担い手
として米国型公共放送サービスを体現し、巨大情報産
業へと発展していった。この「公共」的な商業ラジオ
放送発展の過程で、非営利教育ラジオ放送に関する主
張がなされている。この背景には、商業的なメディア
に対する懸念もあったことはもちろんだが、それより
も、メディアはどのようにあるべきか、現代にも通じ
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技術革新によってメディア業界の変容がおきている現
在の状況の分析に、過去の状況を応用できるのではな
いだろうか？

る普遍的且つ根本的な問題が生じていたことが大きい
と考える。そして、この問題に関して、様々なグルー
プのメディアに対する思惑、利権や一種の期待感が、
グループ間の相克を誘発した。技術革新による社会的
変化の影響も受けながら、この過去に起きた相克が現
在の放送メディアのあり方の原型を規定しているとい
える。もちろん、時代の流れとともに、放送メディア
に関する問題も複雑化した。
	
  具体的に、1920 年代の米国社会を想像すると、急激
に米国経済が発展し、大衆という考え方が一般化する
中で、放送という概念が、大学の通信実験より形成さ
れた。現在、通信と放送の融合に関する議論が行われ
ているが、元々放送は、一対一あるいは一対特定の組
織という通信の一部として捉えられていた。しかし、
技術革新によって、一対不特定多数の「放送」という
新しい形の通信へと変化し、それとともにラジオとい
うメディアのあり方も変容した。
	
  その中で、商業的価値を見いだす者や、教育放送へ
の応用を考える者など、様々な考え方が誕生していっ
た。そして、異なる組織や個人の対立へと発展し、放
送メディアに関する問題を複雑化させた思われる。同
時に、連邦政府も、ラジオ放送の発展とともにおきた
社会問題を無視できず、通信に関する法律を策定する
ことで、通信・放送業界への影響を強める。
	
  これら一連の動きは、電信の発展時代に問われた、
電信の社会的役割に関する問いに起因し、ラジオ放送
時代には、ラジオ放送の役割を巡る対立と密接に関係
している。様々な問題を誘発する原因となる、電信時
代にも問われた根本的で普遍的な問い、「メディアの
社会的役割は何か」や、それに関連する様々な課題は、
電信の時代からラジオ放送が発展していく中で生まれ
た。そして、これらの問いや課題が，インターネット
が発展した現在にも続いていると捉えることができる。
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  公共放送および非営利放送メディア組織を含め、米
国のメディア産業は、戦後GHQ指導の基誕生した公共
放送NHKと民間企業が共存する形で発展した日本の放
送とは異なる発展をしてきた。戦後における近代日本
の放送産業誕生に、米国の影響を受けたことを考慮す
ると、放送メディアの態様の違いは、文化の差異だけ
では説明がつかない。そこには、政治および社会的な
影響が少なからずあったと考えられる。この政治的、
社会的な影響を検証する上でも、歴史学的な視点から、
日米のメディアの違いを検討していく必要がある。
	
  現在日本において、インターネットの可能性に着目
し、市民による発信を目指した試みや、新たな情報発
信の可能性を模索する動きも一部みられる。また、
2009年には、日本版FCC設立の動きもあった。その中
で、対比されることの多い米国のメディア界だが、現
在の米国のメディア界が形成された背景へ着目した研
究が少ないのが現状である。そのためにも、米国の公
共放送史の再検証が必要である。また、過去における
メディアの役割に関連した議論や問題が、現在の状況
と似ていることに着目すれば、インターネットなどの

17) 河村雅隆 (2011):『放送が作ったアメリカ』ブロンズ新社
18) 向後英紀(2008): アメリカ商業放送の源流 —NBCラジオネッ
トワークの成立−『メディア史研究	
  24号』pp. 24 – 40
19) 佐々木秀智 (2004):アメリカにおける放送産業の構造規制メディア市場の変化と連邦通信委員会の政策アプローチ
の変容,『法律論叢』第 77 巻 第二・三号併合 pp 57 – 87,
明治大学
20) 橋本良明 (2011): 『メディアと日本人—変わりゆく日常』岩
波書店
21) 津田正夫・魚住真司編(2008):『メディア・ルネサンス』風媒
社
22) 松浦さと子・川島隆編(2010):『コミュニティーメディアの未
来：新しい声を伝える経路』晃洋書房
23) 水越伸(1988):『メディアの生成:アメリカ・ラジオの動態
史』,同文舘出版株式会社
24) 水野道子(2010):アメリカにおける放送の公共性-放送の起
草過程からの一考察『メディアと社会』名古屋大学大学院国
際言語文化研究科メディアプロフェッショナルコース紀要
pp.7-26.
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SD 法調査における項目提示の無作為化による回答への影響－その２
Effects of changing layout of paired adjectives in a questionnaire form of
Semantic Differential Method Part 2
1

1
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Abstract In this paper, we compare four types of semantic differential data (SD data), same layout data
(SLD) and three types of different layout data (DLD). SLD were obtained by using same layout of paired
adjectives for all objects to be evaluated and DLD were obtained by using different layout of paired
adjectives for each every object. Analysis of these data clarified that the ratios of responses to third category
in 5-points response scale increased according to the order of adjectives in questionnaire form, and
therefore , these order effects gave stronger response bias to SLD.

キーワード

調査の信頼性と妥当性、系列位置効果、SD法、Web調査,不良回答

１．はじめに
信頼性の高いデータを取得するためには、アンケー
トや実験における項目や刺激の提示順序について、十
分な配慮、検討が必要である。それまでの回答結果が、
当該項目への回答に影響を与える（系列位置効果）た
めであり、場合によっては、調査者の意図する方向に
回答を誘導することさえも可能なためである。そこで、
一般に「研究室実験」においては、系列位置効果が生
じないように配慮して実験手順が編成される。しかし、
回答者数、項目数ともに多いアンケートでは、回答者
ごとに調査票を作成することが困難であるため、通常、
複数の調査票が用いられることはない。但し、Web
調査を模したパソコン上で動作する調査システムを用
いれば、自由に調査票を設計・提示することが可能で
ある。
以上の問題意識から、著者等は、イメージ測定に利
用される SD 法を題材とし、評価対象や形容詞対の提
示順序、さらには評価尺度の両端に配置する形容詞の
位置を回答者ごとに無作為に設定した場合の影響を、
調査票を固定した場合との比較で議論した（山田他
(2012)）。その結果、調査票の無作為化が回答者に大
きな負担を与えていること、その負担は回答に以下の
ような形で現れていることが明らかとなった。
①回答時間が長くなる
②評価の視点が曖昧となる
このように山田他(2012)の結果は、極めて明瞭であ
り、かつ調査票の構成に関して示唆に富むものである
が、さらに検討すべき課題も残されている。第１は結
果の一般性であり、ここで得られた結果が異なったデ
ータでも認められるか、その確認を行う必要がある。
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第２は、調査票の固定化の影響である。山田他(2012)
では、固定調査票の結果を所与として、それとの差異
という観点で無作為化の影響を検討した。しかし、固
定化も何らかの影響を与えるはずで、それは無作為調
査票をベースとして検討することができる。第３は、
調査票の無作為化の程度である。山田他(2012)では、
完全無作為調査票を用いたが、無作為の程度は設定可
能で、それによって調査項目の配置の影響をより詳細
に検討することができる。
ところで、調査項目配置の無作為化は、回答者に大
きな負荷を与え、それが調査データの信頼性と妥当性、
つまり調査データの質の低下をもたらす可能性がある。
問題は、そのデータの質をどのような指標で把握する
かである。この点に関して著者等は回答の内的一貫性
の観点から「不良回答」を識別する指標として「視点
共有者数」を提案し、複数の SD データに対する適用
を通してその有効性を確認している（早川他(2009、
2010 、 2011、 2012） 、山田他（2011）等)。一方、
Holbrook 他(2003)等では satisfice な回答について
議論されている。satifice な回答とは、選択の適切
さを十分吟味しないで回答するもので、その結果とし
て、①「D.K.（わからない）」をより多く選択する、
②選ばれる選択肢が狭い範囲に限定される、③無回答
が多い、④回答時間が短い、といった反応傾向がある
としている。そして satisfice な回答は、Web 調査で
顕 著 に 現 れ る と し て い る （ Heerwegh and Loosveld
（2008））。データの質をどのような指標で評価する
かに関しては、ほとんど研究がなされていない。本研
究では、項目配置の無作為化の影響を、「視点共有者
数」と satifice な回答特性によって分析していくが、
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３．分析結果

これはデータの質の評価のための指標の比較・検討と
いう意味も持つ。

（１）回答時間
１対象当たりの回答時間の分布を図２に示す。評価
対象ごとの回答時間には、異常に大きな値が散見され
たため、回答者ごとに回答時間の分布を作成し、平均
値から３標準偏差の外を異常値として除き評価対象ご
との回答時間の平均値を求めた。図表によれば「ラン
ダム」が最も長く、「提示順序」がそれに続く。「ラ
ンダム」は評価項目によって形容詞対の提示順序、形
容詞の配置が異なり、それを確認した上で回答するた
め時間を要しているものと思われる。また表１は、回
答時間を調査の前半部と後半部で比較したものである。
後半ほど回答時間は短くなるが、４つの群の相対的な
位置関係にはほとんど変化は見られない。「ランダ
ム」群は、回答者の負荷が大きい調査票であるが、そ
れによって回答の不良性が高まるという傾向は認めら
れない。

２．データ
（１）調査項目
調査項目を図 1 に示す。評価対象は 15 種類の職業
であり、それを 10 個の形容詞対を用いて評価したも
のである。
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

職業
システム・エンジニア
警察官
コンサルタント
研究者
営業職
小・中校教員
エンジニア
事務職
大学教員
フリーター

No
11
12
13
14
15

職業
総合職
マスコミ関係（新聞・TV等）
公務員
プログラマー
理想的な職業

1 2 3 4 5
時代遅れな
頑固な
社交的な
落ち着いた
親しみやすい
楽な
退屈な
消極的な
個人的な
大らかな

先端的な
柔軟な

0

非社交的な

回答時間
50

100

ランダム
提示順序
左右位置
固定書式

華やかな
親しみにくい
厳しい
多忙な
積極的な
集団的な
窮屈な

多重比較
群名
平均 SD
データ F値
1群 2群 3群
ランダム
33.2
12.1
143
提示順序
31.6
11.5
49 0.56 NS
左右位置
30.0
8.4
49 NS
5% NS
固定書式
31.1
10.7
141
NS NS NS

図１．調査項目

図２．平均回答時間
（２）取得データ
調査票は以下の４種類を作成した。評価対象（職
業）は回答者ごとランダムに提示し、形容詞対の配置
のみを変化させた。回答者は静岡大学情報学部の学生
であり、講義中に取得した。取得データを講義での演
習に使うことを説明し、真面目に回答するよう指示し
た。その結果、かなり信頼性の高いデータが得られた。
調査は2011年10月と2012年11月の２回実施した。
＜データ１＞ ランダム群
形容詞対の並び順、左右の配置を全てランダムに設
定した。従って、回答者は評価対象が変わるごとに全
く異なった配置を持つ形容詞対で回答する。データ数
は 143 である
＜データ２＞ 提示順序群
形容詞対の並び順のみをランダムに設定し、左右の
配置は固定した。データ数は 54 である。
＜データ３＞ 左右位置群
形容詞対の左右の配置のみランダムに設定し、並び
順は固定した。データ数は 51 である。
＜データ４＞ 固定書式群
全ての評価対象について、同一の配置で実施した。
データ数は 145 である。
調査は Web 調査を模したパソコンで動作する調査シ
ステムを利用して行い、１つの評価対象について１つ
の画面（10 個の形容詞対を配置）で回答を取得した。

表１．平均回答時間の調査前半と後半の比較
回答時間前半
群名
平均 SD
データ F値
ランダム
35.1
14.2
143
提示順序
32.9
13.2
49 0.47
左右位置
32.0
9.6
49 NS
固定書式
32.8
12.1
141

多重比較
1群 2群 3群
NS
NS
NS

NS
NS

NS

多重比較
1群 2群 3群

回答時間後半
群名
平均 SD
データ F値
ランダム
31.5
12.1
143
提示順序
30.3
11.3
49 0.59 NS
左右位置
28.1
8.4
49 NS
5% NS
固定書式
29.4
10.8
141
NS NS

NS

（２）第３カテゴリ比率
本研究では、５カテゴリの評定尺度を用いている。
第３カテゴリは尺度の真ん中に位置しており、回答に
迷った場合に判断を留保するという意味で選択される
可能性がある。Satisficeな回答での「分からない」
の比率の高まりに対応するものであり、従って、この
比率が高いことは回答の質の低下を示唆する。結果を
図３に示す。４つのデータ群ともその値は21～22%の
範囲にあり、群間には殆ど差は認められない。表２は、
調査の前半部と後半部で比較したものであり、その値
は後半部でも殆ど同じ水準であり、４群の差は調査全
体を通して小さい。回答への負荷が高いと予想された
「ランダム」群にも回答の質の低下を示す兆候は見ら
れない。回答時間と同様である。

50

Ⅰ-3 情報の管理・評価
第３カテゴリ比率
40

0

順序を無作為に設定しており、従ってここでの傾向は
専ら回答の順序によるものである。つまり、SD法の回
答では同一対象に対する評価でも回答の進行に伴い第
３カテゴリ比率が増加し、回答の質が低下することに
なる。その差は「ランダム」群で10%であり、かなり
大きいと言える。

80(%)

ランダム
提示順序
左右位置
固定書式

群名
平均 SD
データ F値
ランダム
22.0
12.8
143
提示順序
21.8
9.6
54 0.37
左右位置
22.3
10.8
51 NS
固定書式
21.1
11.1
145

多重比較
1群 2群 3群
NS
NS
NS

NS
NS

ランダム・提示順序

回答順
回答１
回答２
回答３
回答４
回答５
回答６
回答７
回答８
回答９
回答１０

NS

図２．第３カテゴリ比率
表２．第３カテゴリ比率の調査前半と後半の比較
第３カテゴリ比率前半
群名
平均 SD
データ F値
ランダム
22.1
13.2
143
提示順序
22.6
10.2
54 0.25
左右位置
22.9
12.4
51 NS
固定書式
23.3
14.2
99

多重比較
1群 2群 3群

第３カテゴリ比率後半
群名
平均 SD
データ F値
ランダム
22.7
14.9
143
提示順序
21.7
11.5
54 0.43
左右位置
22.5
11.9
51 NS
固定書式
21.4
12.5
99

多重比較
1群 2群 3群

NS
NS
NS

NS
NS
NS

NS
NS

NS
NS

NS

先端的な
柔軟な
非社交的な
華やかな
親しみにくい
厳しい
多忙な
積極的な
集団的な
窮屈な

ラン 提示 左右 固定
ダム 順序 位置 書式
32.6
32.7
22.9
27.0
21.3
21.9
14.1
15.4
17.2
17.5
17.1
15.1
22.2
21.6
24.8
21.0
22.6
20.9
24.7
22.5
21.8
21.1
19.9
19.3
20.2
20.6
19.6
19.4
22.3
23.0
25.6
22.9
15.9
17.8
21.7
19.0
24.2
21.0
32.4
28.3

NS

ランダム
提示順序
10

左右位置
固定書式
30(%) 10

10

30(%)

図５．提示順序別の第３カテゴリ比率

次に、形容詞対別の第３カテゴリ比率を図４に示す。
図によれば、データ群間でかなり大きな差があること
が分かる。例えば、「先端的な」では、最も値の大き
い「提示順序」と最も小さい「左右位置」には10%近
い差がある。さらに折れ線グラフによれば、第３カテ
ゴリの比率は、「ランダム」と「提示順序」、「左右
位置」と「固定書式」で類似し、この２群間には差異
が認められる。ここで、前２群は形容詞対の提示順序
をランダムに設定している点で共通し、後２群はそれ
を固定している点で共通している。つまり、この２群
の差異には形容詞対の提示順序が関連していることを
示唆している。
形容詞対

ランダム 提示順序
16.6
15.6
19.4
17.8
21.0
17.4
21.2
21.2
21.4
22.0
23.0
23.0
23.4
23.1
25.5
22.9
23.5
23.9
26.6
24.9

30(%)

ところで、図４の形容詞対別の「ランダム」「提示
順序」群の結果には、提示順序は影響を与えず､従っ
てその結果は主として「形容詞対」の特性に基づいて
いると考えて良い。これに対して、「固定書式」「左
右位置」には提示順序が影響を与え、それが両者の違
いをもたらしていると考えられる。そこで、まず図５
の結果に基づいて提示順序による影響をモデル化し、
それを図４の「形容詞対」の特性に基づく結果に適用
することにより「固定書式」「左右位置」の結果を推
定することを試みる。
提示順序効果は、ほぼ直
表３．単回帰分析
線的であることから、順序
相関係数
0.94
を説明変数とした単回帰モ
傾き
0.90
デルを用い、「ランダム」
切片
-4.94
群データに適用した。表３
が単回帰分析の結果で、モデルを用いて得られた順序
効果（平均からの偏差として推定）と形容詞対効果の
和として求めた推定値を表４に示す。表には「固定書
式」、「左右位置」の結果、及びそれと推定値との差
も示した。特に「固定書式」について、差は全体とし
て小さく、精度の高い推定値であることを示している。
推定値との相関は。「固定書式」で 0.955、「左右位
置」で 0.734 である。「左右位置」場合には、形容詞
対の配置の変化によって順序効果が弱められていると
考えられ、「固定書式」では調査票の形式が変化しな
表４．形容詞対効果と順序効果による推定

図４．形容詞対別の第３カテゴリ比率

形容詞 順序
固定書式
左右位置
推定値
対効果 効果
観測 差
観測 差
32.6
-4.0 28.6
27.0 -1.6
22.9 -5.7
21.3
-3.1 18.2
15.4 -2.7
14.1 -4.0
17.2
-2.2 15.0
15.1
0.1
17.1
2.1
22.2
-1.3 20.8
21.0
0.1
24.8
4.0
22.6
-0.4 22.2
22.5
0.4
24.7
2.5
21.8
0.4 22.2
19.3 -2.9
19.9 -2.4
20.2
1.3 21.5
19.4 -2.1
19.6 -1.9
22.3
2.2 24.5
22.9 -1.6
25.6
1.1
15.9
3.1 19.1
19.0 -0.1
21.7
2.6
24.2
4.0 28.2
28.3
0.0
32.4
4.2

図５は、提示順序別に第３カテゴリの比率を算出し
た結果である。「固定書式」、「左右位置」に関して
は、図４がそのまま提示順序に対応しているため、図
表には「ランダム」と「提示順序」のみを示した。図
によれば、回答の進行とともに第３カテゴリ比率がほ
ぼ直線的に増加しており、それは２つの群に共通して
いることが分かる。この２つの群は、形容詞対の提示
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関 5-10、相関 3-10、相関 6-10 であり、いずれも形容
詞対 10 を含んでいる。一方、差の大きいのは相関 12 であり、この場合には「左右位置」も高い値を示し
ている。形容詞対 10 は、「固定書式」では常に調査
項目の最後に位置しており、それが第３カテゴリの比
率の高まりと、それに伴う相関係数の低下をもたらし
ている可能性がある。また逆に相関 1-2 は調査項目の
最初の２つであり、それが相関を高めていると考えら
れる。このことは、同じ形式である「左右位置」でも
相関が高くなっていることに対応する。

いため、順序効果がより正確に現れたためと考えられ
る。このように、SD 法の調査データには形容詞対の
提示順序が影響を与えており、提示順序が後になるほ
ど第３カテゴリの比率が高まる。しかも、その影響は
調査票の提示形式によらず一貫している。同じ形式で
の質問の繰り返しが飽きを生じさせて、それが
satisfice な回答傾向を強めるていると考えられる。
しかも、調査票を固定した場合には、その影響は特定
な形容詞対（提示順序の後半）でより強まることにな
る。注意が必要である。
図６は、「ランダム」群について、調査票の前半８
対象と後半８対象で回答順序別の第３カテゴリ比率を
比較したものである。回答順によって第３カテゴリ比
率が増加する傾向は同じであり、さらに後半ではその
値の水準が高まっている。Satisfice な回答傾向は、
回答順とともに、調査全体の進行とも密接に関連し、
後半でその傾向がさらに強まることが分かる。
ランダム
前半８対象 後半８対象
回答１
15.1
15.9
回答２
16.5
19.8
回答３
17.2
21.9
回答４
17.3
21.9
回答５
19.2
20.8
回答６
18.7
24.4
回答７
19.2
24.4
回答８
21.2
26.0
回答９
19.8
24.1
回答１０
22.3
27.4
回答順

（４）評定者間相関（視点共有者数）
評定者間相関とは、回答者ごとの 45 個の形容詞対
間相関係数列の類似性を相関係数によって評価したも
ので、回答者ごとに本人を除いた数だけ、つまり「全
回答数者数－１」個得られる。評定の中身ではなく、
あくまでも形容詞対間の相関に基づくものであり、従
って、形容詞の意味を正しく捉えていれば、それに基
づく相関係数列は評定者間で類似した値となる。しか
し、問題文を良く読まないような評定者の場合には、
本来、生じるはずの相関が得られず､従って他の評定
者との相関も低くなる。視点共有者数とは、評定者間
相関の高い、従って、形容詞を捉える視点を共有して
いる評定者がどの程度含まれているかを示す指標であ
り、これが小さい場合には、他の多くの評定者とは異
なった視点で評定していること、従って、「不良回
答」である可能性が高くなる。

第３カテゴリ比率
10

30(%)

60

図６．回答順序の第３カテゴリ比率（ランダム群）
（調査票前半と後半の比較）

50

度
数

（３）形容詞対間相関係数
形容詞対間相関係数は回答者ごとに 15 個の評価対
象 に 対 す る 回 答 か ら 求 め た も の で 、 全 て で 45 個
(=10C2)得られる。図６はその中で全データに基づく相
関係数が 0.3 を超える９個の相関係数について、各デ
ータ群における分布をその平均値で比較したものであ
る。図によれば、「固定書式」の値が一貫して高い値
を示していること分かる。調査票が固定されているた
め、評価の視点が定まりやすく、それが相関の高さに
繋がっているものと考えられる。またそれ以外の群で
は、相関係数には大きな差があるものも見られ、回答
に際しての評価視点の構成という点でも、調査票の形
式が影響を与えていることを示している。
「固定書式」とその他の群との差が小さいのは、相
項目対
番号
相関6-7
相関3-5
相関7-8
相関4-8
相関5-10
相関1-7
相関1-2
相関6-10
相関3-10

ラン 提示 左右 固定
ダム 順序 位置 書式
0.577 0.519 0.475 0.647
0.479 0.421 0.503 0.540
0.420 0.319 0.310 0.481
0.407 0.316 0.406 0.435
0.434 0.416 0.450 0.422
0.331 0.252 0.308 0.380
0.212 0.204 0.378 0.355
0.293 0.361 0.337 0.344
0.317 0.316 0.349 0.330

30

20
10
0

0

180

360

視点共有者数（α =0.4）

図７．視点共有者数の分布（α=0.4）
図７は、視点共有の条件（α）を相関 0.4 以上とし
て各評定者の視点共有者数を算出し、その分布を示し
たものである。平均値は 236.1 で 300 前後の範囲に
多くの評定者が分布しており、調査票の形式は異なっ
ているが、多くの評定者が共通する視点で評定してい
たことが分かる。しかし、分布の左裾には、視点共有
者数が２桁にも満たない評定者が 20 名程度位置して
いる。他の評定者が数多くの視点共有者を持っている
ことから考えて、「不良回答」の可能性が高い
視点共有者数が回答の不良性とどのように関わって
いるかを、Satisfice な回答特性から検討する。
図８は、視点共有者数と第３カテゴリ比率との関連
を示したものである。図表によれば、視点共有者数

相関係数
0.2

40

0.7

図６．形容詞対間相関係数の分布の比較（平均値）
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150 以下とそれ以上で第３カテゴリ比率に差異が認め
られる。分散分析では有意な結果とはなっていないが、
多重比較では１～３群と４～７群で有意差が現れてお
り前者の比率が有意に高い。因みに、１～３群と４～
７群をそれぞれまとめ２群で比較した場合には、有意
水準 1%で有意差が得られた。このように、視点共有
者数は第３カテゴリ比率と関連し、共有者数が少ない
場合には、回答の不良性が第３カテゴリ比率の増加と
いう形でも確認できた。
0

第３カテゴリ比率

視点共有者数
群
1群
2群
3群
4群
5群
6群
7群

下限 上限
0
50
50 100
100 150
150 200
200 250
250 300
300 350

データ
平均
数
28
20
18
32
63
124
107

25.1
28.4
25.3
21.7
21.5
20.8
19.9

標準
偏差

80(%)

多重比較
F
検定 1群 2群 3群 4群 5群 6群

17.1
14.3
NS
12.7
NS NS
2.07
9.1
NS 1% NS
NS
11.2
NS 1% NS NS
10.6
5% 1% NS NS NS
10.0
1% 1% 5% NS NS NS

図８．視点共有者数と第３カテゴリ比率との関連
評価項目別回答カテゴリ標準偏差の比較
図８は、視点共有者数と回答時間との関連を示した
ものである。図表によれば、第３カテゴリと同様、視
点共有者数 150 以下とそれ以上で回答時間の分布に差
異が認められる。分散分析では有意な結果とはなって
いないが、多重比較では１～３群と４～７群で有意差
が現れており前者の回答時間が有意に短い。１～３群
と４～７群をそれぞれまとめ２群で比較した場合には、
有意水準 1%で有意差が得られた。このように、視点
共有者数は回答時間と関連し、共有者数が少ない場合
には回答の不良性が、回答時間の短さという形でも確
認できる。
このように、視点共有者数は、形容詞対相関が多く
の評定者とは異なるという意味で回答の不良性が示唆
されるが、それは satisfice な回答特性からも支持さ
10

平均回答時間

100（秒)

れた。また図８、９の分析から今回のケースでは視点
共有者数 150 が１つの区切りになっており、それを境
に satifice な回答特性がより明確となっている。
視点共有者数から見た場合、調査票形式の違いが回
答結果にどのような影響を与えているか、図 10 はそ
れを比較した結果である。分散分析のＦ値には有意差
は得られていないが、特に「提示順序」で共有者数が
低下する傾向が認められる。多重比較では、「固定書
式」、「ランダム」と 1％の有意差が得られており、
「提示順序」群には明らかに不良性の高い評定者がよ
り多く現れていることが分かる。これに続くのが「左
右位置」であり、「ランダム」は「固定書式」との差
が最も小さい。「ランダム」は回答における負荷が最
も大きいと考えられるが、それが不良性の高さに直接
結びついていない点が興味深い。また、形容詞対の提
示順序のみを無作為に設定する調査票は、回答者に対
する負荷はそれほど大きくないと予想されたが、その
形式でより多くの「不良回答」候補が現れた点も今後
さらに検討する必要がある。
表５は、分布の裾の状況をより詳細に検討するため
に視点共有者数を５つのカテゴリに分割してクロス表
を作成したものである。「提示順序」では「50 以
下」のカテゴリに２割程度の評定者が含まれており、
「不良回答」候補者がより多く現れていることを確認
できる。また「251 以上」のカテゴリ比率では「ラン
ダム」と「固定書式」でその比率に大きな差異は見ら
れない。
調査票形式の違いによって、回答に際しての心理的
負荷は異なり、それが satisfice な回答傾向と関連す
ると予想したが、「第３カテゴリ比率」、「回答時
間」の２つの指標の分析では、調査票形式間に殆ど差
異は認められなかった。しかし、形容詞対間の相関係
数に基づく視点共有者数の指標からは、形式間に差異
があったことを確認できた。その内容については、さ
0

視点共有者数（α =0.4）
200

400

ランダム
提示順序
左右位置
固定書式

多重比較
群名
平均 SD
データ F値
1群 2群 3群
ランダム
239.7
84.1
143
提示順序 204.4 114.6
54 2.59
1%
左右位置 226.8
97.9
51 NS NS NS
固定書式 247.6
81.7
144
NS
1% NS

図 10．調査票形式別視点共有者数の分布（α=0.4）

多重比較
視点共有者数 データ
標準
平均
F検定
群 下限 上限 数
偏差
1群 2群 3群 4群 5群 6群
1群
0 50
27 27.4 13.1
2群 50 100
20 28.2
9.7
NS
3群 100 150
18 30.0
8.4
NS NS
0.39
4群 150 200
31 34.3 13.8
1% 1% NS
NS
5群 200 250
60 32.8 13.5
1% 1% NS NS
6群 250 300
121 33.1 11.2
1% 1% NS NS NS
7群 300 350
105 31.2
7.9
1% NS NS 5% NS NS

表５．調査票形式と視点共有者数分類との関係
視点共有者数
合計
タイプ 50以下 51～150 151～200 201～250 251以上
ランダム
3.5
13.3
7.0
15.4
60.8 100%(143)
提示順序
20.4
5.6
7.4
18.5
48.1 100%(54)
左右位置
9.8
9.8
7.8
17.6
54.9 100%(51)
固定書式
4.9
7.6
9.7
15.3
62.5 100%(144)
合計
7.1
9.7
8.2
16.1
58.9 100%(392)
2
（5%有意）
クラメール_ V
χ 値 23.6

図９．視点共有者数と回答時間との関連
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らなる検討が必要であるが、satisfice な回答傾向だ
けでなく、項目の内容に基づく項目間相関による評価
を加えることによって、回答の質をより正確に分析す
ることができるものと考えられる。そしてその指標と
して視点共有者数が適切に機能する点も確認できた。

ど多くないという結果が得られた。その原因はさらに
検討する必要があるが、「データの質」の評価には視
点共有者数が有効であることが示された。
調査票に対する回答は、回答者にとって自分の考え
を整理し、再構成する作業でもある。そのためには、
回答者が自分の考えを再構成する過程を妨げるような
ことは避けねばならない。山田他(2012)では、設問の
無作為配置が、回答者が評価の視点を構成していく過
程を妨げた可能性を指摘した。しかし、本研究では、
項目の提示順序がデータの質に深く関わっていること
が明らかになり、安易に調査票を固定化することの危
険性が示された。どのような調査票を作成すべきか、
今後さらに検討を進める必要がある。

４．まとめ
信頼性の高いデータを取得するためには、アンケー
トや実験における項目、刺激の提示順序について、十
分な配慮、検討が必要である。本研究では、SD 法の
調査票を題材とし、調査票を回答者ごと無作為に配置
することが回答結果にどのような影響与えるかを、４
種類の異なった形式で作成した調査票を用いて比較検
討した。用いた調査票は評定に用いる形容詞対の配置
に関し､①提示順序と尺度の両端への配置の両方とも
に無作為（ランダム）、②提示順序のみ無作為（提示
順序）、③尺度の両端への配置のみ無作為（左右位
置）、④全て同一の形式（固定書式）の４種類である。
調査項目配置の無作為化は、回答者に大きな負荷を
与え、それが調査データの信頼性と妥当性、つまり調
査データの質の低下をもたらす可能性がある。本研究
では、データの質を評価するための指標として、
satisfice な回答特性、及び回答の内的一貫性に基づ
く視点共有者数を用い、そのいずれが「データの質」
を評価する上で適切であるかも併せて検討した。
本研究で得られた結果の概要は以下の通りである。
(1)回答時間
「ランダム」が最も長く、「提示順序」がそれに続き、
この傾向は、調査全体を通して変わらない。「ランダ
ム」は、回答者の負荷が大きい調査票であるが、それ
によって回答の不良性が高まる傾向は認められない。
(2)第３カテゴリ比率
全体として見た場合、４種類のデータ間では第３カ
テゴリ比率の分布に殆ど差異は認められない。但し、
提示された順序別の集計では、「ランダム」と「提示
順序」で、提示順に比率が直線的に増加する傾向があ
ることが明らかとなった。この傾向は「順序による効
果」と考えられるもので、SD 法の調査では、形容詞
対の提示順序がデータの質に深く関わることが示され
た。その結果、提示順序を無作為に与えた場合と固定
した場合では、形容詞対ごとの第３カテゴリ比率が異
なるという結果が得られ、「ランダム」データから推
定した「形容詞対効果」と「順序効果」を加えること
によって「固定書式」データをかなり精度高く推定で
きることも示された。
(3)視点共有者数
視点共有者数の分布では、その値が小さい範囲に分
布の山があり、データの一部に「不良回答」が含まれ
ていることを確認できた。また、視点共有者数と
satisfice な回答特性とは関連があり、共有者数が少
ないほど回答時間が短くなり、第３カテゴリの比率が
増加するという傾向が認められた。また、調査票との
関連では、「提示順序」で比較的多くの「不良回答」
候補者が含まれており、回答者への負荷が高いと考え
られた「ランダム」では「不良回答」候補者がそれほ
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トランスフォーマティブ研究を見越したフロンティアリスク評価モデル
による宇宙飛行士への将来的差別防止
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Transformative Research.
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Abstract
Moving process lay person becoming to non lay person.It shows us some
possibility citizen create every scientific field whatever too difficult to description
by experts of own field. Mass corroborate to create new scientific world make by human
body's sense to catch object directory. All of sense is important as Technology and all
of citizen have own sense. Many citizen have interest about science, however people do
not action easily. And also many government officer and academician hope to know real
voice of citizen, however it is difficult to talk each other. Both non lay person and
lay person do not enough believe lay person's intellectual ability. Research goal is to
create new field what made by a lot of elements, depend on lay persons, promote
integrated academic disciplines.

キーワード フロンティアリスク, 差別防止, 長期影響,リスク評価,トランスフォーマティブ研究
１．急速な宇宙進出競争を止められない国際関係によ
ってリスクが不可避に
宇宙関連の多国間協議において、国家間の力関係や
将来的宇宙環境への対策の必要性もあってか国連宇宙
空間平和利用委員会 (以下 ,COPUOS)の法律 小委員会
(LSC)による 1967 年の宇宙条約発行以降、規制力のな
いソフトローでの宇宙ゴミ問題に議題が集中している
が、微小重力を含めたフロンティアリスクの長期的影
響のフィードバックによる現生人類の在り方について
も緊急に議論し合うべき課題であるのではないだろう
か。将来的には、曝露日数のさらなる長期化とともに
、世代間倫理を含めた国家的枠組みを超越した国際的
な生命倫理に関する倫理基準が必要である。宇宙飛行
士の生涯リスクだけでなく次世代への影響がどうでる
のかは、長期的にみると現生人類全体の方向性に関わ
る国境越境型の問題であるが、COPUOS が国連組織にあ
り現時点ではパワーバランスの調整機関としてまだ不
完全である以上、実際は十分な議論が尽くされる前に
、各国が広義と狭義の安全保障のために宇宙環境利用
を急速に推し進めざるを得ないというのが現実である
。広義の安全保障とは、宇宙環境や地球環境の悪化に
伴う災害等や、宇宙からの隕石や太陽風などの地球へ
の悪影響に対する対応策である。2013 年にロシアに落
下した隕石の事例からもわかるように、これらは人命
を脅かすものであり、隕石の地球への衝突を防ぐため

のモニタリングや軌道修正技術は、地球上だけの展開
だけでは成し得ず宇宙環境利用が進む理由となってい
る。狭義の安全保障とは、各国が自国の国家安全保障
のための覇権や軍事的、産業的、経済的な利益を得る
ための宇宙からの兵器開発や偵察衛星等の技術による
対応策であり、米ソ冷戦以降も各国が協調しながらも
、フロンティア環境利用で自国の各種国益も追求して
いる。この現状をふまえると、フロンティアリスクを
確認しながらも各国の安全保障等のための宇宙進出は
加速の一途を辿るだろう。現時点ではまだ短期滞在で
あり、渡辺ら(1996)が「宇宙環境の様々な要因のなか
でも特に、宇宙放射線と微小重力のリスク評価をして
おかなければならない」と主張しているのは「長期期
間宇宙で活動する際」(渡辺ら,1996) であって、曝露
量が閾値を超えないうちに種としての世代交代的なも
のも含んだ長期的影響を考慮するための規制値という
スタンダードを決定しておくことは不可欠である。三
中(2007)が主張するように「生物の過去の進化史(系
統発 生)を推定する手法が与えられたならば,データか
ら推定された系統樹を用いて多様な生物を体系化する
ことができる」といった「生物進化の仮説のテスト」
(三中,2007)のための手法が未確立であり、ヒトの進
化過程の歴史に関して米国での論争にみられる進化生
物学とキリスト教のと対立に決着がついていない現状
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においては、COPUOS 内の科学技術小委員会(STSC)の宇
宙活動の長期的影響ワーキンググループの作業部会で
もこういった議題が取り上げられたとしても、上記の
2 つの理由から難航することが予想される。生物とし
ての現生人類の在り方と種としての全体の予測と、地
上に残る個体、帰還した個体、長期滞在する個体とい
った分類別の適応予測を含め、領域横断型の検討と生
命倫理に関する国際的スタンダードは必要ではあるも
のの、こういった現生人類の方向性の議論が尽くされ
る前に、宇宙空間での個体への曝露時間は増え続け、
個体での生体適応の症例数は増加し、個体レベルを超
えた変異も時間の問題となるかもしれない。こういっ
た現状があるため現時点で可能な対策は、倫理的側面
から帰還した個体と、その個体の次世代に関する偏見
差別の予防と、現在の技術では不可避なフロンティア
リスクをリスクに留まらせず、科学や医学分野だけで
なく、広く哲学等の多様な学術分野でトランスフォー
マティブな研究として、積極的に活かし社会に還元す
る以外に今のところ方法はないのではないだろうか。

重力の影響に特化する。宇宙医学や宇宙航空領域で知
られている、現段階でわかっているフロンティアリス
クの中から、微小重力を研究対象とする理由は、他の
フロンティアリスク群と異なり、今のところ重力だけ
が地球上ではほぼ変動のない影響要因であり、宇宙空
間に突入した際には、地球上での影響と比較して最も
その変動のふれ幅が大きいため選定した。人類が陸上
生活以降の長い人類の歴史になかでずっと、ほぼ一定
であった重力受容が宇宙進出により初めて変動したと
き、人体が受ける影響は長期的にみると、他の要因よ
り深刻となると考えられる。荒磯(1996)は、地球上で
の重力による生物への影響の均一さを「温度や物質の
濃度と違い重力はわれわれの周りではいつでもほぼ一
定であり,重力を意識する機会が少なかった」と重力
生物学の発展が遅かった理由を指摘し「もし重力が場
所によって大きく違っていたら,それらの重力の違い
に適応して風変わりな進化をした生物が見られたに違
いない」(荒磯,1996)と述べている。したがって、本
稿では微小重力を対象としカントが『純粋理性批判』
で示した「形式」としての「時間」と「空間」という
各自が有する、外的環境を受け入れるものさしが、特
殊な文脈下で通常とは異なるかたちで認識機構として
作用する可能性を考察する。これまで人類が踏み込ん
だことのない生存環境の拡大と多様化は、ヒトの新た
な形式を手にする機会でもある。微小重力等の「異常
な運動環境にさらされた場合,能動運動に伴って実際
に入力される感覚情報パターンと,予測される感覚情
報パターンに乖離が生じ,空間認知が障 害 さ れ る 。 そ
の 結 果 ,空間認知障害をコードするミスマッチ信号が
生じる」 ( 肥 塚 ,2006)という状態から、新たな形式が
生じるのではないだろうか。「空間における人間の視
空間構造特性は視覚に依存するところが大きいが, 一
方無重量下においては,自分自身の体軸を中心として
基準軸をリファランスとすることで全ての作業空間を
規定することができる」(古賀,1996)という言及から
もわかるとおり、形式をかたちづくるプロセス自体が
異なったものとなってくる以上、従来の認識に関する
哲学を前提から再構築し直し、フロンティア版哲学を
つくらなければならないだろう。三中(2007)は「進化
学や体系学の現代史の中で,科学哲学は長年にわたっ
てたいへん大きな影響力を及ぼしてきた」と述べてい
るように「現代の生物体系学において,個別科学と科
学哲学はみごとに相利共生している」(三中,2007)と
いう。対象を、こういったいままでの人類の歴史上に
存在しなかった生存環境に、適応した認識機構を有す
る様々な視点から多角的に観察することは、固有な形
式を有する各自がそれぞれに固有な現象を作り上げ、
認識を追求する学問に新たな手法をもたらす可能性が
あると考えられる。「自然の全体像」をみるという意
味においては、ゲーテが『色彩論』で試みようとして
いたことが、近代フロンティアサイエンスの発展によ
る人類の活動領域の拡大によって、ある範囲内におい
ては実施可能な基盤が出来つつあるといえる。
今後のフロンティアサイエンスのさらなる発展に伴
い、現生人類が経験したことのない生存環境である宇
宙、深海、地下、極地等を中長期にわたり住処とせざ
るを得ない人類が出現してくる可能性があるなかで、

２．特殊な環境下で獲得する新たな形式が創りだす新
しい環世界による新認識論
微小重力を活かしトランスフォーマティブ研究へと
つなげるためには、微小重力の影響の強い部位のうち
、眼に焦点をあてることが有効ではないだろうか。古
賀ら(1993)は眼という入力器官が「間接的ではあるが
、目から得られる視覚情報によって、重力や方向とか
について知ることができる」とし、入力情報の量から
「重力情報量はすべての感覚器官のなかで最大といっ
てもよい」(古賀,1993)と述べていることからも、現
在明らかとなっているフロンティアリスクのうちの微
小重力の影響を考察する対象としては、眼という重力
感知器が最適であるといえる。同時に、この眼の特色
である感覚入力は、認識というかたちで還元されるた
め、哲学を中心とした認知科学を超えた広義の認識論
の確立に役立つと考えられる。視覚を活かすため、前
提である我々人間の生存環境が時代とともに変化する
以上、形式についての前提も常に疑い続け、その相互
作用を掴むことが必要である。時代の変化に伴い、現
象を創出する我々の認識機構を含む生物としての身体
、そしてそれを創り上げている社会的文脈や言語、教
育、文化的背景、地形等の様々な要因を含む、生存環
境が流動的である以上、蜃気楼のような対象を追いか
け続けなければならない。ヒトは自らの体内に取り入
れられた外部環境の入力「情報をもとに,自己と周囲
環境との相対的な位置関係,すなわち空間識(spatial
orienta-tion)が形成される」(肥塚,2006)という。人
類だけでなく、ユクスキュルが提唱している「環世界
」を含む各生物種に固有な生存環境を、すべての生き
物が創り上げているとするならば、対話の対象は、他
分野の研究者だけでなく、観察や生理的実験を通じた
他種の生物や、現生人類とは異なるであろうフロンテ
ィアに適応する個体の捉え方や現象をも含める必要が
ある。
しかしながら本稿では、我々人間が外的環境を自ら
の内的環境として作り変え、この世界を自分のものさ
しで歪めながら取り込むプロセスに、作用し得る微小
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そういった適応進化作用を経た今までにない認識機構
を、どのように幅広く研究開発に活かすのかが問われ
る。特筆すべきは、微小重力空間内における視覚はヒ
トがどのように、外的刺激を自らのなかに再構築して
いるか、といった認識の問題に関わっていると考えら
れる点である。全体像を浮き彫りにするように、哲学
領域を中心とし、細分化された各ディシプリンが協働
し、これらの多様な部分であるプロセスの認識機構を
それぞれの分野に還元させながら、各現象に各自がア
プローチし現象となる前の対象を総体として捉えるべ
く全体像を探る必要がある。「群盲象を撫でる」よう
に、鼻や足をなでる認識主体が多様化し様々な角度か
ら観察し、なでる手を増やしなでている主体間で対話
することは、現生人類のほぼ単一で狭く世界を切り取
ることしかできない限られた感覚器官による取捨選択
を経た外部情報の内部環境への調整をしながらの入力
という限られた「手」では、「大き過ぎて」捉えられ
ない対象という「象」に近づく。三中(2000)が「認知
科学」と他の「自然科学分野とのいまだ気づかれてい
ない接点」を探し「種をめぐる生物分類学の概念的問
題-すなわち生物哲学の問題-に対する認知科学の関連
性の深さ」を追求するような可視化が肝要ではないだ
ろうか。有人宇宙飛行プロジェクトは、人類が歴史上
に経験したことのない生存環境であり、いままでにな
い認識機構プロセスが観察可能となり、哲学に新たな
知見をもたらし得る。一時的居住地としての深海、南
極、高山といった地球上でのフロンティア領域でも、
すでに人体の特徴に多少なりとも個体差が生じている
が、宇宙では地球上のフロンティアとは比較にならな
い個体の器官自体の変形を含む、深刻な適応変化が生
じている。そして、特に IVA での微少重力空間内にお
ける視覚については、ヒトがどのように、外的刺激を
再構築しているかといった認識の問題に関わっている
。逆説的ではあるが、技術的発展で成し得たフロンテ
ィアへの進出によって、この世界を知るために観測技
術だけでなく、哲学が古代より追求してきた人間が生
まれ持って有する外的環境を捉える人体自身が有する
能力へ、再び着目する必要性がある。

囲む脳脊髄液腔の膨張がみられたほか、22％に眼球後
部の扁平化、15％に視神経の膨隆、11％に脳下垂体お
よびその脳への接続の変化がみられ」る。間野(1999)
によると「地上では頭から足に向かう重力(+Gz)の作
用によって体液(血液,リンパ液など)が下肢に貯留す
るが,μG 環 境下では体液が心臓や頭の方向に移動」
することによって「頭部方向へ体液が移 動 し ,これに
適応するために循環血液量が減少して,心循環系変調
(cardiovascular deconditioning)が引き起こされ」
たり「下肢が細くなり 1,2),顔がむくむようになる」(
間野,1996)といったムーンフェイス等の多岐にわたる
症状も発生する。これらは「重い頭部を重力に逆らっ
て支持している後頸筋は,大脳からの下降性指令によ
る 活 動 と ,視標追跡時における眼球運動との共同活動
という観点からみると無重量下では新しい制御コマン
ドを必要とするであろうことが予測される.いっぽう,
これまでアメリカの航空医学雑誌を中心として議論さ
れてきた〈宇宙酔〉に関する研究からは,神経・生理
学 的 観 点 ,各種感覚器官の入力情報のミスマッチによ
るという推測が提唱され」(古賀,1996)ている。
ホメオスタシスや、進化プロセスに関係の深い部位
に影響が出ている点からも、既に生体が個体レベルで
フロンティア環境に適応しようとしているという可能
性が示唆出来る。ダーウィンが種としての進化プロセ
スは「変異、継承、適応度の差」であり「それだけで
生物は進化すると述べ」(嶋田,2009)ている通り、第
一段階では個体レベルでの変異ではあるものの、その
個体の特質が幾世代にも受け継がれてしていくならば
、進化プロセスの一種へと繋がっていく可能性はある
といえる。有人宇宙飛行プロジェクトが開始されてか
ら約半世紀の現在ではまだ表面化されてはいないが、
後戻りできない深刻な問題が発生してしまう前に、対
応するべきである。現時点で微小重力の影響が強く出
ている部位が全て、進化やホメオスタシスとの関係が
ある器官であることからも、早急な対応策の検討が必
要である。たとえば、「脳下垂体の後葉は、上部にあ
る視床下部の一部が延びたもので、進化の過程で、水
中から陸上に進出し、体内の水分調節を必要とするた
めに発達した脳の一部」(菊池,2006)であり、地球上
での進化プロセスで重要な働きをした。また「脳下垂
体前葉は、全身のホルモン系を支配」する器官であり
「分泌されるホルモンは、全身の体調、体内の恒常性
などを保つ」といったように、ホルモンによってホメ
オスタシスが影響を受ける。以上のように、11％に異
常が認められる脳下垂体を一例にとっても、微小重力
の生体への影響が、進化やホメオスタシスと関連があ
る可能性があるといえるのではないだろうか。さらに
「圧力によって視神経と眼球の接合部に腫脹が生じ、
視力障害を引き起こす」 (HealthDayNews,2012) と、
微 小 重力 の 影響 の幅 の 広さ を警 告 して いる 。 高橋
(1990)は、地球上におけるヒトの進化プロセスを「鼻
副鼻腔は退化し始め逆に眼の占める機構は大きくなる
」と顎顔面頭蓋の変化の歴史から分析し、ヒトが「目
の動物」(高橋 1990) である理由として挙げている。
このように、眼も脳下垂体同様に進化プロセスに関係
の深い器官であることがわかる。
しかしながら、これらの諸症状をたんにプロジェク

3．微小重力の影響による視覚等の変化にみるフロン
ティア環境への個体の適応
有人プロジェクト等のフロンティア領域への進出に
伴い、微小重力に生体が曝露される時間が増加してい
る。現時点では ISS が「地上の 100 万分の 1 ほどの重
力しか」(JAXA,2013)ないため、「重力の負荷」(間野
,1996)としての作用を含む、微小重力曝露に伴う不確
実性を含むリスク管理が求められ始めている。宇宙環
境での初期症状としては、間野(1996)によると「前庭
器官や抗重力筋などの重力受容器からの感覚入力が減
少するため,一種の感覚混乱が生じ,宇宙酔いと呼ばれ
る症状が一時的に出現」するという。フロンティア環
境への適応のための個体の反応と、それに伴う認識能
力の生体の変化は「生涯に合計 30 日を超えて微小重
力に曝露した宇宙飛行士」に対し帰還後に実施した
MRI 検査での「頭蓋内圧亢進の症例にみられる」諸症
状が認められた(HealthDayNews,2012)。記事によると
、微小重力曝露の宇宙飛行士のうち「33％に視神経を
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ト遂行上の阻害要因として認知するだけではなく、
Kramer(2012)は「宇宙飛行士にみられるこのような変
化が、地上での頭蓋内圧亢進の原因解明に役立つ可能
性もある」(HealthDayNews,2012)と、微小重力環境下
におけるリスクを、医学研究としてスピンオフさせる
可能性としても示唆した。この主張を当てはめると、
例えば脳脊髄液減少症等の地球上での病態に応用でき
るのではないだろうか。リスクとしては、
Tarver(2012)は「原因は完全に解明されていない」と
し NASA が「検討するための包括的なプログラムを開
始している」(HealthDayNews,2012) とはいうものの
現状としては、具体的な解決策もなく、局所的リスク
認知のみに留まっている。

分野の研究開発に応用させている。オリンピック選手
のなかにも、特殊な身体特質をもつ特殊な遺伝子を有
する選手が活躍している。たとえばオリンピック選手
等への研究から従来より指摘されていた、mtDNA 多型
の「持久的運動能力との関連性」に加えて福ら(2012)
が解明したように「mtDNA 多型が瞬発系の運動能力と
も関連する」ことや「ACTN3 遺伝子における R577X 多
型の R アレルは国際級の長距離走選手で特に頻度が高
かった.これまで,R アレルは瞬発系の XX 型は持久系の
運動能力と関連すると考えられていたが, 我 々 の 検 討
から R577X 多型の R アレルは瞬発系だけでなく,持久
系の運動能力にも関連する可能性が示された」という
点を明らかにしている。これらの代表的な型に加え「
運動能力に影響を及ぼす遺伝子多型はこれまでに約 50
種類報告されている」(福,2012)先行研究からも、突
出した運動能力と遺伝的要因との関連の可能性が示唆
されている。しかしながら、彼らは生物学的に分析さ
れるだけではなく、各自の良さを総合的に活かせる、
輝けるステージが用意されていることで、広く彼らの
「個性」をとらえていることができており、特質な遺
伝子をもつ選手もそうでない選手も等しく、そのよう
な狭い枠組みを意識することもなく、各自の自然財を
自由に活かせる環境基盤の下で、被験者や治験対象と
いう個別領域からの狭い窓から切り取られる「モルモ
ット」としての観察対象ではなく、アスリートとなっ
ている。同時に彼らは、遺伝子の型が「普通な」一般
的なオリンピック選手と、同じ土俵で、共通の理念の
下、平等に各自の違いを差別し合うこともなく、オリ
ンピックという広い総合的な学術を活かした場で「共
存」している。米国におけるサイボーグ基金のコンセ
プトのように「テクノロジーによる感覚の拡張」(ニ
ール,2012)による認識の拡大をアートとしての文化に
してエンジョイする団体も出現している。アーティス
トとして活躍しているサイボーグ基金の発起人である
「ニール・ハービソンは完全な色盲として生まれ」
(TED,2012)たために色の誤使用を恐れ、白黒の衣類ば
かりを着用していた。科学者との共同研究により「頭
に装着したデバイスが、色を音に変換」し「色を見る
のではなく」て「色を聴いてい」(ニール,2012)ると
いう、対象とのコミュニケーション手法という新たな
ライフスタイルへと移行してからは、アーティストと
して色を「聴き」カラフルな「音」を身につけるよう
になったという。彼は外部情報の新しい入力の方法を
、アートとして色を音に変換した作品を通じて、ニー
ルならではの「色」の世界を色盲でない人々とも共有
している。以上の 2 つの事例からあきらかなように、
既に地球上でも医学や科学という個別領域の手法を用
いながらも、それを軸にさらに世界との関わり合いを
ひろげている。個別領域からのアプローチはきっかけ
にすぎず、他分野への波及効果がみれられる点に価値
があり、各自の固有性を活かすことに繋がっている。
フロンティア環境でも、観測機器を用いない人体自
体を通した学術基盤の可能性を追求するべきではない
だろうか。微小重力により変化する身体特質は、地球
上での様々な病気や障害と同様に異質なものではない
。彼らにしか「見えない」世界があり、出来ないこと
もある。万が一、フロンティアリスクが何らかのマイ

4．際限なく生じる不可避なフロンティアリスクを活
かすことで種の共存維持
フロンティア領域でのリスクの長期的予測は現時点
のリスク評価の手法では不可能である。将来的には、
現在 NASA が計画している Nautilus-X のように、遠心
力等による人工重力発生装置を搭載し、人工重力区間
を設けたとしても、現実には ISS の費用的な問題等か
ら NASA によるセントリフュージの開発・打ち上げ中
止が決定された経緯をふまえると、全宇宙飛行士が一
貫して人工重力環境下で健康管理し続けることは、す
ぐには実現が難しいであろう。また、仮に将来、モジ
ュール全体に人工重力環境が整備されたとしても、現
在オバマ政権が打ち出している火星への有人飛行計画
等の長距離型船内活動が実現されるようになれば、今
の我々には予測も出来ないような、新たな生存環境と
それに伴う健康リスクや生体の反応、そして中長期的
にはそれらへの適応のために変異する新たな人体が出
現し続けるのではないだろうか。フロンティア領域へ
の開発が進む程に、イタチごっこのように、また新た
なリスクが複数、同時に出現し続けるというわけであ
る。それらは人類が初めて経験するものであり、リス
クの長期的影響は予想不可能である。宇宙開発におけ
るリスクは現生人類にはまだ認知不可能なものも含め
た、複数のリスクが複雑に絡み合う複合型リスクであ
る。同時に「有人宇宙飛行は、生命が本来もつ進化の
営みの側面がある」(大島,2005)という種としての進
化適応に関する超長期での過程を経る可能性があると
いう意味では、世代間リスクでもあるといえる。そし
て、特筆すべきは、Kramer(2012)がリスクとしてだけ
でなく、頭蓋内圧亢進の状態を、地上での研究にスピ
ンオフさせる可能性を示唆したように、フロンティア
リスクが不可避であることがあきらかな以上、宇宙開
発上での生体への変化を、将来的な研究資源として捉
える。外部環境を内部環境にありのままに表現せず、
認識するために調整する視覚をはじめとする感覚器官
が、フロンティア領域で環境適応での変化によって、
認識プロセスがいかに変化するかを観察することによ
って、フロンティア環境ならではの形式から世界を切
り取る新たな哲学的手法を獲得することが可能となる
。
地球上でも、共感覚やサヴァン症候群から卓越した
特殊な記憶力が生じている症例等からもわかるように
、病気や障害から特別な能力を獲得しそれらを様々な

58

Ⅰ-3 情報の管理・評価
ナスとして働いた場合、フロンティアリスクによって
人工的にもたらされる特殊な身体特質という新たな個
性を輝かせるステージを、科学や医学の被験者や患者
としての観察対象としてだけでなく、人文系や芸術を
含め広く捉えることで、アスリートやアーティストと
いうサプライヤーとして迎える必要がある。逆に、フ
ロンティア環境下で身につく特殊な能力がもし今の我
々現生人類より数段「優れた」ものとなった場合にも
、フロンティア進出を選択しない地上に留まる選択を
する現生人類は「劣った」ものではなく、たんに違う
だけであり、相互に補い合う助け合いの協働を模索す
るべきある。狭い視点のみで人々を切り取り、特定の
個人財を活かさない優生学は人類全体の発展にとって
も、多様性による文明の強化といった観点からも脆弱
となるため、このようなことを繰り返すべきではない
だろう。こういったことを未然に防ぐために、将来、
政策のエビデンスとなる将来の学術の方向性の基盤を
築くため、トランスフォーマティブ研究を切り捨てな
い研究評価を整備しなければいけない。新たな個体の
発生は、新たな形式の獲得であり、認識主体の多様化
であると歓迎し、それを活かした哲学領域を中心とし
たトランスフォーマティブ研究を軸に、地上に留まる
現生人類とフロンティアに適応する種との共存をはか
っていかなければならない。
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Abstract The expanded use of OSS, and the expansion of the market caused by this adoption has led to a
corresponding increase in the number of businesses acting as stakeholders in the field. This paper analyzes
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１．はじめに

関しては様々な議論が存在する (野田, 2012参照) ．一
方，企業側によってそのMotivationが満たされた場合，
開発の成果＝「売上」はOSS開発者を雇用した企業に
直接的に計上されるものではないが，OSSを導入して
開発を行う企業側に「社会的」にコスト削減要因と機
能している．ビジネスと直接関係のない「参加型」あ
るいは「贈与」を前提としたスタイルによって開発が
行われてきたOSSが，企業の生産過程に組み込まれて
いくことによって，開発コミュニティのMotivationを
維持しつつコスト低下に貢献させられるのである．
導入側の企業側から見た場合，OSSを導入＝活用す
る第一の理由はコスト削減である．これは直接的には
これらの企業の収益を拡大させる．一方，これらの企
業に対してITソリューションの供給を行う企業（本稿
で定義するIT企業）にとっては市場全体の縮小につな
がる可能性がある．そのため，新しい市場，広義の
OSSディストリビューション市場の開拓が必要になっ
てくる．ただし，このサービスビジネスがそのまま従
来の供給側のIT企業に新しい市場をもたらすものでは
ない．そこで供給側の企業がその市場を獲得する，市
場競争において優位になるためにはOSS自体の知識，
開発力が求められることになる．これはIT企業自身が
OSSの開発へ参加・貢献するようによって可能になる．
実際にLinuxの開発（Linuxのカーネルコードへの貢
献）においてもIBM，Intel，Red Hat，Novellといった
大企業主要な貢献をしており，Linuxサーバ市場にお
けるこれらの企業の競争力強化につながっている．
Linux Foundation (2010)によると，Linuxカーネル開発
の約7割は企業によるものであり，そのうちIBM，Intel，
Red Hat，Novellの4社で約3割を占めている．
こ れ は Chesbrough(2003) に よ っ て 提 起 さ れ た Open
Innovationの過程につながるものである．企業内外の

Linuxに代表されるオープンソース・ソフトウェア
（Open Source Software; 以下OSS）はインターネット
も活用しながら，組織や国境を超えて自主的に参加す
る人々が集まり開発が続けられてきた．自由に利用で
きるソースコードと，その改修と機能追加の迅速な対
応が可能となり，統一した規格や標準化もオープンな
場で議論・決定することが可能である．これは知の共
有化＝「集合知」を活用した開発スタイルであり，現
実にもIT企業にとってOSSを活用した開発スタイルは
市場や利益創造のもたらし方を変革している．
日 本 に お い て も IT 企 業 の OSS へ の 関 与 は ， 当 初
（1990年代末から2000年代前半にかけて）はOSSの活
用によるコスト削減の側面が強かったが(野田, 2008参
照)，近年は「国産」のプログラミング言語Rubyや
Web開発フレームワークRuby on Railsによる開発案件
の拡大などもあり，これらのOSSの開発過程への貢献
も進んでいることが考えられる．そこで，日本のIT企
業においてOSSの活用と，さらに開発への貢献度の調
査，そしてこれが企業の収益～成長へ与える影響を調
べることが求められる．本稿は2012年10月から12月に
日本の情報サービス企業に対して行った「オープンソ
ース・ソフトウェア（OSS）活用実態調査アンケー
ト」の調査結果を基に，日本のIT企業におけるOSSの
活用と開発貢献，および企業成長との関係を分析した
ものである．

２．IT企業とOSS：Open Innovationと開発貢献
(1) IT 企業と OSS：Motivation から Innovation へ
OSSは企業組織の境界を超えたBazaar型の開発方式
で，開発者の知が共有化されることによって開発が進
められており、この開発者の開発動機＝Motivationに
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が期待され得る．そこでOSSのビジネスモデルにおい
て開発貢献が最も大きな効果を生み出すことになる．

境界が曖昧化し，外部の研究開発と内部の研究開発と
が結合するOpen Innovationによれば，知識の流入と流
出を自社の目的にかなうように利用して，社内イノベ
ーションを加速するとともに，イノベーションの社外
活用を促進する市場を拡大する(Chesbrough, 2006)．
Open Innovationでは自社以外の研究成果，すなわち外
部資源が結び付くことで付加価値が作り出されている
一方，自社内では市場へ至らなかった研究成果は外部
へと公開される．
OSSの開発は企業や組織の枠を超えた開発方式であ
るが，この開発プロセスに企業の関与＝開発への貢献
が拡大してくるということは，企業戦略としてはOpen
Innovationの一形態と見なされるであろう．OSSは，こ
れを活用する企業側にはコスト削減要因となるが，
OSSへの企業の関与・貢献は，開発者が「贈与」とし
て蓄積した労働の成果に企業の新たな「貢献」が加わ
ることになる．

図2 OSS開発のコスト構造 (Chesbrough, 2006より作成)

図2はChesbrough(2006)に依拠して企業のソフトウェ
ア開発の構造を示したものである．いうまでもなく企
業は自社の製品の独自性ならびに競争優位を確立させ
ることで競争している．ここでクローズドイノベーシ
ョンを仮定したものが，図2における左の図である．
ここでは自社の収益と開発コストとの関係が示されて
いる．しかし，技術革新あるいは新興国の台頭でハー
ドワェアの価格が低下し，競争圧力により収益が低下
していることが見て取れる．さらに競争激化により収
益確保にはさらなる開発コストが必要であることも中
央の図は示している．
そしてOSS活用は図2においては右の図で示される
ことになる．まずOSSはオープンな標準であるので，
ここで競争原理が作用し開発コスト削減が期待できる．
これは図中の①の効果で示されている．ここで削減さ
れたコストのすべてあるいはその一部を開発貢献に回
した場合，これは図中の②で示される．開発コストの
シェアならびにレバレッジ効果によるさらなる収益拡
大が見込まれることと考えられる．この効果は図中の
③で示される．そのために同じ開発コストで付加価値
は低下することになる．そこで，企業は外部技術を利
用しレバレッジ効果を得ている．すなわち，開発コス
トはシェアされていることで社内開発コストを減らし，
それをシェアされる開発コストへと振り向けることで
付加価値を上昇させる形で生産性を高めることになる．

(2) OSS の開発のコスト構造と企業の開発貢献
工内(2010)はOSSのビジネスモデルについてエンド
ユーザーとして使用，ビジネス活用，開発貢献の観点
から考察を行っている．

図1 OSS活用のビジネスモデル(工内, 2010より作成)
図1はOSSに関連するビジネスモデルを表している．
横軸は経済効果の大きさと表し，縦軸はコストの高低
を表している．
第一段階はエンドユーザーとして使用するものであ
る．ここでは，他の商用ソフトワェアと同じように，
単に「使って終わり」というものである．OSSの活用
がコスト低下に寄与する．
第二段階はビジネスの活用を目指すものである．ビ
ジネスモデルとしては例えば，アプリケーション開発，
ザポート，システム構築等が考えられる．OSSはソー
スコードが公開されているため，それを活用すること
で必要な機能を拡張することが可能である．ここでは，
ビジネスを目的としたものであるので，第一段階と比
較して経済効果は大きいが，そのための人員，設備が
必要となるためコストは上昇する．
第三段階は開発参加であり，最も大きな経済効果を
生み出すことになる．具体的には，バグ修正やパッチ
提供をはじめとしたOSS開発への直接的な関与の他，
コミュ二ティへの人的・財政的支援を通じてコミュ二
ティと課題共有をすることである．このことにより
「集合知」が形成されてOSSの機能拡張，安定性上昇

３．IT企業におけるOSSの活用と開発貢献の調
査と考察
(1) 調査方法
本稿では，米国の大手IT企業と同様に，日本におい
てもITソリューションの供給を行うIT企業において，
OSSの活用だけでなくOSSの開発プロセス自体への貢
献も進んでおり，OSSの活用度が高い企業ほどOSSの
開発貢献が高いということを仮定する．さらにOSSの
活用と開発貢献が企業成長に与える影響を調査するこ
とも目的とする．
そこで，OSSの活用と開発貢献，および企業収益と
の関連を分析することを目的するためにOSSの活用自
体は既に高いことが予想されるOSS関係のIT企業の全
国組織であるOSSコンソーシアム加盟企業，またRuby
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（いわゆるフリーライダーとなっている）ことを示し
ている．一方，それぞれの OSS で 2 割近くの IT 企業
が僅でも OSS の開発に貢献しているのも事実である．

による産業振興を進めている中国地方の情報サービス
産業協会加盟企業，福岡Rubyビジネス拠点推進会議加
盟企業，に対して「アンケート調査票」を送付した．
「調査票」はこれらのIT企業642社に送付され，回答
のあったIT企業は191社であった（回答率29.8%）．
「アンケート調査票」は各IT企業のプロフィール
（地域，企業規模，成長率），主要OSSであるLinux，
Apache HTTP Server ， デ ー タ ベ ー ス （ MySQL,
PostgreSQL他），Ruby，それ以外のプログラミング言
語 (Perl, Python, PHPなどのスクリプト言語），Ruby on
RailsのそれぞれのIT企業での活用度，および主要OSS
の開発貢献度を調査したものである．活用度に関して
は，それぞれのOSSの分野におけるそのOSSの活用割
合（例：サーバOSとしてLinuxを活用しており，他の
サーバOSも含めた活用のうちLinuxの活用割合）を，
またOSSの開発貢献に関しては，OSSの団体，コミュ
ニティなどに賛助金や会費などで直接投資している金
額および開発者が業務時間内にOSSの開発に貢献して
いる人件費 (人月換算したもの）等の合計費で金額換
算して聞いた．なお選択肢はすべて段階的に回答する
ものである．

図 4

日本の IT 企業における OSS の開発貢献度 回答企業

191 社における開発貢献(金額換算)毎の企業数

(2) OSS の活用と開発貢献
調査対象の IT 企業自体が OSS や Ruby による開発に
関わる企業団体に加盟している企業であるため，OSS
の活用自体は高く，特に Linux や Apache HTTP Server，
データベースの活用は 50%近くの割合で OSS を活用
している企業が全体の 3 割前後であり，また 7 割から
8 割の企業がこれらの OSS を活用している（図 3 参
照）．これに比べて Ruby と Ruby on Rails の活用度は
低いが，これは調査対象の IT 企業が，SI サービスソ
フト（システム構築），ソウェア開発，ソフトプロダ
クト開発・販売からネットワークサービスまで幅広く，
これに対して現状では Ruby と Ruby on Rails の活用分
野は Web アプリケーション開発などのネットワーク
関連の業務に偏っているからである ．

(3) OSS の活用と開発貢献の関係
次に，それぞれのOSSの活用と開発貢献の関係（相
関）であるが，LinuxやApache HTTP Server，データベ
ースなど活用割合の高かったOSSの相関は弱い．これ
に対して，プログラミング言語の相関は強く，特に
RubyとRuby on Rails，そしてRubyとRuby on Rails 相互
間の活用と開発貢献の相関が高い（表1参照）．
表1

主要OSSの活用と開発貢献の相関
開発貢献

Linux

Apache

データベース

Ruby

その他言語.

RoR

Linux

.136

Apache

.151

-.002

.004

.128

.083

.110

.135

.054

.149

.125

データベース

.111

.050

-.016

.052

.132

.098

.105

Ruby

.031

-.013

.007

.324**

.114

.351**

その他言語

.144

.161*

.189*

.099

.272**

.140

Ruby on Rails

.087

.086

.065

.331**

.159

.420**

活用

スピアマン順位相関

** 1%水準有意, * 5%水準有意

日本のIT企業ではLinuxやApache HTTP Server，デー
タベース（MySQL, PostgreSQL他）は既に活用が進ん
でいる分，そのビジネス分野での評価も商用のソフト
ウェア同様に進んでいることが考えられる．もちろん
これらのOSSは，冒頭に述べたLinuxカーネルの開発に
見られるように，世界的なコミュニティによって，米
国の大手IT企業を中心とした開発貢献によって進めら
れているのであるが，日本のIT企業の多くはこの過程
には関わることなく，その活用を進めている実態が明
らかとなった．
これに対して，Rubyはその開発が日本のコミュニテ
ィを中心に行われており，そしてRubyを活用する企業
にとっては（活用度は他のOSSに比べて低いが），
Rubyの開発自体にも関わりやすい状況にある．これは
Ruby on Rails，またRubyとRuby on Railsとの関係につ

図 3 日本の IT 企業における OSS の活用度(OSS の活用割合)
回答企業 191 社における活用度(%)割合毎の企業数

OSS の開発コミュニティへの貢献に関しては，日本の
IT 企業の貢献度は，その活用度に比べて低い（図 4 参
照）．OSS の活用割合に比べて OSS 開発貢献度が低い
という事実（OSS の開発貢献なしと回答した企業がす
べての OSS において 7 割前後）は，多くの日本の IT
企業が OSS への開発貢献なしに OSS を活用している
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業はこの開発にも貢献している．ただし，開発への貢
献は未だ企業の成長に結びついていないことも明らか
となった．
今後はこれらのOSSの種類の違いと，IT企業内での
業種，OSS活用の目的の違いによって，それぞれの
OSSの活用と開発貢献が企業成長に与える効果の違い
を分析することが求められる．また，今回は単年度の
調査によって企業の成長指標を順位データとすること
で相関分析を行ったが，OSSの活用と開発貢献が企業
の成長に与える分析フレームワークを導出するために
は，企業の成長指標に関する経年データが必要とされ
る．OSSの活用と開発貢献に関する統計データは現状
では企業アンケート調査によってしか収集できないが，
今後も同様の調査を継続していくことで，OSSの活用
と開発貢献が企業成長に与える影響をダイナミックに
分析することが求められる．

いても同様である．また，この結果はRubyやRuby on
Rails が Linux や Apache HTTP Server ， デ ー タ ベ ー ス
（MySQL, PostgreSQL他）などのOSSに比べて，日本
のIT企業によってビジネス分野でまだ評価をされてい
ないことも意味している．すなわち，RubyやRuby on
Railsを活用するIT企業にとっては，これを有効に活用
するためにはその開発過程にも参加・貢献してRubyや
Ruby on Railsを評価（Evaluate）することが求められて
いることが考えられる．
(4) OSS の活用・開発貢献と企業成長の関係
OSSの活用・開発貢献と，企業の成長指標として売
上高成長率（前年度比），売上高成長率（次年度見
込），従業員伸び率（前年度比），従業員伸び率（次
年度見込）との関係（相関）を調べた．その結果，
OSSの活用と企業の成長指標との関係は，総じて相関
は低いが，その中で売上高成長率（次年度見込）との
相関が表れている．一方，OSSの開発貢献と企業の成
長指標では全く相関が表れていないことが明らかとな
った.
表2

参考文献
1)

Imperative for Creating And Profiting from Technology,
Harvard Business School Press.（大前恵一朗訳『 OPEN

主要OSSの活用と企業成長の相関

INNOVATION―ハーバード流イノベーション戦略のす

売上高成長率
（前年度比）

売上高成長率
（次年度見込）

従業員伸び率
（前年度比）

従業員伸び率
（次年度見込）

.191*
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.220**
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.079
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.066

データベース
Ruby
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**
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.214**
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.113

その他言語
Ruby on Rails
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.061
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日本のIT企業においてOSSの活用は一般的になって
いる．その結果，コスト削減のためにのみOSSを活用
することは競争優位を得る要因ではなくなっている．
IT企業にとってOSSを活用したITソリューション市場
で優位性を獲得するためには，OSS自体への知識，開
発力を高める必要があり，そのためにOSSの開発プロ
セス自体に関与することは避けられない．しかしなが
ら，今回のOSS活用実態調査アンケートによって，
LinuxやApache HTTP Server，データベース（MySQL,
PostgreSQL他）などの主要OSSは，日本の多くのIT企
業にとってまだ活用対象であり，また活用のみによっ
て利益（売上高見込）を得られることが明らかとなっ
た．これに対して，Rubyを含むスクリプト言語やWeb
開発フレームワークのRuby on Railsは，一部の日本の
IT企業にとって活用対象であり，また活用している企

7)

野田哲夫 (2012):「集合知とオープンイノベーションに
よるビジネスモデルの学際的研究～オープンソース・
ソフトウェア研究の展開を通じて」『社会情報学』第 1
巻 2 号，pp.19-26.

8) 福 安 徳 晃 (2011): 『 オ ー プ ン ソ ー ス 経 済 モ デ ル 』
<http://www.ospn.jp/osc2011spring/pdf/osc2011spring_the_linux_foundation.pdf> Accessed
2013,May 31.
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公立病院経営はDPCにより改善するか
The Influence of DPC to the Public Hospital Management
1

○今井正浩
Masahiro IMAI
1

群馬県立がんセンター

Gunma Prefectural Cancer Center

Abstract The DPC system now spread throughout public hospitals in the country. But, is this good
for public hospital management? So, I compared fluctuations between management indexes of the
hospitals that introduced DPC in 2009 and the ones that did not introduce it in 2008 and in 2010. The
result is that the hospitals that introduced it are better and more improved that the hospitals that did
not introduce the system. The major factor of the difference is that the income from the impatient per
day is increaseing more in the hospitals with the DPC system.
キーワード

ＤＰＣ, 公立病院,

経営指標, 入院収益, 平均在院日数

１．はじめに

このように、ＤＰＣは、医療機関ごとの個別の事情
を考慮しつつも、同じ疾患であれば治療に必要な費用
も同一で、標準化できるという観点から設計された制
度であり、かつ、医療資源の効率的な利用を促進する
ために、急性期ほど診療報酬が高く設定され、医療者
側に、患者を早期に退院させ、病床の回転率を高める
インセンティブが働く制度となっている。また、織邊
(2011)が指摘するように、ＤＰＣの下で収益を確保す
るために、料金収入の約25％を占める薬品費について、
後発薬への切り替え等が進む可能性もある。
このように、ＤＰＣは、国全体の医療費を抑制した
い厚生労働省の政策方針から考えても、今後、一部の
基幹病院から、中小の病院にまで幅広く浸透していく
ことが予想される。こうしたことから、小竹(2006)は、
急性期医療を志向する病院にとって生き残っていくた
めの必須条件であると指摘している。
それでは、実際に公立病院において、ＤＰＣを導入
すると病院全体の収支等の経営状況にどのような変化
が生じるのであろうか。このことを総計的に検証し、
今後の公立病院におけるＤＰＣ導入への参考とするこ
とが本稿の目的である。

診療報酬制度の中の包括医療費支払い制度
（Diagnosis Procedure Combination、以下「ＤＰＣ」と
いう）とは、平成１５年に閣議決定により導入され、
急性期入院医療を対象とした診療報酬の包括評価制度
である。試行段階を経て、順次、対象病院が拡大し、
平成２５年４月１日現在でＤＰＣを導入している病院
は１,４９６病院となっている。また、将来ＤＰＣを
導入するため、ＤＰＣ準備病院の指定を受けている病
院は、同時点で、２４４病院あり、これを合わせると
ＤＰＣに参加もしくは参加を予定している病院は
１,７４０病院となる。厚生労働省の平成２２年度我
が国の保健統計によれば、平成２１年の病院数は
８,７３９施設であるので、病院の２０％にＤＰＣが
拡大していることになる。現在、わが国で導入されて
いるＤＰＣは、従来の診療行為毎に定められた点数を
もとに計算する「出来高払い方式」とは異なり、入院
期間中に治療した病気の中で最も医療資源を投入した
疾患を決めて、１日あたりの定額の報酬からなる包括
評価部分(入院基本料、検査、投薬、注射、画像診断
等)と、出来高評価部分(手術、内視鏡検査等)を組み
合わせて診療報酬を計算する方式である。現在、
５１６疾患について２,２４１の診断群分類が設定さ
れており、１日当たりの包括評価の診療報酬が決めら
れている。原則として、診断群分類ごとの１日当たり
点数（１点＝１０円）は、入院日数に応じて３段階の
点数が設定され、診断群分類の入院日数の２５パーセ
ンタイル値までは平均点数に１５％加算し、平均在院
日数を超えた日からは、前日の点数の８５％で算定す
ることとなる。また、現在は、ＤＰＣ導入へのインセ
ンティブや医療機関のばらつきの吸収のために医療機
関ごとに調整係数が定められ一定の割り増しがなされ
ている。厚生労働省が最終的に描くＤＰＣの姿は、こ
れらの調整係数を廃止し、新たに医療機関群別の基礎
係数と診療実績や医療の質的向上、人員配置等の医療
機関単位の質的向上等を評価する機能評価係数を設け
るというものである。

２．先行研究
ＤＰＣについては、これまで様々な観点から評価や
議論がなされてきた。最近では、藤村(2010)や三宅
(2010)、朽木(2011)のように、虚血性心疾患、脳卒中、
大腸がんなど特定の疾患を取り上げて収支分析を行っ
たもの、また、前出の織邊(2011)のように薬品部門と
いう特定の部門を取り上げたもの、林（2011）のよう
に、特定の病院の心疾患症例をベンチマークし分析し
たものなどがある。また、本稿と同じく、公営企業年
鑑のデータを用いて、ＤＰＣの経営面への影響を考察
したものに前田（2009）がある。前田は、平成18年度
に導入した病院について経営指標の分析を行い、ＤＰ
Ｃ導入病院は、調整係数があるにもかかわらず、他病
院に比べて優位になったとはいえないとしている。前
田が分析対象とした公立病院は５９４病院で、そのう
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ち導入病院は３２病院のみで、準備病院が２１９病院
の計２５１病院であったこと、その後、診療報酬の改
定があったことから、本稿では、現時点で利用可能な
直近のデータを使い分析を試みる。

経営指標をみると、導入病院と未導入病院の間で、
患者１人１日当たり外来収入を除いて、全ての指標に

表 4.1 DPC 導入病院と未導入病院の比較
（平成 22 年度）

３．分析方法
分析に用いたデータは、総務省の地方公営企業年鑑
の平成２２年度版と平成２０年度版である。
分析対象として選んだ経営指標は、収支に関する指
標として、医業収支比率 （１） 、経常収支比率（２）、実
質収益対経常費用比率 （３） である。 （４） 次に、病院の
効率性を示す指標として、一般病床における平均在院
日数及び病床利用率、収入に関する指標として患者１
人１日当たり入院収入及び外来収入、費用に関する指
標として患者１人１日当たりの投薬と注射を合わせた
薬品費である。薬品費を指標として選んだのは、投薬、
注射がＤＰＣの包括評価部分に含まれていることと、
年度比較を行う際、分析対象の間で、これが大きく変
化すれば、出来高払い制を導入しているＤＰＣ未導入
病院の収入は、その費用が転嫁されるため、収支の差
を単純に比較できないと考えたからである。
対象とする公立病院については、過疎地等の不採算
地区に医療を提供することを目的とする不採算地区病
院は除外した。
分析方法は、病院の経営指標の平均値を算出し、そ
の結果について有意水準を５％として、導入病院と未
導入病院の間に有意な差がみられるか統計的検定を行
った。
単年度の比較では、これまでＤＰＣを導入した病院
は、相対的に経営成績が良い病院であると考えられる
ため、平成２１年度にＤＰＣを導入した１３４病院に
ついて、導入した翌年の平成２２年度決算と、導入前
の平成２０年度決算の経営指標の数値を比べて改善し
たかどうかを調べた。そして、比較のために、同じ期
間において、ＤＰＣを導入していない病院の経営指標
の変化も同様に調べた。対象とする病院については、
総務省が地域における基幹病院、中核病院と位置づけ
る一般病床数３００床以上の病院とした。病院数は、
偶然にも、導入病院と同じ１３４病院となった。なお、
現時点でＤＰＣの対象となっていない精神専門病院は
除いた。この分析では、ＤＰＣを導入した病院の一般
病床数の平均値は３７０床、未導入の病院の平均値は
３３６床となった。

項目
導入病院
の平均
n=218
未導入病
院の平均
n=299
差

項目

医業収支
比率
（％）*

経常収支比
率（％）*

実質収益
対経常費
用比率
（％）*

平均在院日
数(日)*

93.7

99.5

88.0

14.5

84.4

95.6

80.6

19.1

9.3

3.9

7.4

△ 4.6

病床利用
率(一般病
床)（％）
*

患者１人１
日当たり入
院収入
（円）*

患者１人
１日当た
り外来収
入（円）

導入病院
の平均
79.1
47,158
11,883
n=218
未導入病
院の平均
70.8
36,317
12,708
n=299
差
8.3
10,841
△ 825
*のついた項目は、５％有意であることを示す。

患者１人１
日当たり薬
品費（投
薬・注
射)(円)*

3,349

2,579
770

有意差がみられた。収支に関する比率では、特に医業
収支比率と実質収益対経常費用比率について、大きな
差が見られた。経常収支比率の差が縮小するのは、地
方自治体からの繰入金によるためで、未導入病院は、

表 4.2 DPC 導入病院の比較
（平成 22 年度-20 年度）
項目
平成 22 年
度
平成 20 年
度
差

項目

４．分析結果

平成 22 年
度
平成 20 年
度

平成２２年度において、平成１８年度から２１年度
までにＤＰＣを導入した導入病院と導入しない病院を
比較した結果が表4.1である。平成２１年度までにＤ
ＰＣを導入した病院の一般病床数の最大値は９７５床、
最小値は９０床、平均値は４０７床であった。一方、
ＤＰＣを導入していない病院の一般病床数の最大値は
８２５床、最小値は１０床、平均値は２６９床であっ
た。ＤＰＣを導入している病院は、これまでのところ、
病床規模が大きい病院であり、地域の拠点病院や中核
病院が多く導入していることが伺える。

差

医業収支
比率
（％）*

経常収支
比率
（％）*

実質収益
対経常費
用比率
（％）*

平均在院
日数(日)*

92.6

98.7

86.3

14.7

89.5

94.9

83.3

15.5

3.1

3.8

3.0

△ 0.8

患者１人
１日当た
り外来収
入（円）*

患者１人
１日当た
り薬品費
（投薬・
注射)(円)

病床利用
率(一般
病床)
（％）

患者１人
１日当た
り入院収
入（円）*

76.7

45,189

11,260

3,065

77.2

40,434

10,472

3,036

△ 0.5

4,755

788

29

*のついた項目は、５％有意であることを示す。
n=134

繰入金により収支が改善していることがわかる。
平均在院日数も、導入病院では、１４．５日と、未導
入病院に比べて、４．６日短かった。病床利用率につ
いても導入病院の方が、８．３％高かった。入院収入
については、１０,８４１円と大きな差があった。Ｄ
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ＰＣの下では、入院初期ほど単位当たりの収入が多く
なるため、平均在院日数が短い方が全体の収入は多く
なる。加えて病床利用率が高いため、収支差はさらに
開くことになる。一方で、外来収入には差がないため、
導入病院と未導入病院の収益力の差は、主に入院収入

表 4.3 DPC 未導入病院の比較
（平成 22 年度-20 年度）
項目
平成 22 年
度
平成 20 年
度
差

項目

平成 22 年
度
平成 20 年
度
差

医業収支
比率
（％）

経常収支比
率（％）*

実質収益
対経常費
用比率
（％）

平均在院
日数(日)

87.3

96.4

81.2

16.7

86.7

93.7

80.4

17.3

0.6

2.7

0.8

△ 0.6

病床利用
率(一般病
床)（％）

患者１人１
日当たり入
院収入
（円）*

73.2

41,933

10,985

3,032

73.7

38,882

10,288

2,966

△ 0.5

3,051

697

66

患者１人
１日当た
り外来収
入（円）

患者１人
１日当た
り薬品費
（投薬・
注射)(円)

*のついた項目は、５％有意であることを示す。
n=134

によって、もたらされていると推察できる。これと、
ＤＰＣが、入院基本料、検査、投薬、注射、画像診断
などの入院に係る費用を対象としているということを
考慮すると、平成２２年度時点の比較では、導入病院
の方が経営成績が総じて良好であると言え、それは、
ＤＰＣによって入院収益に関する項目が改善されてい
ると推察する。薬品費は、導入病院の方が、未導入病
院よりも７７０円、率にして３０％高かった。このこ
とは、導入病院は、地域の拠点病院等が多くを占め、
こうした病院では、より専門的で高度な医療が行われ
ていることが関係していると推察する。
次に、平成２１年にＤＰＣを導入した１３４病院に
ついて、導入後の平成２２年度決算と導入前の平成
２０年度決算において、各経営指標を比較した結果が
表4.2である。収支に関する指標である医業収支比率、
実質収益対経常費用比率をみると導入前よりも導入後
の方が、それぞれ３.１％と３.０％高くなっている。
経常収支比率は３．８％伸びているが、これは繰入金
の変動によるものである。平均在院日数は、導入前に
比べて、△０．８日、率にして５．２％短縮された。
一般病床の病床利用率には、有意差は認められなかっ
た。入院収入は、４，７５５円、率にして、
１１．８％と導入前に比べて、大幅な増加となった。
外来収入も７８８円と増加が見られたが、入院収入が、
１１．８％増加したのに対して、外来収入は７．５％
と増加の程度は小さかった。一方で、患者１人当たり
薬品費は差がなかった。こうしたことから、導入病院
は、主に入院収入の増加によって収支が改善し、ＤＰ

Ｃ導入が収支改善に貢献したことが推察できる。
次に、未導入の１３４病院について、平成２２年度
と平成２０年度における経営指標を比較したのが表
4.3である。平成２２年度と平成２０年度で有意差が
認められたのは、経常収支比率と入院収入であった。
収支に関する項目のうち、経常収支比率だけに差があ
るということは、この間の病院の収益力に変化はなく、
主に繰入金が変化したことになる。また、入院収入は、
３，０５１円増加した。また、薬品費に差がないこと
から、この要因は、平成２２年度の１０年ぶりのネッ
トプラスの改定によるものと考えられる。（５） しかし、
導入病院では、４,７５５円増加しており、増加の程
度が、導入病院の方が１,７０４円、率にして５６％
高く、主にこのことが、導入病院と未導入病院の収支
に関する指標の差となっていると推察できる。
一方で患者１人１日当たり薬品費には差がなく、こ
の間に後発医薬品の採用など、変動費の大きな部分を
占める薬品費を削減しようとした形跡は認められない。
にもかかわらず、医業収益に占める薬品費の割合の平
均値を算出したところ、導入病院では、平成２０年度
から平成２２年度の間に、１３．１％から１１．６％
に、未導入病院では、１２．８％から１２．４％にな
っており、導入病院の医業収益中の薬品費割合には有
意差が認められた。これは、現行のＤＰＣの下では、
変動費を削減しなくても、医業収益の方が上る結果、
変動比率が下がり、病院の経営体質が強化されている
ことを示す。今後、調整係数の段階的な縮小などによ
り、こうしたことは是正されると考えられるため、特
に、ＤＰＣを導入した公立病院においては、導入によ
り一時的に収支が改善しても、後発医薬品の採用など、
変動費を削減する努力をする必要がある。

表 4.4 導入（H21）病院と未導入病院の比較
項
目

医業収支比
率（％）

経常収支比率
（％）

H22

H20

H22

H20

H22

H20

H22

H20

○

○

○

×

○

○

○

○

92.
6

89.
5

98.7

94.9

86.3

83.3

14.7

15.5

87.
3

86.
7

96.4

93.7

81.2

80.4

16.7

17.3

差

5.3

2.8

2.3

1.2

5.1

2.9

△ 2.0

△ 1.8

項
目

病床利用率
(一般病床)
（％）

年
度
５
％
有
意
導
入
未
導
入

年
度
５
％
有
意
導
入
未
導
入
差
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患者１人１日当
たり入院収入
（円）

実質収益対経常
費用比率（％）

患者１人１日当
たり外来収入
（円）

平均在院日数
(日)

患者１人１日
当たり薬品費
（投薬・注
射)(円)

H22

H20

H22

H20

H22

H20

H22

H20

○

○

○

×

×

×

×

×

76.
7

77.
2

45,18
9

40,43
4

11,260

10,47
2

3,06
5

3,036

73.
2

73.
7

41,93
3

38,88
2

10,985

10,28
8

3,03
2

2,966

3.5

3.5

3,256

1,552

275

184

33
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最後に、導入病院と未導入病院の間において、平成
２２年度と平成２０年度の経営指標の数値を比較した
のが表4.4である。これらのうち、導入病院と未導入
病院の間で、平成２０年度に有意差が認められず、平
成２２年度に有意差が認められた項目は、経常収支比
率と入院収入である。導入病院と未導入病院の患者1
人1日当たり入院収入の差をみると、平成２０年度に
は、１,５５２円であったものが、平成２２年度には
３,２５６円に拡大している。一方で、患者１人１日
当たり外来収入は、導入病院と未導入病院の間で、平
成２０年度と平成２２年度共に、有意差が認められな
かった。こうしたことから、導入病院では、ＤＰＣ導
入による入院収入の増加により、医業収支比率及び実
質収益対経常費用比率が改善したと推察できる。

善する努力が求められるが、一方で、公立病院は、独
立採算制の下で政策医療を担っている側面がある。政
策医療部分の損失に対しては地方自治体からの繰入金
で補填する制度はあるが、地方の厳しい財政状況から
査定により減額されることが多く、損失部分が全額補
填されることは少ない。また、公立病院は、高度化す
る地域住民の医療ニーズに対応していかなければなら
ず、今後も高水準の設備投資が必要である。公立病院
としては、こうした事情を踏まえながら、一方で、Ｄ
ＰＣへの対応を行っていく必要があり、個々の病院に
おけるマネジメント機能の強化が、これまで以上に必
要になろう。

補注
（１）医業収支比率＝（医業収益÷医業費用）×１００

５．まとめ

（２）経常収支比率＝（経常収益÷経常費用）×１００

ＤＰＣ導入病院と未導入病院について、８つの経営
指標を取り上げて、その差異を考察した。もちろん、
この差がＤＰＣ導入によってのみ、もたらされたとは
いえず、また、現状のＤＰＣは、経過的措置として医
療機関ごとの調整係数が適用されているが、導入病院
では、入院収入の改善を通じて、収支に関する指標が
改善し、未導入病院との収益力の差が開いたと考えら
れ、公立病院において、ＤＰＣが病院の経営成績の向
上に影響していると推察できる。
ＤＰＣは、未だ確立した制度ではなく、厚生労働省
の研究班によって改善に向けた検討がなされている。
しかし、今後、内容は変化しながらも順次拡大してい
くことが予想される。このため全ての公立病院にとっ
て、ＤＰＣに対する検討は不可避である。
川渕(2005)は、ＤＰＣの制度的な柱は、疾患別に定
められた 1 日あたりの報酬金額を入院日数によって変
動させ、疾患別の平均的な入院日数よりも短い場合に
は診療報酬の点数を加算し、逆に長い場合には点数を
減算することが柱であり、いわゆる“アメとムチ”の
方式とし、この制度の下では病院側に重症患者を避け
るインセンティブが働き矛盾が多いと批判している。
このような実証分析は、筆者の調べた限りではなかっ
たが、地方自治体によって設立された公立病院が、Ｄ
ＰＣを導入したことで収支は改善しても、地域住民の
医療の質を低下させるようであってはならない。松田
(2011)が指摘するように、ＤＰＣを経営管理のツール
として、これを用いて診療報酬制度を可視化し、改善
策をたてることで、より良い医療を提供することに繋
げていかなければならない。また、確かに川渕のよう
な懸念はあるものの、これまでの診療報酬の出来高制
のもとで、患者に対する検査漬け、薬漬けなど過剰医
療の弊害も多く指摘されてきたところであり、我が国
の高齢化が進展する中で、健全な財政運営を考えた場
合、医療制度の効率化は、大きな課題である。
但し、ＤＰＣを導入した公立病院においても、医業
収支比率と経常収支比率は依然として１００％を下回
り、費用が収益を上回っている状況である。これにつ
いては、前述のとおり、薬品費などの費用の低減や平
均で７割台の病床利用率の改善などにより、収支を改

（３）実質収益対経常費用比率＝
（（経常収益－他会計繰入金）÷経常費用）×１００
（ ４）医業収支比率、経常収支比率、実質収益対経常費
用比率は、高いほど 経営成績は良く 、これらが
１ ０ ０ ％ を 下 回 る こ と は 、 費用が収入を上回る、い
わゆる赤字の状態を示す。
（５ ）この年の改定率は医科で 、平均＋１．７４％ 、こ
の う ち 入 院 ＋ ３ ． ０ ３ ％ 、 外来＋０．３１％ であっ
た。
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オンライン家計簿ココマネにおける消費行動パターンの分析
An Analysis of Consumer Behavior on Cocomane.
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This paper studies on consumer behavior by using the online-household-account-book
Abstract
“cocomane”. We try to classify cocomane-users into three types. The Black household, the Silver household
and the Green household. The Black household is lending from consumer finance. The Silver household is
over 70 ages. The Green household is act thinking “global environment”. By analyzing three type’s
households’ account book, we propose more data-oriented consumer policy.
キーワード
計

オンライン家計簿,ライフサイクル仮説, ブラック家計, シルバー家計,グリーン家

１． はじめに

いて経済理論・社会情報学的な立場からの研究が求め
られている．
高齢者の消費（シニア消費）を分析した先行研究と
して安田(2003)があげられる．「生きがい」という観
点からシニア消費を研究している点で，安田(2003)の
研究は評価できる．
以上のような先行研究に対して，本稿が加えられる
新しい視点は，ブラック家計，シルバー家計，グリー
ン家計という観点で，従来の消費者金融依存家計やシ
ニア家計，グリーンコンシューマーといった家計分類
に基づく研究を，オンライン家計簿分析という視点で
再解釈した上で，今後の日本社会に求められる新しい
サービス像を社会情報学の観点から探ることである．

(1)研究目的と課題設定
ココマネとはNTTメディアサプライ社の提供するオ
ンライン家計簿のサービスで，登録ユーザー数は20万
を越える.本研究では，喜連川プロジェクトの一環と
して，オンライン家計簿ココマネの消費パターンの分
析を行う．
特に，家計運営に問題があり，消費者金融などから
借金をしている低所得層の家計をブラック家計，７０
歳以上の単身家計をシルバー家計，省エネを心がけ，
環境にやさしい生活を行っている家計をグリーン家計
と定義し，ブラック家計，シルバー家計，グリーン家
計の消費行動を分析する．ブラック家計，シルバー家
計，グリーン家計の消費行動パターンの特性を明らか
にすることが課題である．
ココマネのデータをもとに消費行動パターンの特性
を明らかにできれば，消費者向けの新しいサービスや
データに基づく消費者向けの政策立案に役立てること
ができる．

２． ブラック家計の家計簿分析

(2)関連する先行研究
消費に関するライフサイクル仮説を提唱した研究と
して，Modigliani & Brumberg(1954)の研究がある．
また日本における貧困研究の優れた文献として橘
木・浦川(2006)があげられる．
日本のヤミ金融利用の実態に関する先行研究として
堂下・内田(2012)がある．堂下・内田(2012)の研究は，
消費者金融の利用のみならず，ヤミ金融の利用の研究
を行っている点で優れている．ヤミ金融を利用する
人々には，医療費，事業費等の緊急性の高い必要経費
の工面と，ギャンブル依存症の可能性のある資金需要
者と2パターン存在するという指摘は評価できる．
グリーンコンシューマーに関する代表的先行研究と
し て 長 棹 ・ 赤 塚 (2005) が あ げ ら れ る ． 長 棹 ・ 赤 塚
(2005)はグリーンコンシューマーに関する教育学的立
場からの研究であるが，グリーンコンシューマーにつ
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ブラック家計とは，借金やギャンブルなどの理由
で家計運営が健全ではなく，消費者金融に手を出して
いる主に低所得者層の家計である．
ただギャンブルの習慣があっても，高所得者層で趣
味の範囲内でパチンコをやっていても，あまり問題は
ない．ブラック家計とは，消費者金融などを利用し，
破産寸前の家計や，既に管財手続きを行いはじめてい
る家計を含めている．
典型例としては，消費者金融に手をだし，かつ年収
が150万円以下の家計である．
ココマネの利用可能な最新のデータ(2011.4-2012.3
の一年分のデータ)によると，消費者金融を利用した
と明示的に記録した家計は13家計であった(1)．エント
リ数（家計簿の見出し数）によると148 エントリであ
る．一方で，パチンコを利用したと家計をつけている
家計は130401エントリあり，ただパチンコをやってい
るだけでは，ギャンブル依存とは判定できず，サンプ
ル数も多い．そこで，消費者金融に手を出している家
計の特徴を重点的に洗い出すことにした．
ブラック家計の特徴は，平均年収275万円，月収に
直すと22万円であり，平均年齢は35歳（１３家計）．
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消費者金融を利用している家計の特徴は，年収が低い
ことにある．しかし，中には年収650万円や600万円の
ブラック家計も存在する．以後，ブラック家計の家計
簿を分析してゆこう．

呼ぶのは失礼かもしれない．この家計は途中でリボ払
いを完済している．

図４ ブラック家計簿４
図４は債務整理を行った失業中の家計である．３０代
の年収１５０万円の無職の夫婦．病気（体調不良）が
もとで仕事を続けられずに，無職に．
病気などのやむを得ない事情があって，失業して，
消費者金融に借入してしまったケース．
ブラック家計と一概に言っても，収入以上の消費を
行うために，趣味，嗜好などの理由で消費者金融から
自発的に借金しているケースもあれば，病気による失
業などのやむを得ない事情で消費者金融から借金して
いるケースなど，事情は多様である．
自発的にブラック家計行動をとっている家計に関し
ては，矯正的介入，何らかの事情があって非自発的に
消費者金融などから借金している家計には，例えば弁
護士や司法書士などのサービスが必要である．
ブラック家計は，緊急性の高い必要経費の工面のた
め非自発的に消費者金融を利用するタイプと，ギャン
ブルや嗜癖などの理由で自発的ないし継続的に消費者
金融を利用するタイプと2パターン存在する．
どちらのタイプにせよ，ブラック家計は一つの政策
的ターゲットとなる家計である．またこれまでブラッ
ク家計の研究は経済研究の主流ではなかったが，行動
経済学的視点をもとに標準理論から逸脱した「限定合
理的」行動を分析するという観点から，消費者行動の
分析の一つの研究分野として位置づけられる．

図１ ブラック家計簿１
この家計簿は，30代男性で年収は250万円．消費者
金融を利用しており，通常の家計簿と比べると，家計
がきちんと管理されていない印象を受ける．

図２ ブラック家計簿２
図2は典型的なブラック家計簿である．30代独身男性，
年収は350万円，消費者金融で借金をして，支出の25%
を「風俗」に利用していると記入．このような家計に
は，ナッジよりも強力な政策的介入が必要である．

３． シルバー家計の家計簿分析
シルバー家計とは，高齢者(70歳以上)が世帯主の
家計で，効率的な分析のため，本稿では単身世帯をお
もに扱う．日本の社会の消費の一翼を担う存在だが，
高齢であり，健康・介護リスクが高い世代である．
シルバー家計の分析関しては，絞り込みのため「無
職・単身」でかつユーザー属性(職業，都道府県，家
族構成)をきちんとつけている家計６７サンプルの行
動を分析する．
「無職・単身」の高齢者の家計は平均年齢７６歳，平
均年収は２５０万円．
それでは，単身男性高齢者の家計簿を分析してゆこ
う．

図３ ブラック家計簿３
図３は２０代の夫婦，年収６５０万円．リボ払いの利
用や，奨学金の未払いがもとで消費者金融を利用して
いる．一定以上年収があって，高い金利を払って借金
し，それを返済しているのであれば，ブラック家計と
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４． グリーン家計の家計簿分析

図５ シルバー家計簿１
単身男性高齢者．年収３５０万円の家計の例．食費，
水道・光熱費と医療費が目立っている．「後期高齢者
医療保険料」が発生しているところが特徴．

グリーン家計とは，いわゆるグリーン・コンシュ
ーマーの家計であり，環境に配慮した生活を行う家計
である．
現実の家計は，多かれ少なかれグリーン家計の消費
傾向があり，エコバックの利用やたとえば太陽光発電
の利用，リサイクルショップの利用などに，グリーン
消費の傾向があらわれる．
本稿では，特に省エネをキーワードにグリーン家計
をピックアップして分析する．
以後，省エネというキーワードを家計簿に記入して
いる家計を省エネ・グリーン家計ととらえ，家計簿を
観察してゆく．

図８ グリーン家計簿1
図8は年収1100万以上の夫婦のみの家計で，持家で
ある．バランスのとれた支出をしている．年収や生活
に余裕がある方が，省エネや環境にやさしい暮らしに
関心を向けやすいという例にあたるだろう．
次に年収150万円以下のグリーン家計簿を見てみる．

図６ シルバー家計簿２
単身男性高齢者年収３５０万円の家計簿の例．食費
が支出の半分を越えており，エンゲル係数が高い．医
療費も特徴的である．

図７ シルバー家計簿３
単身男性高齢者年収３５０万円の家計簿の例．食費，
ファッションへの支出が目立っている．
シルバー家計の特徴は，医療費や食費，交際費など
に表れている．エンゲル係数は高め．年金生活が基本
で，冠婚葬祭などで交際費がかかるイメージである．
シルバー単身家計の家計簿の支出を決めるのは，年収
（年金）とライフサイクル(高齢)，持病の有無も影響
する．
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図9 グリーン家計簿２
年収150万円で，30歳独身男性．奨学金の返済やロ
ーン返済を行い，家計は厳しい．実家暮らしで，何と
か生活が持っている．節約のために，環境にも財布に
も優しい生活をしないといけいないパターン．
グリーン家計には，大きく分けて「生活に余裕があ
って，環境にやさしい暮らしを行うタイプ」と「生活
が厳しいために環境と懐にやさしい生活を行わざるを
得ないタイプ」の２パターンに分類されるのではない
か？
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シルバー家計は高齢化の進む日本社会にとって，彼
らが元気に消費生活を行い，安心して生活できるサー
ビスを提供することが重要な国の課題であり，本研究
がそのことの一助になれば幸いである．
オンライン家計簿を統計的に処理して，個々の家計
簿ではなく，統計データとして何が言えるか議論する
必要性がある．
今後の課題としてサービスイノベーションと消費者
行動の関係を考察することがあげられる．ブラック家
計，シルバー家計，グリーン家計という３つの分類に
対して，それぞれ金融サービス，高齢者向けサービス，
グリーンICTといった分野でのサービスイノベーショ
ンを活性化させることで，今後の日本社会で求められ
る新しいサービスのあり方が考案できるのではないだ
ろうか．

環境にやさしい生活を行った方が，本人にも社会に
も，環境にもためになる．グリーン家計を所得面で比
較することは興味深い．

５． 考察
ブラック家計とグリーン家計の共通の論点は所得と
関連して，自発的にブラック家計（またはグリーン家
計）となっているか，それとも非自発的にやむをえな
い事情でブラック家計（またはグリーン家計）となっ
ているかである．
一般に社会通念に照らして，グリーン家計は望まし
く，ブラック家計はあまり望ましくはない．
趣味・嗜好等が理由で年収以上の借り入れを消費者
金融を通じて日常的に行っている自発的ブラック家計
と，病気などの理由で失業してしまい，緊急的に消費
者金融に頼り，さらには負債整理に追われる非自発的
ブラック家計が存在する．
自発的ブラック家計は，社会的には介入が望ましい．
非自発的ブラック家計は弁護士，司法書士などを含め
た社会サービスの手助けを必要としている．
グリーン家計は，生活に余裕があって環境に目が向
くタイプと，生活のために節約や環境にやさしい生活
を強いられるタイプがある．グリーン家計を増やすに
は，環境省や自治体などが環境にやさしい暮らしに関
する情報提供をすることも重要である．企業の側もグ
リーン家計の動向を無視することはできない．
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補注
(1) エントリにただ「消費者金融」と記入している家計だ
けではなく，たとえば消費者金融各社との取引を記入
している家計の分析を追加的に行う必要がある．
(2) ナッジ(nudge)とは行動経済学の用語で，さりげなくよ
りよい選択肢を示唆し，介入するといった意味である．
詳しくは，Thaler&Sunstein(2008)を参照．

６． 結論
ブラック家計，シルバー家計，グリーン家計の家計
簿を帰納的に分析した．
ブラック家計は，ナッジ（温情主義的介入）では不
十分なくらい，深刻な家計が少数ながら存在する(2)．
シルバー家計は，年金で主に生活していて，食費や
医療費，それに冠婚葬祭に支出している．
グリーン家計は，生活に余裕があって環境にやさし
い生活を心がけている家計と，生活をするうえでやむ
を得ず環境と懐にやさしい生活をしている家計と２パ
ターン存在する．
家計簿をユーザー属性をもとに分類したが，ブラッ
ク家計，シルバー家計，グリーン家計共に実態は多様
であり，特にブラック家計とグリーン家計に関しては
自発的に，あるいは意図的に生活パターンを取ってい
る家計と，事情があって，非自発的に，このような生
活パターンをせざるを得ない家計と最低でも２パター
ン存在するのではないか．
自発的ブラック家計は，ナッジないしもっと強力な
政策的介入が必要である．非自発的ブラック家計は，
そこから抜け出すような政策的助言や補助を必要とし
ている．
自発的グリーン家計は，社会的にも個々の家計から
みても望ましい行動をとっている．非自発的グリーン
家計は，結果的に節約などの理由で環境にやさしい行
動をとっている．どちらの理由にしろ，グリーン家計
は社会的に見て望ましい行動である．
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1

1

○村舘靖之 ，須藤修
Yasuyuki MURADATE and Osamu SUDOH
1

東京大学大学院情報学環

Graduate school of interdisciplinary informatics ,the University of Tokyo.

This paper studies on consumer behavior by using the online-household-account-book
Abstract
“cocomane”. We try to classify cocomane-users into three types. The Black household, the Silver household
and the Green household. The Black household is lending from consumer finance. The Silver household is
over 70 ages. The Green household is act thinking “global environment”. By analyzing three type’s
households’ account book, we propose more data-oriented consumer policy.
キーワード
計

オンライン家計簿,ライフサイクル仮説, ブラック家計, シルバー家計,グリーン家

１． はじめに

いて経済理論・社会情報学的な立場からの研究が求め
られている．
高齢者の消費（シニア消費）を分析した先行研究と
して安田(2003)があげられる．「生きがい」という観
点からシニア消費を研究している点で，安田(2003)の
研究は評価できる．
以上のような先行研究に対して，本稿が加えられる
新しい視点は，ブラック家計，シルバー家計，グリー
ン家計という観点で，従来の消費者金融依存家計やシ
ニア家計，グリーンコンシューマーといった家計分類
に基づく研究を，オンライン家計簿分析という視点で
再解釈した上で，今後の日本社会に求められる新しい
サービス像を社会情報学の観点から探ることである．

(1)研究目的と課題設定
ココマネとはNTTメディアサプライ社の提供するオ
ンライン家計簿のサービスで，登録ユーザー数は20万
を越える.本研究では，喜連川プロジェクトの一環と
して，オンライン家計簿ココマネの消費パターンの分
析を行う．
特に，家計運営に問題があり，消費者金融などから
借金をしている低所得層の家計をブラック家計，７０
歳以上の単身家計をシルバー家計，省エネを心がけ，
環境にやさしい生活を行っている家計をグリーン家計
と定義し，ブラック家計，シルバー家計，グリーン家
計の消費行動を分析する．ブラック家計，シルバー家
計，グリーン家計の消費行動パターンの特性を明らか
にすることが課題である．
ココマネのデータをもとに消費行動パターンの特性
を明らかにできれば，消費者向けの新しいサービスや
データに基づく消費者向けの政策立案に役立てること
ができる．

２． ブラック家計の家計簿分析

(2)関連する先行研究
消費に関するライフサイクル仮説を提唱した研究と
して，Modigliani & Brumberg(1954)の研究がある．
また日本における貧困研究の優れた文献として橘
木・浦川(2006)があげられる．
日本のヤミ金融利用の実態に関する先行研究として
堂下・内田(2012)がある．堂下・内田(2012)の研究は，
消費者金融の利用のみならず，ヤミ金融の利用の研究
を行っている点で優れている．ヤミ金融を利用する
人々には，医療費，事業費等の緊急性の高い必要経費
の工面と，ギャンブル依存症の可能性のある資金需要
者と2パターン存在するという指摘は評価できる．
グリーンコンシューマーに関する代表的先行研究と
し て 長 棹 ・ 赤 塚 (2005) が あ げ ら れ る ． 長 棹 ・ 赤 塚
(2005)はグリーンコンシューマーに関する教育学的立
場からの研究であるが，グリーンコンシューマーにつ
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ブラック家計とは，借金やギャンブルなどの理由
で家計運営が健全ではなく，消費者金融に手を出して
いる主に低所得者層の家計である．
ただギャンブルの習慣があっても，高所得者層で趣
味の範囲内でパチンコをやっていても，あまり問題は
ない．ブラック家計とは，消費者金融などを利用し，
破産寸前の家計や，既に管財手続きを行いはじめてい
る家計を含めている．
典型例としては，消費者金融に手をだし，かつ年収
が150万円以下の家計である．
ココマネの利用可能な最新のデータ(2011.4-2012.3
の一年分のデータ)によると，消費者金融を利用した
と明示的に記録した家計は13家計であった(1)．エント
リ数（家計簿の見出し数）によると148 エントリであ
る．一方で，パチンコを利用したと家計をつけている
家計は130401エントリあり，ただパチンコをやってい
るだけでは，ギャンブル依存とは判定できず，サンプ
ル数も多い．そこで，消費者金融に手を出している家
計の特徴を重点的に洗い出すことにした．
ブラック家計の特徴は，平均年収275万円，月収に
直すと22万円であり，平均年齢は35歳（１３家計）．
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消費者金融を利用している家計の特徴は，年収が低い
ことにある．しかし，中には年収650万円や600万円の
ブラック家計も存在する．以後，ブラック家計の家計
簿を分析してゆこう．

呼ぶのは失礼かもしれない．この家計は途中でリボ払
いを完済している．

図４ ブラック家計簿４
図４は債務整理を行った失業中の家計である．３０代
の年収１５０万円の無職の夫婦．病気（体調不良）が
もとで仕事を続けられずに，無職に．
病気などのやむを得ない事情があって，失業して，
消費者金融に借入してしまったケース．
ブラック家計と一概に言っても，収入以上の消費を
行うために，趣味，嗜好などの理由で消費者金融から
自発的に借金しているケースもあれば，病気による失
業などのやむを得ない事情で消費者金融から借金して
いるケースなど，事情は多様である．
自発的にブラック家計行動をとっている家計に関し
ては，矯正的介入，何らかの事情があって非自発的に
消費者金融などから借金している家計には，例えば弁
護士や司法書士などのサービスが必要である．
ブラック家計は，緊急性の高い必要経費の工面のた
め非自発的に消費者金融を利用するタイプと，ギャン
ブルや嗜癖などの理由で自発的ないし継続的に消費者
金融を利用するタイプと2パターン存在する．
どちらのタイプにせよ，ブラック家計は一つの政策
的ターゲットとなる家計である．またこれまでブラッ
ク家計の研究は経済研究の主流ではなかったが，行動
経済学的視点をもとに標準理論から逸脱した「限定合
理的」行動を分析するという観点から，消費者行動の
分析の一つの研究分野として位置づけられる．

図１ ブラック家計簿１
この家計簿は，30代男性で年収は250万円．消費者
金融を利用しており，通常の家計簿と比べると，家計
がきちんと管理されていない印象を受ける．

図２ ブラック家計簿２
図2は典型的なブラック家計簿である．30代独身男性，
年収は350万円，消費者金融で借金をして，支出の25%
を「風俗」に利用していると記入．このような家計に
は，ナッジよりも強力な政策的介入が必要である．

３． シルバー家計の家計簿分析
シルバー家計とは，高齢者(70歳以上)が世帯主の
家計で，効率的な分析のため，本稿では単身世帯をお
もに扱う．日本の社会の消費の一翼を担う存在だが，
高齢であり，健康・介護リスクが高い世代である．
シルバー家計の分析関しては，絞り込みのため「無
職・単身」でかつユーザー属性(職業，都道府県，家
族構成)をきちんとつけている家計６７サンプルの行
動を分析する．
「無職・単身」の高齢者の家計は平均年齢７６歳，平
均年収は２５０万円．
それでは，単身男性高齢者の家計簿を分析してゆこ
う．

図３ ブラック家計簿３
図３は２０代の夫婦，年収６５０万円．リボ払いの利
用や，奨学金の未払いがもとで消費者金融を利用して
いる．一定以上年収があって，高い金利を払って借金
し，それを返済しているのであれば，ブラック家計と
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４． グリーン家計の家計簿分析

図５ シルバー家計簿１
単身男性高齢者．年収３５０万円の家計の例．食費，
水道・光熱費と医療費が目立っている．「後期高齢者
医療保険料」が発生しているところが特徴．

グリーン家計とは，いわゆるグリーン・コンシュ
ーマーの家計であり，環境に配慮した生活を行う家計
である．
現実の家計は，多かれ少なかれグリーン家計の消費
傾向があり，エコバックの利用やたとえば太陽光発電
の利用，リサイクルショップの利用などに，グリーン
消費の傾向があらわれる．
本稿では，特に省エネをキーワードにグリーン家計
をピックアップして分析する．
以後，省エネというキーワードを家計簿に記入して
いる家計を省エネ・グリーン家計ととらえ，家計簿を
観察してゆく．

図８ グリーン家計簿1
図8は年収1100万以上の夫婦のみの家計で，持家で
ある．バランスのとれた支出をしている．年収や生活
に余裕がある方が，省エネや環境にやさしい暮らしに
関心を向けやすいという例にあたるだろう．
次に年収150万円以下のグリーン家計簿を見てみる．

図６ シルバー家計簿２
単身男性高齢者年収３５０万円の家計簿の例．食費
が支出の半分を越えており，エンゲル係数が高い．医
療費も特徴的である．

図７ シルバー家計簿３
単身男性高齢者年収３５０万円の家計簿の例．食費，
ファッションへの支出が目立っている．
シルバー家計の特徴は，医療費や食費，交際費など
に表れている．エンゲル係数は高め．年金生活が基本
で，冠婚葬祭などで交際費がかかるイメージである．
シルバー単身家計の家計簿の支出を決めるのは，年収
（年金）とライフサイクル(高齢)，持病の有無も影響
する．
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図9 グリーン家計簿２
年収150万円で，30歳独身男性．奨学金の返済やロ
ーン返済を行い，家計は厳しい．実家暮らしで，何と
か生活が持っている．節約のために，環境にも財布に
も優しい生活をしないといけいないパターン．
グリーン家計には，大きく分けて「生活に余裕があ
って，環境にやさしい暮らしを行うタイプ」と「生活
が厳しいために環境と懐にやさしい生活を行わざるを
得ないタイプ」の２パターンに分類されるのではない
か？
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シルバー家計は高齢化の進む日本社会にとって，彼
らが元気に消費生活を行い，安心して生活できるサー
ビスを提供することが重要な国の課題であり，本研究
がそのことの一助になれば幸いである．
オンライン家計簿を統計的に処理して，個々の家計
簿ではなく，統計データとして何が言えるか議論する
必要性がある．
今後の課題としてサービスイノベーションと消費者
行動の関係を考察することがあげられる．ブラック家
計，シルバー家計，グリーン家計という３つの分類に
対して，それぞれ金融サービス，高齢者向けサービス，
グリーンICTといった分野でのサービスイノベーショ
ンを活性化させることで，今後の日本社会で求められ
る新しいサービスのあり方が考案できるのではないだ
ろうか．

環境にやさしい生活を行った方が，本人にも社会に
も，環境にもためになる．グリーン家計を所得面で比
較することは興味深い．

５． 考察
ブラック家計とグリーン家計の共通の論点は所得と
関連して，自発的にブラック家計（またはグリーン家
計）となっているか，それとも非自発的にやむをえな
い事情でブラック家計（またはグリーン家計）となっ
ているかである．
一般に社会通念に照らして，グリーン家計は望まし
く，ブラック家計はあまり望ましくはない．
趣味・嗜好等が理由で年収以上の借り入れを消費者
金融を通じて日常的に行っている自発的ブラック家計
と，病気などの理由で失業してしまい，緊急的に消費
者金融に頼り，さらには負債整理に追われる非自発的
ブラック家計が存在する．
自発的ブラック家計は，社会的には介入が望ましい．
非自発的ブラック家計は弁護士，司法書士などを含め
た社会サービスの手助けを必要としている．
グリーン家計は，生活に余裕があって環境に目が向
くタイプと，生活のために節約や環境にやさしい生活
を強いられるタイプがある．グリーン家計を増やすに
は，環境省や自治体などが環境にやさしい暮らしに関
する情報提供をすることも重要である．企業の側もグ
リーン家計の動向を無視することはできない．
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喜連川プロジェクトの一環として行われた．関係者の
諸先生方に感謝いたします．特にナッジの概念を分析
に利用するよう示唆・指導していただいた茨城大学の
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補注
(1) エントリにただ「消費者金融」と記入している家計だ
けではなく，たとえば消費者金融各社との取引を記入
している家計の分析を追加的に行う必要がある．
(2) ナッジ(nudge)とは行動経済学の用語で，さりげなくよ
りよい選択肢を示唆し，介入するといった意味である．
詳しくは，Thaler&Sunstein(2008)を参照．

６． 結論
ブラック家計，シルバー家計，グリーン家計の家計
簿を帰納的に分析した．
ブラック家計は，ナッジ（温情主義的介入）では不
十分なくらい，深刻な家計が少数ながら存在する(2)．
シルバー家計は，年金で主に生活していて，食費や
医療費，それに冠婚葬祭に支出している．
グリーン家計は，生活に余裕があって環境にやさし
い生活を心がけている家計と，生活をするうえでやむ
を得ず環境と懐にやさしい生活をしている家計と２パ
ターン存在する．
家計簿をユーザー属性をもとに分類したが，ブラッ
ク家計，シルバー家計，グリーン家計共に実態は多様
であり，特にブラック家計とグリーン家計に関しては
自発的に，あるいは意図的に生活パターンを取ってい
る家計と，事情があって，非自発的に，このような生
活パターンをせざるを得ない家計と最低でも２パター
ン存在するのではないか．
自発的ブラック家計は，ナッジないしもっと強力な
政策的介入が必要である．非自発的ブラック家計は，
そこから抜け出すような政策的助言や補助を必要とし
ている．
自発的グリーン家計は，社会的にも個々の家計から
みても望ましい行動をとっている．非自発的グリーン
家計は，結果的に節約などの理由で環境にやさしい行
動をとっている．どちらの理由にしろ，グリーン家計
は社会的に見て望ましい行動である．
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  Abstract

Information can be consumed without limit unlike material resources. Asking ourselves about
what may appear as an issue, we plan on questioning the way we consume information that benefits the
indeterminateness from an ethical point of view. Simply recommending the prodigality of information or
introducing groundlessly corporeality in communication does not seem to be the best way to act. We intend to
expose a new manner of spending information, clarifying the meaning of corporeality and its relationship
with communication.

	
  	
  	
  キーワード	
  情報体,	
 コミュニケーション,	
 身体性,	
 贈与,	
 欲望

１．はじめに

のかを問わねばならない．	
 
本発表ではまず，情報の無際限な消費について考察
	
  本発表は昨年の発表である『贈与としての情報』を
するために，國分功一郎の言う浪費と消費の概念の区
踏まえ，さらに発展させたものである．前回私たちは
出発点として，見田宗介の問題意識（限りある物質資	
  	
  	
  	
 別を検討し，それを情報論の視点から問い直す．その
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
 
上で，情報や記号の消費を制御しようとする際に，い
源を前に，大量生産→大量消費→大量廃棄のサイクル
かに無造作に身体あるいは身体性が導入されているか
を脱するために私たちは何をなしうるか）を共有した．
を指摘する．最後に，身体および精神が情報コミュニ
この問いに対して見田は無際限に活用しうる「情報」
ケーションにおいてどのような形で関わるべきかを論
概念を積極的に捉え直すことによって答えようとして
ずることとする．	
 
いた．このような見田の問題意識とそれに対する答え
（情報概念の再問題化）から，私たちは次のような指
２．浪費と消費
摘をした．すなわち，サイバースペースにおいて，単
に効率性や有用性によって理解しようとすると見落と
(1) 國分功一郎によるボードリヤール解釈
してしまうコミュニケーションの形があるというもの
	
  國分功一郎『暇と退屈の倫理学』の第四章は，鋭い
である．それが贈与という観点から捉え直された情報
ボードリヤール解釈である．彼はボードリヤールを引
であり，コミュニケーションである．	
 
用 し つ つ ， 浪 費 （ consumation ） と 消 費
	
  ところで，情報の無際限性を主張するとき，それを
（consommation）を区別し定義する 1)．
制御すべきか否かという問題が生じてくる．例えばバ
	
  國分はまず，否定的に語られることの多い贅沢を推
タイユは，「奢侈」にこそ人間を見て，禁忌に縛られ
奨することから始める．必要なものだけを消費するの
ることのないエネルギーの解放を目指す．この立場を
ではなく，必要を超えて物を受け取ったり，吸収した
敷衍するならば，情報に関しても際限なく消費する姿
りすることが贅沢であり，浪費であるという．一見，
勢	
 ----	
 情報の消費がさらなる消費を呼び，記号がさ
無駄に思われる浪費であるが，しかし，浪費はある一
らなる記号を呼ぶような姿勢が称賛されることになる
定の時点で必ず止まると國分は言う．引用しよう．	
 
だろう．それに対して，たとえ情報が無際限に湧出す
	
 
る資源と見なされるとしても，ある程度のコントロー
	
  浪費は満足をもたらす．理由は簡単だ．物を受
ルを引き入れるべきだという考え方がある．ただし，
け取ること，吸収することには限界があるからで
もし情報の消費を制御するのであれば，それがどのよ
ある．身体的な限界を超えて食物を食べることは
うな仕方でなされるべきか，どのようなあり方をする
できないし，一度にたくさんの服を着ることもで
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きない．つまり，浪費はどこかで限界に達する．
そしてストップする．（國分, 2011:144-145）

モースは贈与に対する返礼（反対給付）が義務と
されることによって，贈与の環（サイクル）が実
現されると考えたのだが，そのおかげで，贈与と
交換の原理上の区別がなくなってしまったからで
ある．（中沢, 2003:5）

それに対して，消費は留まるところを知らないとされ
る．無駄に思われる浪費が限界を超えることがない一
方で，消費は無際限である．
消費は止まらない．消費には限界がない．消費は
けっして満足をもたらさない．
	
  なぜか？
	
  消費の対象が物ではないからである．
	
  人は消費するとき，物を受け取ったり，物を吸
収したりするのではない．人は物に付与された観
念や意味を消費するのである．ボードリヤールは，
消費とは「観念論的な行為」であると言っている．
消費されるためには，物は記号にならなければな
らない．記号にならなければ，物は消費されるこ 	
  	
 
	
  	
 
とができない．（國分, 2011:145-146）
	
  	
 
浪費には限界があるが消費には際限がない．これはま
さに見田宗介が，物的資源の限界と情報の無際限性を
対比させる図式と一致する．ただし，國分は「身体」
の満足による浪費を推奨するという倫理の形を提示す
、、
る（それはおそらく結果的に，物的資源の消費に歯止
めをかけることになるだろう）のに対し，見田は唯一
の無際限な資源である情報を活かす倫理を探求しよう
とするのである．
	
  確かに身体的満足は，現代の人々が見失っているよ
うに思われる物のレベルでの充足をもたらしうるし，
そのおかげで記号や観念にとらわれずに物と相対する
ことができるようになるだろう．事物への回帰は，倫
理における一つの可能性であるように思われる．
(2) 中沢新一のモース批判
	
  消費に身体性を導入して「物」を取り戻そうとする
國分の方向性と，レヴィ=ストロースを介してモース
を批判的に継承する中沢新一の方向性には類似がある．
中沢もまた，「モノ」の重要性を主張しているからだ．
	
  中沢が師と仰ぐレヴィ=ストロースは「モース著作
集への序文」において次のように述べていた．
社会科学がおかれる状況の特殊性は，社会科学の
対象が対象であるとともに主体でもある ---- デュ
ル ケ ー ム と モ ー ス ---- の 言 葉 で い え ば ， 《 物
chose》であるとともに《表象 représentations》で
ある ---- という，その対象の内在的な性格に基づ
くいま一つ特異な性質をもっている．
（Mauss,1968:24=1973:19）
	
 
そのうえで，『贈与論』におけるハウの概念が独り歩
きしてしまうことを，レヴィ=ストロースは懸念する．
なぜならそこには物という視点が欠けており，ハウの
みに	
 --	
 すなわち表象のみに	
 --	
 囚われてしまう危険
性があるからだ．中沢もレヴィ=ストロースと同様，
モースの功績をたたえつつも，次のように批判する．	
 

	
  社会学的思考に欠けているものがあるとすると，
それはモノ（Ding）である．モノは贈与や交換や
権力や知の円滑な流れをつくりだすすべての「環
（サイクル）」に，いわば垂直方向から侵入して，
サイクルを断ち切ったり，逸脱させたり，途方に
くれさせたりすることで，「環」の外に別の実在
が動いていることを，人々に実感させる力をもっ
ているのである．（中沢, 2003:6）
ここで中沢は，純粋贈与と贈与，そして交換を三つの	
 
要素とする原理を考えることによって，モース（そし	
 
てレヴィ=ストロース）の考えを独自に展開していく．	
 
ただ表象だけが行き交う世界に，物や自然	
 --	
 純粋贈
与はまさに自然によってもたらされる	
 --	
 が介入する
ことが必要である．人々はそのような介入を意識的に
か無意識的にか気づかないふりをする．しかしながら，
コミュニケーションにおいて物や自然を見ずにすます
ことはできないであろう．	
 
(3) バタイユによるポトラッチ解釈

	
  贈与における以上の側面を見る限り，身体性導入に
よる倫理の可能性はある程度の説得力を持つように思
われる．その一方で，見田宗介が主張するように，贈
与が極限まで押し進められるポトラッチの例から，情
報資源の無際限性を積極的に活かす方向を模索するこ
ともできる．ポトラッチでは，決して返すことのでき
ない量の贈り物をしたり，挙句には贈り物を見せたう
えで破壊したりすることさえ行われる．	
 
	
  バタイユは，モースを踏まえつつポトラッチを次の
ように理解する．一見，無意味で無駄に思われる度を
越した贈与と破壊が行われている．破壊は何ももたら
さないかのように見え，そのような行為を理性的に理
解することは不可能であるように思われる．しかしな
がら実のところ彼らは破壊と引き換えに「身分」を得
ているのである．	
 
	
 
この制度（ポトラッチ）の重大な意味は，損失に
よって ---- そこから身分，名誉，階級制内での地
位がもたらされ ---- 実質的所有が成り立つ点であ
る．贈物は損失と，つまり部分的破壊と考えねば
ならない．破壊したい望みを一部分受贈者に振り
向けるわけだ．（Bataille, 1949:34=1973:275）
「理想的なかたちは」とモースは指摘している．
「ポトラッチを与えて，返報を受けないことであ
ろう」．この理想は慣習の中に可能な対応物を見
出せぬような或る種の破壊行為を行なうことによ
って実現される．（Bataille, 1949:34=1973:276）
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  たしかに，破壊を身分や地位との引き替え行為と見
なすのであれば，返報を受けないことが身分の確立を
もたらすことになる．しかしながら，返すことのでき
ない贈与はコミュニケーションを養うことができない．	
 
	
  中沢新一は返礼しえない贈与に対して懐疑的であっ
た．彼は『小僧の神様』を例に挙げ，純粋な贈与を行
なうことの難しさと，純粋贈与の関わることによって
引き起こされる贈与者自身の負い目（神と同一視され
る）を指摘する．それに対し，自然は純粋な贈与をな
しうる．ここから中沢は独自の純粋贈与論へと進むが，
ここでは論じない．	
 
	
  一方，行き過ぎた贈与であるポトラッチについて，
それを純粋な贈与と同一視するのではなく，そこから
無駄なものの消費や濫費の意義を問うことはできよう．
そのような消費や濫費は，人間だからこそなしうるも
のである．バタイユの言うように，必要性のみに囚わ
れず，「奢侈」に流れることが，逆説的ではあるが最
も人間的である．この点において，バタイユに従えば
「文化」は「奢侈」であると言えよう．	
 
	
  ポトラッチの例が私たちに教えるのは，少なくとも，
物と物の交換や，物と貨幣の交換とは別の次元でのや
り取りが行われる可能性である．これを「評価」や
「名誉」へと繋げることによって，サイバースペース
におけるコミュニケーションを別の形で捉える可能性
がひらかれるであろう．

３．情報体概念の導入
(1) 消費と浪費のあいだ
	
  物ではなく記号を消費することは，この歯止めのき
かないエネルギーによって人々が動かされることを意
味する．記号の消費は決して満足に行き着くことはな
く，差異を求めてとどまるところを知らない．	
 
	
  國分功一郎はこれに対して，消費ではなく浪費を，
身体による満足を取り戻すことが重要であると主張し
たのであった．	
 
	
  しかし身体による満足が必要性の次元へと戻ってし
まうことであれば，人間的な部分，文化的な要素を排
してしまうことになる．この矛盾を脱することは実は
容易ではない．消費と浪費，奢侈と必要性の狭間を見
出さなくてはならないからだ．	
 
	
  消費やエネルギーは極限まで推し進めて良い．しか
し方向性を制御すべきである．そのためには情報体の
議論をしなくてはならない．	
 
	
 
(2) 情報体とは何か
	
  情報体とは何か．端的に言うならば，それは精神と
身体が区別されつつも合一しているという状態を指す．
情報体は一つの実体であると同時に機能でもある．例
えば情報の〈意味〉と〈物理的支持体〉の区別と合一
を情報体と見なすことができる 2)．	
 
	
  本論で主張したいのは，浪費でも消費でもない新た
な「費やし方」を考えなければならないということで
ある．浪費は，身体に依拠して制限をかけようとする．
消費は，精神（記号や意味）に基づいて留まるところ
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を知らない．目指すべきは，消費のエネルギーの方向
性を制御して，（その制御は身体に拠るところが大き
い．なぜなら，やはり私たちは「事物」にも対峙して
いるのだから），それでいて，事物から最終的に離れ
た（あるいは離れているように見える）力の発揮であ
る．事物と精神の区別と両立が見事に実現されたとき，
そのような「費やし」は情報体となり，情報の新たな
次元を拓くのである．	
 
	
  バタイユの言うように，単なる禁忌を犯す，タブー
を破るということ自体が目的化されてしまっては，そ
れは単なる既存の社会システムや体制に対する反発で
しかない．すなわち，既存のシステムを超え出ること
は決してできない．なぜなら，このような行為は「反
する」というところに重きがあり，既存のシステム自
体が破壊されたり，意味をなさなくなってしまったり
したら，「反する」こともまた不可能になってしまう
からだ．	
 
	
  一方で，「身分」を得るという考え方は，サイバー
スペース上で「評価」を得るという考え方へとつなが
りうる．リナックスの創始者やフォーラムで質問者に
対して丁寧な回答を返す人々，ウィキペディアの執筆
に携わる人々などは，金銭的な見返り（つまり，貨幣
経済の枠組みで理解されるような報酬）を求めている
わけではない．彼らが喜びとするのは，むしろ評価で
あり，自らが発信した情報を多くの人々が認めること
それ自体である．	
 
	
  ただし，次の点には留意すべきである．ポトラッチ
の破壊が結果的にある種の「身分」をもたらすとして
も，だからといって必ずしも，彼らが最初から「身
分」を求めて，見返りだけを目的として，破壊を行な
っていることを意味しないという点である．一般に，
何ら見返りも期待できないような状態で贈与をする，
贈り物をするという行為は理解しがたく思われている．
しかしながら，彼らが破壊に赴いたのは，その後に続
く評価のみに動かされているわけではなく，彼らがす
でに多くのものを受け取っている，すなわち「反対給
付義務」を感じているからとも説明できるのだ．すで
に自分たちは多くのものを得ている，受け取っている
ということが出発点であるにも関わらず，この出発点
は隠されて私たちの目には映らない．	
 
	
 
(3) 贈与のコミュニケーション
	
  中沢新一が，人間にとって純粋贈与は不可能である，
あるいは非常に困難な行為であるというとき，彼が念
頭に置くことを忘れてしまっているのは（あるいは彼
の議論から表立って見えてこないのは），私たちがす
でに何かに負っているという事実である．そして，贈
与と返礼を，直接的に二者間で行われるやり取りにと
らわれて（いるかのように）考察してしまっていると
ころが問題である．贈与はもっと開かれた不特定多数
のネットワークの中で論じられるべきである．	
 
	
  情報コミュニケーションもまた同様である．何も受
け取ることなくすべてに先立って情報を発信できる人
は誰もいない．私たちがやり取りしている情報はすで
に網の目の中を伝わってきたものであり，パスされた
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かを持ち，私の知らない何かを知る者である（Lévy,
1994:24）．それを求める心が渇望でありエロースであ
る．それは単に誰かを求める心の動きだけを意味する
わけではない．これらは私たちが何かを学んだり，コ
ミュニケーションしたりするときにも当てはまる．文
学や美術作品や情報を求めたり解釈したり表現したり
するとき，ひとは必要性からだけではなく，喪失感あ
るいは体制や禁忌への反抗からだけでもなく，よきも
のを求めるという渇望によっても動かされるのである．	
 
	
 

ボールである．最初にボールを置いた者のみが純粋な
贈与を為したと言いうるが，それは自然や神の仕業で
あって，私たちはすでに予め情報ネットワークやボー
ルゲームの中に投げ込まれている．	
 
	
  情報を循環させたりボールというパスを出し続けた
りすることは，気づかぬうちに私たちがコミュニティ
に参加して贈り物をすることである．結果的に与えら
れる評価を目指すことはもちろん可能である．それは
一見，等価交換のコミュニケーションにも思われる．
ただし，従来の貨幣経済とは別の次元の枠組みへとシ
フトする興味深い潜在的力を秘めている．いわば金銭
で計量できるような等価交換とは異なる交換の始まり
である．しかし，この段階への到達を完了と考えてし
まっては，「評価」が「金銭」に読み替えられるだけ
に終わってしまう怖れがある．「評価」が貨幣的に機
能してしまうと，結局のところ共通の指数としての数
値に還元され，評価の質や深みが消え去り，「できる
限り大勢の人々に評価されること」を最大の価値とし
てしまいかねない．価値評価というものはそれほど単
純なものではない．私たちは共通の一つの基準という
よりも，多様で多彩な評価基準を並立させるようなシ
ステムを考案する必要がある．	
 
	
 
(4) 欲求と欲望
	
  再び國分功一郎の議論へと戻る．彼自身，消費と浪
費の区別はさらに洗練されるべきであると考えている
ようだが（中沢/國分, 2013:70），ただ単に身体の導入
を素朴に行なったところで，両者の区別はそれほど容
易ではないだろう．	
 
	
  問題は身体もまた精神に多大なる影響を受け，いわ
ゆる本来の（自然の）限界を大きく踏み越えうること
である．例えば，過食である．そもそも，自分の欲求
が精神に由来するものなのか身体に由来するものなの
か見極めることはかなり困難な行為である．今，ある
本を読みたいと思っている自分．それは記号に駆動さ
れているのか，本来的欲望なのか．ある音楽を聞きた
いと思っている自分．この欲望はどこから来たのか．	
 
	
  おそらく，バタイユの考える文化とは，文化のある
一面を表してはいるが，それがすべてではない．文化
的なものへの憧憬や，文化への欲望は，単なる身体的
なものでも，単なる精神的なものでもおそらくない．
むしろ情報体という概念に結晶されるような，身体と
精神が区別されつつも合一し，区別と合一の両立が見
事に成立するときに，ひとは初めて文化や文化的事象
に対峙することができる．プラトンはアリストファネ
スを批判して，エロースを次のように定義する．本来
あるべきものがないという欠如，喪失感からではなく，
善きものが欠けているからこそ求めるという心の動き
がエロースである（Platon, 206A=1974:86）．これを踏
まえた上で，レヴィナスは渇望（désir）について語る．
他者を求めるのは必要性に基づく欲求（besoin）では
なく désir である．決して満たされることはないが，
だからこそ掻き立てられる渇望なのである（Lévinas,
1968）．
	
  他者とは，私とは異なる者である．私の持たない何

４．おわりに
	
  以上のように，情報の〈費やし方〉に関して，身体
主導の浪費でも精神主導の消費でもないあり方を考察
した．今後はこのような情報の〈費やし方〉と贈与の
関係についてさらに明らかにした上で，贈与のコミュ
ニケーションを正当に評価しうるシステムを提起しな
ければならないだろう．今後の課題としたい．

補注
1)

ボ ー ド リ ヤ ー ル 自 身 は 浪 費 を gaspillage ， 消 費 を
consommation と表現している．一方，見田宗介はこの
ボードリヤールの表現とバタイユやモースを参考にしつ
つ，消費の二つの形態を区別している．これらを勘案し
たうえで，國分の言う浪費を必要性のみ囚われず使い果
たすという意味で consumation と，消費を consommation
と訳すことにしたい．

2)

情報体に関しては， 拙論『情報体の哲学』（2012）を
参照されたい．
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  Abstract

In this paper, by system theory and information theory of Gilbert Simondon, questioning the
theory of information until now. It is intended to overcome the dualism teleological and mechanistic theory,
and events that entity.Then, by considering the life of disharmony as I raise something to do with the real
challenge of informatics.
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１．はじめに
	
  情報学はこれまで情報という概念を中心として、理
論構築をし、実践し、実証分析をするという、三つの
関わりの中での新たな知の創出を目的としている。そ
のような目的のために、理論分野においては情報概念
を巡って様々な考察がなされてきた。それによって、
情報がより厳密に定義されるようになったり、科学だ
けではない多様な分野からの定義の拡張もなされてき
たのであり、情報学がより豊かになったのは事実であ
る。しかしながら、依然として情報概念は曖昧なまま
であり、情報について「何でも言える」、という状態
が続いている。	
 
	
  それには理由があり、何かを定義したり、それを拡
張したりするのは、「~である」ということであるが、
それは同時に「~ではない」と言うことでもある。そ
、、、、、 、、、、、、、、、、
して、それには際限が無く、どこまでも続いていく。
「情報とは何か？」という問いはこれまで立てられて
来たのだが、実はそれはあまり良い《問い》の立て方
ではなかったのではないだろうか。そこで本発表では
《問い》の立て方を変えて、「情報はどのように、そ
して、どこから生成してくるのか？」という問題を考
察することにする。レイモン•リュイエやジルベール•
シモンドンといった、《情報の生成》の問題を扱った
哲学者の思想を検討することで、このような問題に答
えてみたい。	
 
	
  	
 

２．これまでの生命論と情報
(1)部分と全体	
 
	
  部分が先かなのか、全体が先なのか。言い換えれば、
部分や要素に還元し、それらを理解すれば全体、すな
わちシステムを理解できると考える還元主義を採るの
か。あるいは、システムとしての全体は部分や要素に
は還元できず、それ以上ものが宿っていると考える全
体論を採るのか。それはア•ポステリオリとア•プリオ
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リ、あるいは機械論と目的論といった対立と関連付け
られる。現代において明らかになってきたことは、反
発も強く批判もあるのだが、部分や要素に還元するだ
けでは現象を記述することはできず、ある程度全体を
考慮に入れる必要がある、ということである。	
 
	
  それは２０世紀後半において、複雑系や非線形科学
として具体化してきた。システムは、相互に関連する
複数の要因が合わさって全体としてなんらかの性質を
が見られのであって、しかしその全体としての挙動は
個々の要因や部分からは明らかでないようなものと、
一部において考えられるようになったのである。その
ことを念頭においてサイバネティックスやシステム論
は研究されてきている。情報学が「情報」という概念
を用いて、あまりにも専門分化し、蛸壺化してしまっ
た諸科学を再統合するという目標がある以上、このよ
うな問題を無視することはできない。	
 
	
  これらの問題を念頭に置きつつ、新たな「情報」概
念を思考した先駆的な研究者としては、清水博を挙げ
ることができるであろう。生命関係学を提唱する清水
博が重視するのは、諸要素のその時々において変化す
る「関係」であり、要素の多様性と秩序の多義性を認
めることである。詳述することはできないが、確認の
ために以下で見ていこう。	
 
	
  清水博が考えるのは個と全体、そして環境という三
者の調和である。結論を先に述べてしまえば、部分が
先かなのか、全体が先なのか、という問いに対しては、
清水博はおそらくどちらでもない、と答えるであろう。
要素の多様性については、「関係子」（バイオホロン）
という概念が立てられ、関係によって性質が変わる関
係的要素とされる。つまり、近代科学が原子であると
して認めなかった、要素に性質、それもその時々にお
いて変化する性質として規定するのである。	
 
	
  秩序の多義性については、まずフィードバックとフ
ィードフォーワードが考えられる。どちらも秩序付け
るための能力であるが、フィードフォーワードは、現
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在から将来に至る変化の法則を掴み、未来の目的に向
けて自己制御する能力である。「このように自己の世
界に環境から入ってくる混沌とした情報の中にさまざ
まな法則性を見出して、未来に創造的に対応して行く
ことは、自己の世界の中で新しいセマンティックな
（意味論的な）情報を生成していくということを意味1」
するのである。	
 
	
  この能力によって、生命は環境から情報を取り入れ
自己制御している。しかし、環境はあまりにも複雑で
あり、法則性をそのままで見出すのは困難である。そ
こで、何らかの拘束条件を与えて、そこから法則性を
取り出すのであり、それは自己の世界の意味的な境界
（セマンティック•ボーダー）と呼ばれる 2 。このボー
ダーが固定化されてしまうならば、外界に新しい情報
を見出すことができない。そこで、不確定にして状況
に応じて、柔軟に拡大させたり、新たに創造しなけれ
ばならない。従ってボーダーは三つあることになり、
固定したもの、自由に拡大するもの、そして新たに生
成してくるものである。このような柔軟な役割によっ
て得られた情報が「操作情報3」である。	
 
	
 
	
  情報には「データとしての情報」と、その情報処理	
 
	
  をするシステムを制御する「ルールとしての情報」	
 
	
  とがあると考える。このうち前者はこれまで広くつ	
 
	
  かわれてきた「シャノンの情報」であるが、私は後	
 
	
  者も情報であると考えて「操作情報」と命名した。	
 
	
  これはベイトソンが「結ぶ作用」として考えようと	
 
	
  したものと関連がある。コンピュータというシステ	
 
	
  ムの場合には、ソフトやプログラムに相当するもの	
 
	
  が操作情報であり。またインプットするデータがシ	
 
	
  ャノンの情報である。（中略）私が「生物は情報を	
 
	
  つくりだしている」ということを言うときには、生	
 
	
  物というシステムは操作情報を自分でつくりだして	
 
	
  いるということを意味している4。	
 
	
  	
 
	
  この操作情報を用いて、生命の内部においては、各
要素は全体との関係のなかで自らの働きを決めること
になる。つまり、操作情報によって環境との対応をす
るために、要素はみずから自分の位置を見定めて、そ
れに応じた働きをするのである。ここから生成してく
るのが「場の情報5」であり、システムの中で動的に自
己組織される。システムと情報の全体的な在り方は、
以下のように記述されるだろう。	
 
	
 
	
  操作情報はたくさんの関係の可能性のなかから、特	
 
	
  定の関係を選択または創出させる情報として定義で	
 
	
  きる。論理的に階層が異なる（ミクロレベルとマク	
 
	
  ロレベルと呼ぶ）二つのレベルを考えてみよう。そ	
 

	
  のときにマクロレベルで自己組織された秩序がつく	
 
	
  る場の情報が、ミクロレベルにトップダウン信号と	
 
	
  して下り、これがミクロな要素に自己組織される関	
 
	
  係を選択的に限定すれば、この信号が操作情報とな	
 
	
  る。	
 
	
  	
  具体的には(a)場所（拘束条件＝関係子群に境界	
 
	
  をあたえる情報）→(b)	
 関係子群（秩序場＝場の情	
 
	
  報）→(c)関係子（関係子間の関係の限定）のよう	
 
	
  に全体に関する操作情報が伝えられる。同時にこの	
 
	
  過程に逆行して、環境からのボトムアップ信号が	
 
	
  (c)	
 →(b)	
 →(a)と流れており、無限定な状態から	
 
	
  出発した生命システムは、下向性の信号と上向性の	
 
	
  信号が閉鎖的なループをつくって（完全な意味で定	
 
	
  常的ではないにしても）、定常性をもって循環する	
 
	
  状態に向かって収束していく6。	
 
	
 
	
  このようなループは「ホロニック•ループ」と呼ば
れ、これによって全体と部分は関係性において調和し
ている。しかし、全体をまた何らかの全体における部
分でしかない以上、生命は「ホロニック•ループ」に
よる階層構造をなしていると考えられる7。このように
して生命は調和による秩序生成あるいは、情報生成が
成されているのであり、ここにライプニッツや西田幾
多郎の思想の影響があるのも明らかであろう。	
 
	
 
(2)進歩と不調和	
 
	
  このような思考が近代的な二元論を乗り越えるもの
であることは確かである。しかし、二元論を乗り越え
る別の方法も存在するのであり、それはベルクソンに
おける「生の哲学」において見出せるであろう。『創
造的進化』において、ベルクソンは目的論と機械論を
進化を説明する原理として退けながら、エラン•ヴィ
タールという概念を提出する。	
 
	
  眼という器官は極めて複雑な構造を持っているのだ
が、遠い時代に既に分化したはずの軟体動物と脊椎動
物において同一の構造と装置の類似が見られる。目的
論ならば既に要素において眼という形態が、目的とし
て含まれていてそれによって眼という器官が生じたと
説明するであろう。例えば、ID説8のように神がデザイ
ンしたと考えるようなものである。他方、機械論は外
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 清水博、1992 年、pp.175-176	
 

7

	
 人間にとっての環境にさらに多くの階層があると考えると

きに、最上位の階層は人間を一部として包含した生きている
自然（生命圏）であり、そこから下りてくる場の情報が伝え
、、、、、、、、
る意味が、生命のセマンティクスである。人間の調和への行
、、 、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
動は、結局は、この場の働きかけによって生まれるものです。	
 
清水博、2006 年、p.348、傍点は引用者による。	
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1

	
 清水博、『生命を捉えなおす	
  増補版』、中公新書、2006

	
 宇宙や自然界に起こっていることは機械的・非人称的な自

然的要因だけでは全ての説明はできず、そこには「デザイン」

年、p.277	
 

すなわち構想、意図、意志、目的といったものが働いている

2

	
 同書、p.281	
 
3
	
 同書、p.294	
 

ことを科学として認めようという理論・運動である。簡単に
言えば、何らかの存在者によって、あらかじめ眼という複雑

4

	
 清水博、『生命と場所』、NTT 出版、1992 年、pp.7-8	
 

な器官はデザインされていて、それが発現したということで

5

	
 清水博、2006 年、p.294	
 

ある。	
 

84

	
 Ⅱ-1 情報社会論2（理論）

的環境への適応を原理とし、器官における部分的要素
の序列化によって説明するだろう。これは因果関係に
よる説明であるが、両生物は同じプロセスをたどって
おらず、偶然に同じプロセスをたどって眼という器官
が生じたとは考えられない。	
 
	
  進化において目的は存在せず、むしろ存在するのは
《目的性》としての生命の進化の方向である。つまり、
軟体動物と脊椎動物は《光という問題》を解決すると
いうことに関しては共通していた。両者は同じ問題を
別々の仕方で扱っていたのである。同じ問題を共有し
ていたから、両生物において眼という答えが生じてき
たのである。進化とはエラン•ヴィタールという潜在
性が、問題にぶつかって現働化し、解決していくとい
うプロセスからなっている。エラン•ヴィタールは新
たなる問いをもたらすもの、問題提起をするものであ
る。	
 
	
  このような、ベルクソンの進化における解釈に影響
を受けながら、ドゥルーズは生命について二つの指摘
をする。	
 
	
 
	
  機械論と目的論では、目的論の方が望ましい。ただ	
 
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
	
  しそれは目的論に二つの修正を加えるという条件に	
 
、、、
	
  おいてである。一方では、生命体を宇宙全体と比較	
 
	
  するのは正しいことである。しかしこの比較が、あ	
 
	
  たかも閉ざされた二つの全体性（マクロコスモスと	
 
	
  ミクロコスモス）のあいだの一種の類比を表してい	
 
	
  ると解釈するのは誤りである。もし生命体に目的性	
 
	
  があるとすれば、それは逆に、生命体が、それ自体	
 
	
  開かれたものである全体に対して、本質的に開かれ	
 
	
  ている限りにおいてである。《目的性は外的なもの	
 
	
  であり、そうでなければ無に等しい。》したがって、	
 
	
  すべての古典的な比較は意味が変化する。そして有	
 
	
  機体のようにおのれを閉じるのは全体ではなく、全	
 
	
  体に対してこの有機体が開かれ、しかもそれはこの	
 
	
  潜在的な全体のやり方によってである9。	
 
	
 
前者は明らかに、ライプニッツの予定調和に体する批
判である。進化において、世界全体を表現する個々の
モナドが分化、現働化しあっていくが、そこでは調和
が存在しているというものである。明らかに進化の先
に調和が前提とされており、目的論的な考えかたであ
る。後者の批判は、オートポイエーシスや自己組織化
に当てはまるであろう。因果関係によっていかに閉じ
て説明するかが、これらの生命論の主たる目的だから
である。	
 
	
  清水博は生命の場の論理の例として、即興劇をよく
取り上げる。即興劇はお互いを尊重し合いながら、互
いにシナリオを作り上げていくことで進んでいく。し
かしながら、結局は《劇の関係》という目的＝ルール
があるこのような即興は、暗黙の内に完成に向けて進
めているのであり、何らかの「原理」の下で行われる。
確かに何らかの創造性はあるのだが、《劇の完成》か

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
  	
 
9
	
 ジル•ドゥルーズ、『ベルクソンの哲学』、宇波彰訳、法

ら外に出ようとすることはない。演者は原理やルール
に安住し、思考停止をしてそれ以上考えることはしな
いのである。本当の創造性というものは《劇の完成》
という目的、原理、ルールを問い直すことにあるので
はないだろうか。それは、安住すれば幸福にいられた
、、、、、、、、、、
にも関わらず、あえて危険を侵すことである。ドゥル
ーズが言うように、重要なのは神も、人間さえもいな
いところで、原理なしに思考することである。それは、
原理のないことを受け止めてどう生きるかということ
であり、もはや勝つか負けるかということさえないの
である。	
 
	
  したがって、関係性を思考するこれらの哲学は、ど
こか暗黙に予定調和＝目的論を前提としていないであ
ろうか。清水博が影響を受けた一と多という、ライプ
ニッツの予定調和や西田幾多郎の絶対矛盾的自己同一
、、、、、、、、、、、
は、閉じてはいないだろうか。清水博が「ホロニック
•ループ」による階層構造を社会や世界にまで拡張し
て語る時、危うさはないだろうか。ある普遍理論を拡
張し、様々な段階において説明できるものとするのは、
、、、、
理論を金太郎飴にしているのではないだろうか。	
 
	
  ベルクソンの進化についての考え方、エラン•ヴィ
タールという概念はどこか進歩主義として批判されて
きた。その後、ベルクソンに影響を受けて「生の力の
爆発」を説いた者達が、それによって社会改革ができ
ると考えていたのなら、それはどこか誤解されていた
、、、、、
ように思われる。エラン•ヴィタールとは自ずから問
、、、、、、、、
題を見出す方向性としての《生の力》である。このよ
、、、、、、、、、
うな行為はある意味では賭け、命がけの跳躍であろう。
問題を見出してそこに飛び込むのは、死や失敗の可能
性さえも含んでいる。それはある種の狂気でさえある。	
 
	
  エラン•ヴィタールによる進化は、新しい物を生成
するが、同時に壊れ続ける物である。進歩するという
ことは何かが失われるということでもあり、生命体が
極限まで進歩するということは考えられない。問題を
見出し、そこに飛び込んで解決することは、確かに進
歩であり勇気のあることである。しかし、逆に言えば
何かが失われ、崩れていったのであり、狂気を含んで
いる。	
 
	
  生命の本当の能力は、不調和、つまり危険を侵して
まで問題を立て、創造しようとすることにあるのでは
ないだろうか。有機体は生命を安全にしたものに過ぎ
ず、オートポイエーシスや自己組織化は、システムの
生成を語る時に生命を扱いやすいようにする。本来は、
生命は危険なものではないだろうか。つまり、生きる
ためには有機体を持つ必要はない。有機体やシステム
を語ることができるのは、生命の結果に過ぎないので
ある10。	
 
	
  進歩と不調和はコインの裏表であるのだが、それで
も問題を見出し解決するために、生物がそこに飛び込
んでいくのはどうしてであろうか。このような疑問に
答えるために、不調和としての生命論を展開した、シ
モンドンの情報理論とシステム論を見てみよう。彼の
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 ドゥルーズの『シネマ講義録』による。	
 

政大学出版局、1983 年、p.117	
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理論は、まさしく非‒有機的生としてのシステムであ
る。そして、最後に見出されるのは、科学者である清
水博が思考しなかった「精神的秩序 11 」こそが、情報
創造の源であることが明らかになるであろう。	
 
	
 

	
  それに対して、シモンドンは中間の領域を思考する
が、それは個体の以前に「そこにおいては相が存在し
な い よ う な 存 在 」 で あ る 、 前 ‒個 体 的 存 在 (lʼ être	
 
préindividuel)というものである。この前‒個体的存
在においては、「操作」と「構造」からなるシステム
が働いており、そこにおいてシモンドンの情報概念は
重要な役割を占めている。	
 
	
  その具体例としてシモンドンが挙げるのが、煉瓦の
制作である	
 。古典的には、煉瓦というものは鋳型と
いう形相と粘土という質料が結合したものであると考
えるが、シモンドンは純粋な形相や質料は考えられな
いという。素材である粘土は、うまく型にはまるよう
に適度な均質さと湿り気を備えている。粘土は一般に
アリストテレス的な第一質料、形相によってどのよう
にも型取れるものとして考えられている。しかし、実
際には煉瓦の作製においては形の限界があるのであり、
それは粘土の性質に起因する。細長過ぎるものや、複
雑過ぎる形相では割れてしまうのであり、形相は粘土
のもっている形式を考慮に入れる必要がある。	
 
	
  シモンドンは科学では無視されている、物質におけ
る《内包量》を質料と形相に導入するために、「操作」
＝質料的なものと「構造」＝形相的なものとする。重
要なのは、シモンドンは質料と形相を必ずしも拒否し
、、、、、、
ないのであり、質料は《カオス》として何らかの職人
、、、、、、、、、、、、、、
による働きかけがない限りには、「操作」＝質料的な
ものにはなれない。他方、informer＝形相を与えるこ
とである以上は、何らかの形相は必要であり、「構造」
＝形相的なものが最終的に形相を付与されることで、
個体になるのである。問題は二元論をずらすこと、そ
れを創造的なシステムとして思考することであり、形
相がどのように生じて来るのかを問うことである。	
 
、、、、、、、、、、、、、
	
  質料に対する何らかの職人による働きかけとは、日
常的に用いている「構造」を問い直すということであ
り、日常的にそれに安住している型を用いることがで
きない、新たな創造をするということになる。それは、
日常的な行動としてある「構造」を停止させ、新たな
《別の可能性》としての「構造」を到来させることで
ある。その時、下位パターンである「操作」によって、
日常的にそれに安住している型としての「構造」は、
どんどんと限界に達していくことになる。そして、今
までの上位パターンである「構造」ではやっていけな
いという「情報」が、まさに緊張状態としてシステム
、、、、、、、
自体に告げ知らされるのである。	
 
	
  シモンドンの情報概念は、システム自体の限界とし
、、、、、、
ての緊張状態をそれ自身に告げ知らせるものであり、
それによって安住していた型としての古い「構造」が
限界であることを知り、新しい「構造」へと移行する
のである。しかし、この場合はいまだ限りなく「実体」
の極にあるのだが、ミョウバンの過飽和水溶液におい
ては、少しづつ「出来事」の極へと移行していく。ミ
ュウバンの結晶を作る場合には、まず過飽和状態にな
っているミョウバンの水溶液を用意する必要がある。
しかしながら、このまま温度が下がっていっても、結
晶は生成しない。そこには結晶の核となる、種結晶が

３．不調和としての情報
(1)	
 シモンドンの情報概念	
 
	
  シモンドンの情報理論とシステム論はあまりにも複
雑であり、安易な要約は許さないものだが、紙面の都
合上、なるべく簡略化して説明することにする。通常、
原子論においては原子の作用•反作用、質料形相論に
おいては形相の型取りの場面では、その中間の次元を
考えたりすることはなされて来なかった。しかし、本
来はこの両極端の二項の間、二元論の間には《外的な
刺激としての情報》とは異なった性質のものが働いて
いる。	
 
	
  シモンドンは世界を個体化のプロセスからなってい
ると考え、物質の次元においては「実体」としての物
質そのものが個体であるのだが、物質から生物へと移
行していくことによって「出来事」が個体になってい
く。それは、何らかの行為や知覚であり、その時のそ
の状況に応じた問題解決としての「出来事」である。
当然、物質から生物に移行するにしたがって、何らか
の尺度では《似ている》と比較することができなくな
っていく、つまり、「実体」から「出来事」への移行
は希少性が高いのである。	
 
	
  物と物を比較する尺度は確かに存在するのであるが、
それでもその尺度は物それ自体の固有性、《内包量》
を無視しているのであり、生物においてはもはや無視
することなどできないのである。そして、生物は生き
ている以上、自ら様々な状況に対応して生きているの
であり、その「出来事」はその都度一回ごとにしか生
じないものである。シモンドンの情報理論とシステム
論は、このような問題に答えるために、「操作
(opération)」と「構造(structure)」という概念を導
入することで、二元論を避けつつも自ずから「情報」
を創造するシステム論を考えるのである。	
 
	
 
(2)	
 物質の個体化における「情報」	
 
	
  原子論によれば、原子の動きというものは統計的に、
あるいは法則として捉えることが可能なのであり、未
来や過去でさえ現在から見て関数として計算可能であ
る。つまり、世界に存在する全ての原子の位置と運動
量を知ることができるような知性が存在すると仮定す
れば、その先の世界がどのようになるかを完全に知る
ことができる。これは、ラプラスの悪魔と呼ばれる、
機械論であるが、現在では量子論の不確定性原理によ
って否定されている。他方、質料形相論は目的論的な
ものであり、第一質料が形相によって型取られるしか
ないのだが、始めから全て目的によって規定されてい
る。	
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 米山優氏の『情報学の基礎』は、同じように清水博の情
報概念に影響を受けながらも、精神的秩序を語り、心身合一
においてこそ情報創造を見出すものである。	
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必要である。これが水溶液中へと投入されることで、
結晶の生成が始まる。	
 
	
  種結晶の投入が「操作」であり、水溶液は「構造」
であると一先ず言える。しかし、結晶格子が層を少し
厚くすると、水溶液の過飽和状態は少し解消される。
したがって、結晶の周囲にある分子的な層が、過飽和
状態が少し解消されたということを《刺激》にして、
結晶の構造化の基盤となり、結晶はさらに厚くなる。
今度は水溶液が「操作」で結晶が「構造」になるので
ある。このプロセスを交互に繰り返していく事で、結
晶は生成していく。そして平衡状態に至ったときに個
体化は止まるのである。これは、平衡状態に至ったこ
とで《刺激》が無くなってしまったからである。《刺
激》が無くなったということは、すなわち「情報」が
ゼロになったということを意味している。「情報」が
ゼロになった時に、平衡状態になり個体化は止まるの
である。	
 
	
  「情報」は結晶と水溶液の間での緊張関係から生じ
るのだが、種結晶が投入された時が一番強く、個体化
が終了する直前の時が一番弱いのである。種結晶の投
入とは、ミョウバン水溶液に対して今までなかった事
態が生じたのであり、だからこそ結晶化を引き起こす。
その後は、水溶液の過飽和状態は少しずつ解消されて
いくのであり、緊張関係も弱くなっていくのである。	
 
質料形相論にしても、過飽和水溶液における結晶化に
しても、その個体化における「情報」はまだ外的な刺
激に止まっている。過飽和水溶液における個体化は、
ある程度内的差異として「情報」を生み出せるが、そ
の発端は外的な刺激である。したがって、物質は個体
化を永続していくことはできない。	
 
	
  	
 
(3)	
 生物の個体化における「情報」	
 
	
  物質の個体化において分かったことは、純粋な機械
論も目的論もありえず、「操作」と「構造」からなる
創造的なシステムが、《強度としての情報》としてそ
の古い「構造」の限界を知らせることで、新しい「構
造」へと移行し、最後に形相によって形取られるとい
うことである。問題は、原子論と質料形相論において
は外的な刺激がほぼ発端であり、《強度として情報》
はあまりなかったのだが、ミョウバンの過飽和水溶液
においては種結晶の投入後それが、自動で生成してき
たということである。もちろん純粋な「実体」の極な
ど権利上しか存在しないのであり、原子論と質料形相
論においても、シモンドンの情報理論とシステム論は
作動している。	
 
	
  さらに「出来事」の極へと移行する、生物の個体化
においてはどうであろうか。おそらく、生物は自ら問
題を見出しながら《強度としての情報》を生成させて、
常に自らの限界を拡大させることで完全な個体になる
ことを避けているのであろう。
	
 
	
 
	
 
	
 

この知覚的極性の存在が、知覚的ユニットの分離に
支配的な役割をはたす。良いゲシュタルトも情報の
量も、この分離を説明できない。主体は世界との関
係に向かうように知覚する。情報シグナルの量でも

	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 

情報の質でもなく、情報の強度、状況の情報のポテ
ンシャルを増大させるような仕方で知覚するのであ
る。知覚とは、ノーバート•ウィーナーが言うよう
に、システムのエントロピーと戦うことである。そ
れは、有機体を組織し、維持し、発明することであ
る12。

生物は常に、その時の環境に応じて知覚や行為をして
いる。それは、今までしたことがあるようなものは、
弱い緊張として、しかし今までの知覚とは似て非なる
ものなので、新たな「構造」を創造するによって可能
になる。そして、今までしたことがないものは、強い
緊張としてシステムに伝えられ新たな創造をするので
ある。

４．情報の起源	
 
(1)情報と精神	
 ‒	
 心理的個体化	
 
	
  生物の個体化においては、情報ゼロの状態が完全な
個体であり、システムの死を意味するのであった。し
たがって、生物は絶えず情報を生成させることで生き
延びているのであり、外界との相互作用によって、知
覚＝行為をする度事に自己を絶え間なく創造している。
生物は、常に二つのシステムの死の可能性に曝されて
いる。一つは、情報ゼロになることでシステムを維持
できなくなり、収縮して死んでしまうということ。プ
ロセスとしての個体化の終わりである。二つ目は、あ
まりにも外界と向き合いすぎる事によって、自己の許
容範囲を超えたものを知覚してしまうことである。こ
れは、狂気や自殺といえるのであり、不安という感情
、
である 13 。生物が生成させることができる情報は、生
、、、、、、、
きていくための「情報」であり、ある意味では身の丈
に合ったものである。	
 
	
  そうであるならば、生物にはない真に自ずから問題
を見出すことができる領域が存在することになるであ
ろう。それは言うまでもなく、《精神》である。生物
は外界、あるいは環境との関わりにおいてでしか「情
報」を生成させることができない。外界との関わりな
しに、自ずから「情報」を生成させることができない
以上、問題を見出すことはないのである。したがって、
「情報」＝新たな問いを見出す能力であり、そのよう
な「情報」は《精神》においてしか付与することがで
きない。つまり、《人間》にしか情報の自己生成はで
きないのである。	
 
	
  レイモン•リュイエが指摘するように、情報機械は
「情報」を生成させることはできず、ただ右から左へ
と転送するだけである。そして、サイバネティックス
論者が主張するように、脳も情報機械であるならば、
まさに「情報」がどこから生成してきたのか分からな
い。もしくは、情報機械は永久機関なのであろうか。
確かに、他の機械のように情報機械は、仕事エネルギ
ーを外部から与えられる必要はない。しかし、それで
はただ単に「情報」の転送があるだけで、どこから
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 IPC,p.89	
 
13
	
 IPC,p.111	
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「情報」が生成してきたのかは分からないのである 14 。	
 
	
  それならば、リュイエが言うように、それは空間的
ではない他のところから持ってくしかない。それは
《精神》という領域しかありえないのである。「情報」
とは新たな問題を見出す能力であり、これによって
《人間》は生物とは異なった、在り方をしているので
ある。生物までの個体化における「情報」は、《全
体》である「構造」の身体全体を統御する行動パター
ンと、《部分》である「操作」の自由な行為が相互に
ダイナミックに入れ替わるときに、その「構造」が限
界にあることを告げ知らせる、緊張関係として存在し
ているのであった。	
 
	
  シモンドンは階層構造を考えておらず、物質、生物、
人間における情報の在り方を示しているのである。
、、、、、、、、、、
《全体》は「操作」によって打ち壊されるべきもので
あり、要素である《部分》は《全体》において調和を
もたらされるべきものでもないのである。さらに、こ
のシステムは常に、死と狂気や自殺という不調和に曝
されている。高等生物になればなるほど、システムは
多様化する。すなわち、より不調和に曝されるととも
に、意識がより明晰あるいは明るくなり、「情報」が
増加し、立ち向かえる問題は大きくなるのである。	
 
	
  人間が誕生するのは、あまりにもシステムが複雑化
し多様化し、個体として処理できなくなる時であり、
、、、、、、、、、、、、、、、
生きることそのものが問題となる 15 のである。その時、
有機体は減速低下、弛緩（ralentissement 16 ）するの
であり、最大の不調和が発生する。その時に人間が立
ててしまうのは、《解けない問い》であり、立ててし
まったら《後戻りのできない問い》である。それは、
生物が扱っていたものとは、完全に異質なものである。	
 
	
 
(2)情報の生成、起源を問うこと	
 
	
 
	
  シモンドンは機械論と目的論を拒否しながら、常に
創造していくシステム論を考えていた。シモンドンの
情報理論とシステム論は、《実体と出来事の二元論》
を橋渡しするものである。実体からへと移行するにつ
れて、すなわち、煉瓦の制作→ミョウバンの過飽和水
溶液→生物の知覚に移行するしたがって、外部から人
為的に加えられる情報が少なくなり、環境における問
題を解決しようとする内的な情報が、「自ずから」生
成してくる。そして、完全な《出来事の極（ただし権
利上）》である《精神》は、最も創造的な情報を自分
で生成させ、付与させる。	
 
	
  情報の価値というのは、通常は希少性によって語ら
れる。情報理論によっては確率論によって定義され、
出現確率が低いほど大きな情報を持っているというこ
とになる。このような情報は単位で表され、量的なも
のとなる。他方、意味論的な捉え方では、その情報が
めずらしければめずらしいほど価値があるのであり、

知られれば知られるほど失われていく。まだ知られて
いないからその情報は価値があり、皆に知られてしま
ったらその情報には何の価値もないということになる。	
 
	
  前者は、通信において徹底的に意味を排したもので
あり、後者は完全に意味しかない。両者ともが極端で
あり、情報の希少性とはどういうことなのかは、それ
がどのような作用を及ぼすのかは説明されていないの
である。しかし、シモンドンの「情報」はその都度一
度しかない緊張関係を示しており、記号、数式、言葉
でも捉えられない、そのシステムに固有の《出来事》
である。これはまさに、情報の価値としての希少性を
完全に説明し、そして、それがどのようにして生成し
てくのかを明らかにしている。
	
  しかし、最後の問題が残っている。シモンドンが否
定したように、純粋な《実体》と《出来事》の極は権
利上しか存在しない。この二元論はシモンドンの情報
理論とシステム論によって分離し合一しているのであ
り、シモンドンは情報概念による《心身合一》を考え
ていたのである。これは事実上存在している、《実
体》と《出来事》の極を合一させるものである。確か
にそこでは、有機体は組織、維持、発明されているの
だが、それとともに《不調和としての生命》はそこか
ら常に逃れていってしまう。
	
  つまり、シモンドンの情報理論とシステム論によっ
ても《不調和としての生命》は捉えることができない
のである。そして、それは純粋な《実体》と《出来
事》の権利上の極に存在している。機械論においては、
その因果関係を無限に遡ることができるのであり、実
はシモンドンの情報理論とシステム論においても、煉
瓦の制作とミョウバンの過飽和水溶液においては《外
的刺激としての情報》が必要であった。生物と人間に
は一見必要ないように見えるが、両者は《身体》を持
っているのであり、その起源としての「情報」は無限
に遡れる。	
 
	
  他方、目的論であるが、informer＝形相を与えるこ
とである以上は何らかの形相は必要であり、最終的に
形相を付与されることで個体になるのである。このよ
うな、イデアや形相は人間しか付与できないが、どの
ようにして意識や精神は生じるのであろうか。シモン
ドンは物質、生物、人間における情報の在り方を示し
ているだけであり、このような問題には答えていない。	
 
《不調和としての生命》は、純粋な《実体》と《出来
事》の権利上の極に存在しているが、シモンドンはそ
れを原情報(information première17 )と呼ぶ。そして、情
報学の真の課題は、この起源を問うことである。
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翻訳的視点からの情報創造
The creation of information from a viewpoint of translation
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Abstract In the present information society, we can experience various matters. Then, it is possible to
experience what we could not experienced in past times. Transmission format of experience is also changed
by changing of the times and technology. Therefore, in this paper, focusing on the concept of experience in
Walter Benjamin, we would like to consider the concept in terms of translation and creation. Now that the
poverty of experience (particularly in cyberspace) is feared, it is an important strategic preparation in order to
consider the experience in cyberspace.
キーワード

ベンヤミン, 翻訳, 創作，経験, 助言

１．はじめに
現在の社会は，情報過多の社会であると言えるだろ
う。我々の周囲は情報で溢れかえっている。ここで問
題となるのは，情報の授受という場面からのみ，情報
を語ろうとすることである。中村も述べているように，
「たえずメッセージをつくり出し、交換することこそ、
なによりも中心に捉えられる」 1べきなのである。つ
まり，情報の授受の重要性に関しては同意するにして
も，情報を創り出すという側面にも注目しなければな
らない。
かつて，「我々は貧困になってしまった。」 2と述
べた哲学者がいる。何が貧困になったのかと言えば，
それは「経験」（Erfahrung）である。我々の周りが
情報で溢れるにつれ，我々の経験が貧困化してしまっ
たのだ。そこで彼は，この問題を次のような方針で論
じていく。
経験の貧困。すなわち，このことを，あたかも人
間が新たなる経験を切望しているかのようには解
してはならない。それどころか，彼らは経験から
解放されることを切望している。3
我々は一度，もろもろの経験から解放されなければ
ならない。しかしそれは，真の経験のようなものを追
い求め，そして発見することでは決してない。それは
貧困化した経験を，後に述べることになる，「未開の
状態」（Barbarentum）とすることにも関係する。経

験の貧困化という状態をある意味において肯定的に捉
え，このような状態から何が見出されるのかを考察す
ることこそ，我々の使命であろう。つまり，この未開
の状態において，我々の経験と情報がどのように関係
してくるのか，我々はどのように情報を創り出すのか，
という観点から，情報概念は考察される必要がある。
そこで本論では，ベンヤミンの翻訳論，そして経験
の概念に着目する。ベンヤミンの翻訳論を中心に，情
報過多の時代における我々の経験を巡り，情報の創造
という観点に対して一つの示唆を与えることが本論の
目的である。

２．翻訳と創作
ベンヤミンの翻訳論，そして言語論は，「言語一般
および人間の言語について」4から「翻訳者の使命」5
へと接続される。彼の特異な言語観は，これらの著作
を 貫 く も の と し て の 「 純 粋 言 語 」 （ die reine
Sprache）6に起因すると述べても過言ではないだろう。
しかしながら本論では，この純粋言語の概念を背景へ
と沈潜させ，それには深く言及せず，彼の翻訳論から
経験の問題へと接続する一歩となることを試みる。そ
こで，先ず，ベンヤミンの翻訳論における翻訳と創作
の差異について概観しながら，経験の問題を捉えてい
きたい。
経験の問題へと接続するためには，自己の問題に踏
4

GS Ⅱ

5

GS Ⅳ
現段階では，この純粋言語という概念は，E・グリッサン

1

中村，p.12

6

2

GS Ⅱ-219

3

GS Ⅱ-218

における「全-世界」（Tout-Monde）という構想に非常に近
しいものであろう，という示唆をするにとどめたい。
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み込む必要がある。端的に言うならば，我々という自
己は，内部的なものと外部的なものによって，二重に
規定されているものである。内的な関係性と外的な関
係性によって，言い換えるならば，内的な「星座」
（ Konstellation ） と 外 的 な 星 座 の 関 係 性 に よ っ て
我々はこの世界に生き，そして自己として存在してい
る。このどちらの一方が欠けていても，私という自己
が存在し得ないのは明白であろう。では，このような
自己規定の二重性という問題を翻訳と創作という場面
から見た場合，それはどのように捉えられるのであろ
うか。

係が全く異なるのである。原作においては内容と言語
がある種の統一のようなものを形成していたとしても，
翻訳作品においては，それは王の身体にまとわりつく，
襞を持つマントのような関係性しか持ち得ない。なぜ
なら，ベンヤミンの翻訳論においては，通常の翻訳論
に見られる意味の伝達という役割を拒否するからであ
る。つまり，ベンヤミンの翻訳論においては，創作と
は意味を創り出すもの，翻訳とは諸言語の関係性とし
てある純粋言語を志向するものとして，これらは明確
に区別させられている。
創作において創り出された原作の意味は，翻訳にお
いては翻訳不可能なものとして原作の中に残り続ける。
例えば，翻訳に深く関係する言語の問題に関心を持っ
ている詩人であり思想家であるグリッサンは，翻訳に
は詩人が他者に対して放棄する自らの部分としての諦
念があると述べ，次のように続ける。

翻訳者の使命とは，翻訳の言語への志向，翻訳の
言語において原作の反響を呼び覚ますあの志向を
見出すことにある。この点に，創作とはかけ離れ
た翻訳の特徴がある。というのも，創作の志向は
決して言語それ自体へ，言語の全体性へ向かうの
ではなく，ただひたすら直接的に，特定の，言語
的な内容の連関へと向かうからである。（中略）
詩人の志向は，素朴な，始原的な，直感的な志向
である。翻訳者の志向は，派生的な，究極的な，
理念的な志向である。7

、、、、
私はみんなのために、不透明性（原文ママ）へ
の権利を要求する。それは自己閉塞ではない。
それは様々な普遍性モデルの虚偽の明晰さへあ
まりに多くのものが還元されてしまうことに対す
る対抗措置である。9

自己規定の二重性という問題は，ベンヤミンが述べ
る翻訳と創作に対応するものである。つまり，翻訳と
は外部的なものによる自己規定であり，創作とは内部
的なものによる自己規定であると，仮に述べることが
できるだろう。創作とは，私という自己にしか語れな
い物語を創造することであり，それはすなわち，自己
の中に原作を創造するということである。それに対し
て翻訳とは，私と違う別の自己，つまりは他者の物語
を翻訳という行為において志向するということである。
他者の物語における，原作の意味としての深い森に立
ち入ることなく，それと外から対峙する形で，原作を
諸言語の全体性の圏域へと誘い込むのである。
つまり，創作とは言語によってその言語内の意味の
関連を創り出す次元であり，翻訳とは諸言語の全体性
と関係する圏域を志向する次元なのである。これらの
二つの行為とは，端的に言えば，次元が違う行為であ
る。したがって，ベンヤミンが述べているように，こ
れらの行為を単純に混同することは危険である 。

翻訳には，必然的に翻訳不可能なものが生じる。そ
れは，他者にとっては（むしろ，自己にとっても）不
透明なものである。しかし，この不透明な部分がある
からこそ，それは他者との差異を持つ自己足りえるの
ではないだろうか。グリッサンも述べているように，
それを肯定的に捉えることこそ，後に述べる情報の創
造を考察する際に重要となってくるであろう。
先に述べたように，我々の自己は二重に規定される。
この問題を翻訳と創作に接続するなら，自己を内的な
ものとの関わりにおいて規定することこそ創作であり，
自己を外的なものとの関わりにおいて規定することこ
そ翻訳であった。それらを行為という面から見るなら
ば，ベンヤミンが述べるように，明確に区別されなけ
ればならない。しかしながら，それらを自己という観
点に立ちつつ考察すれば，決して切り離すことができ
ない二面である。つまり，行為としては翻訳と創作を
明確に区別しつつも，それらを注意深く浸透させるこ
とは無駄ではない。それが，情報の授受のみにとどま
ることがない，言い換えるならば，情報の創造へと接
続される一歩となる。

原作には，翻訳において伝達以上のものである何
かがある。より厳密に言えば，この本質的な核は，
翻訳それ自身において翻訳不可能なものであると
して定められうる。（中略）それは，原作の詩人
の言葉のように，移し変えできないものである。

３．経験の問題―未開の状態において―
ベンヤミンは，現在 10を経験が貧困化している時代
であると考えた。それはつまり，未開の状態にあると
いうことである。そこで，経験に乏しいとき，未開人
はどのようなことをしなければならないのかという疑

8

この後に，ベンヤミンが原作を果実と外皮の例で，
そして翻訳作品を王のマントの例で語るように，原作
と翻訳作品においては「内容」（Gehalt）と言語の関

9
10

7

GS Ⅳ-16

8

GS Ⅳ-15

グリッサン，p.25
「経験と貧困」が発表されたのは，1933 年のことである。

よって，ここでの現在とは，第二次世界大戦前の時代のこ
とである。しかしながら，経験の貧困化という問題は，現
在までも持続している問題であると考えられる。
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問に対して，次のように答えている。

離された形式において語られる。それは，「実際は純
粋な内部であり，いかなる外部も知らず，したがって
物語るという純粋な叙事的態度の最大の対極」16とし
て考えられる。したがって，物語に対して耳を傾けて
いるものとは違い，「長編小説の読者は孤独だ」17と
言わざるを得ない。
そして最後に登場するのが，新聞に代表される情報
という経験の伝達形式である。物語る技術に対して最
も影響を与えたのは，この情報の普及である。そして，
この情報の特徴は次のように表現される。

経験の貧困をもたらされた未開人は，最初から始
めるほかはない。すなわち，新たに始めること，
わずかばかりのもので間に合わせること，右や左
を見ることなく，そのわずかばかりのものから構
成すること。偉大な創造者達の中には，真っ先に
一度は机の上を掃除しようとするような容赦のな
い人が，常に存在した。11
つまり我々も，一切を清算してしまわなければなら
ない。未開人と同様，最初の段階から事を始めなけれ
ばならない。そのためにも，ベンヤミンが述べる，経
験の貧困化の問題に迫る必要がある。
ベンヤミンは，経験の問題と「物語」
（Geschichte） 12を結びつける。ここで述べられてい
る経験の一側面とは，物語によって，つまりは口から
口へと伝えられてきたものである。ベンヤミンは，彼
の時代において，そのような経験が貧困化していると
述べている。それは特に，第一次世界大戦において経
験されたと思われていたことが，実は虚偽であったと
いうことにおいて顕著に表される。つまり，「戦場か
ら帰ってきた兵士が黙り込ん」13でいたのである。こ
のような現象というものは，近代における「長編小
説」（Roman），そして何よりも新聞に代表される
「情報」（Information）という形式が引き起こして
いる。つまりベンヤミンによって，経験を豊かにする
物語から始まり，長編小説，そして情報へと，経験の
貧困化の流れが，そしてそれに伴う経験の伝達形式の
変遷が明確にされるのである。
では，物語とはいったいどのような効用を持つのか。
ベンヤミンは，「物語作者」（Erzähler）を例に出し
て次のように述べる。

情報のほうは，即座の検証可能性を要求する。そ
こにおいては，「それ自体で理解できる」ものと
して現れるということが最重要である。18
つまり，情報が即座に検証可能であればあるほど，
それは一つの事実として，我々の身近な出来事の判断
の拠り所となる。さらに，物語とは対照的に，それは
そうであると読者に対して突きつけられ，読者が自身
の経験へと参入させる解釈の振幅が大きく失われる事
になる。
ベンヤミンはこのように，経験の貧困化と経験の伝
達形式の変遷を結びつけて論じている。つまり当時は，
そして我々が生きる現在でも，この問題の持つ射程は
広いものである。このような状態において，我々は真
の経験なるものをノスタルジックに憧憬するのではな
く，新たに作り上げていかねばならないのである。そ
れは，未開人のように。
では，それは一体，どのようにして行われるのであ
ろうか。それには，ベンヤミンが述べる，物語に特有
な「助言」（Rat）が重要であると考えている。
どの場合においても，物語作者とは，聞き手に対
する助言を心得ている男である。（中略）助言と
は，ある質問に対する答えというよりもむしろ，
（ちょうど今，繰り広げられている）出来事のこ
れからの続きとしての，ひとつの提案なのである。

物語作者は，自身が物語ることを経験から取り出
してくる。その経験は自分自身のものでもあれば，
報告されたものでもある。そして再び，物語った
ものを，彼の物語を聞く人々の経験とするのだ。

19

14

問いに対する答えという形式は，先に述べた情報の
ことである。それは，起きた出来事に対する一つの報
告に過ぎない。それに対して助言とは，現在起きてい
る問題に関する，潜在的な多様性の中にある，ある一
つの提案である。それは，確かに一つの方向を示しは
するが，それは物語の語り手から強制されるものでは
ない。なぜなら，この助言とは物語ることからもたら
されはするが，それは我々の内から語りかけてくるも
のでもあるからだ。つまり，その物語を振幅を持つも
のとして聞くことにより，それは聞き手の経験へと書
き込まれる。その状況において，今ある出来事に対す

簡潔に述べるなら，物語とは，その内容を経験から
取り出していくものである。「事柄を自身が理解した
ように適切に解釈することは，読者の自由に任され
て」 15いて，振幅を持つものでもある。そしてそれは
聞き手の新たな経験となり，再度，他者に対して語ら
れる物語となる。
それに対して長編小説は，物語の語り手とは違い，
テクストという形式において，作家とある意味で切り
11

GS Ⅱ-215

12

Geschichte を文脈に応じて，「物語」，もしくは「出来

事」と訳出する。

16

GS Ⅲ-232

13

GS Ⅱ-439

17

GS Ⅱ-456

14

GS Ⅱ-443

18

GS Ⅱ-444

15

GS Ⅱ-445

19

GS Ⅱ-442
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る，一つの提案が語り出されることになる。これは，
ある画一的な，そして一種の透明な普遍性という情報
に固有な，反復可能な答えでは決してない。それゆえ
に助言とは，その場，今ここに応じた，一回性を持つ
ものとして考えられる。
しかし，ここにおいて，ベンヤミンが次のように述
べていることに注意を払う必要がある。

我々という存在は，ある関係性において，自己を外的
に規定しつつも内的に規定していく，そのような存在
である。その中で，我々が助言を手に入れるためには，
他者の物語を聞くこと，そして我々が物語を語り出す
ことが必要である。
創作は言語の全体性に向かうのではなく，直接的に，
特定の言葉による意味の関連をめざすものである。そ
れはまさに，自己のうちに，つまり究極的には私語22
とも呼べるようなもののうちに，その言語による意味
の連関を創り出す。それは，自己のうちに，その自己
のみが語り出せる物語を創り出すということでもある。
この物語によって，我々の個としての自己が創出され
てくるのである。それは，地から図が浮かび上がって
くるようにである。
しかしながら，自己のうちに物語を創り出すという
ことは，自己のみで完結するものではない。それは，
我々という存在が関係性の中においてあるということ
からも理解できるが，次のことにも注意しなければな
らない。それは，自己のうちに多様なるものが響きあ
っていないもの，その中に他者を受け入れる間隙をふ
くまないもの，それというのは凝固した変化なきもの
である，ということである。語弊を恐れずに言うなら
ば，それは精神的な死である。ここにおいて重要とな
るのが，多様なものを自己のうちに響かせあうことを
目的とする翻訳である。
翻訳とは，その言語のなかに原作の反響を招き入れ
ること，そして言語の全体性を志向することである。
その全体性とは，関係性としての全体性である。つま
り，我々がおかれている関係性23を，関係性としての
全体性を志向するものこそが，翻訳なのである。その
翻訳において，自己は他者の物語を招き入れる。それ
はある一義的な解釈を強制しない振幅を持つものであ
り，経験において伝達可能なものが物語となり，自己
のうちに書き込まれるのである。当然そこには，伝達
不可能な部分も存在する。しかしながら，それを単純
に，否定的なものとして捉えてはならない。グリッサ
、、、、、、、、、、、、、、
ンも述べるように，「場所はその還元不能な中心と計
、、、、、、、、、、、、、、、、、、
測不能な周辺によって大きくなっていく（原文マ
マ）」 24のだ。そのような還元不能な中心を，ある透
明な普遍的なものという幻想に還元してはならない。
そのような還元不能な中心，不透明なもの，翻訳不可
能性が存在するからこそ，我々は翻訳するのである。
そして，翻訳において翻訳しきれないものがあるとい
うことそれ自体が，我々の自己の差異化の原理とも関
係してくるであろう。
翻訳と創作を相互浸透させること，それの交点を自

助言を手に入れるために，まずはじめに，一度は
出来事を物語ることができる必要があるだろう。
20

ここにおいて，先に述べた翻訳と創作の問題が，経
験の問題と交わることになる。助言を手に入れるため
には，つまり物語を聞くためには，出来事を物語る，
つまり物語を創作し，そして物語ることが求められる。

４．混合の思想―翻訳と創作の相互浸透―
翻訳と創作が交わる点，それはまさに，経験の問題
を取り上げるときに形成されるものである。経験の問
題を考えるに当たり，この未開の状態をむしろ好意的
に受け止める必要がある。というのも，新しきものの
創造には，古きものの打ち壊しという一面が必要だか
らだ。
ここでは，翻訳と創作の交点を考察し，それを経験
の問題へと結びつけたい。翻訳と創作を相互浸透させ
ること，これはベンヤミンにおける経験の貧困化の問
題に対し，一つの道筋を示すことになる。それは，グ
リッサンの次のような言葉からも理解できよう。
、、、、、
混合の思想（原文ママ）、単に文化的混合だけで
はなく、一歩進めて、混合の諸文化の震える価値
の思想、それはおそらく我々を諸々の限界、ある
いは、我々を虎視眈々とねらっている不寛容から
救ってくれ、我々に新たな関係性の空間を開いて
くれるだろう。21
先に述べたように，ベンヤミンは経験が貧困化した
現在を未開の状態と呼んだ。そのような状態にあるか
らこそ，そしてそのような状態をある意味において肯
定的に捉えるからこそ，そこには混合があると言えよ
う。つまり，先にも述べた物語，長編小説，そして情
報という諸形式が混合するのである。これらの形式が
混合し，そして互いが互いを刺激しあう時，そこには
新たな関係性が開かれることになる。つまり，翻訳と
創作を相互浸透させることも，それと同様に考る必要
があるだろう。
以前に自己規定の二重性の問題に触れたが，これは
翻訳と創作に対応するものであった。我々という存在
は，人々との関係の中で生きている存在である。つま
り，絶対的に他と隔絶した自己，他との関係を持たな
い自己というものが，前提として存在するのではない。
20

GS Ⅱ-442

21

グリッサン，p.10

22

人間の精神生活のどのような表出も，言語の一種として理

解することができる。
GS Ⅱ-140
23

カッチャーリが，意志的な命名に把握しうるのは関係性

の中におかれた存在だけである，と述べていることにも注
意を払う必要がある。
カッチャーリ，p.71
24
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己に見出すこと，それがもたらすものとは，新たなる
関係性である。それは，自己を形成しながらも，その
うちに多様なるものを招き入れる，そのような関係性
である。すなわち，自己の物語を創り出すこと，他者
の物語を聞き，自己のうちに経験として書き込むこと，
そして物語を語ること。これらの循環により，自己は
形成され，そして助言を語り出す経験が創造されてい
く。注意しなければならないことは，この循環は，同
じ場所に留まり続ける循環では決してないということ
である。なぜならば，自己のうちに他者の経験が書き
込まれることにより，自己の地が組み変わるからであ
る。ベンヤミン風に言うならば，それによって自己の
うちに新たなる星が見出されることになる。そしてそ
の地において，その場，今ここに応じて，新たなる図
が，つまりは新たなる星座が表現される。これという
のは一回性を持つものであり，過去の記憶の想起とい
う場面以外においては，反復可能なものではないだろ
う。更に言えば、そのような想起という場面において
も十全に反復可能かどうか、確かではない。
我々は混合の思想を通して，翻訳と創作が相互浸透
する場所を見出した。このような場において，現在に
おいて行われている出来事に関する提案としての助言
が生成されてくることになる。また，情報過多であり，
情報社会である現在とは，経験が貧困化する反面，
我々が見出した経験が豊饒化する可能性も秘めている。
経験の伝達形式という側面に注意を払いながらも，翻
訳と創作の交点において生み出される助言に関する考
察を深めていきたい。

ちに書き込まれた他者の経験が星となり，内的な星々
の組み換えが起こり，そして新たなる星座が見出され
る。それはつまり，創作である。言い換えるならば，
地に新たなる経験が組み込まれ，それが内的情報に作
用し，以前とは違う図を浮かび上がらせたということ
である。
ここで問題となるのが，自己のうちに書き込まれる
経験（物語）と，書き込まれない経験（ベンヤミン的
な意味での情報）とが存在するという事態である。物
語としての経験は，聞き手に対して解釈を一義的に決
定させないという振幅ある構造を持つため，そのとき
の出来事に対しての解釈を，聞き手としての自己のう
ちに発生させる。
しかしながら，新聞などに代表される情報は，この
ような物語とは異なる構造を持つのである。
情報は，それがまだ新しかった瞬間に，その報酬
を受け取っている。情報は，ただ瞬間においての
み生き，自身を完全にこの瞬間に引渡し，そして
時を逃すことなく，この瞬間に自分自身を説明し
なければならない。27

ここで述べられている，経験という原料を一回限り
のやり方で加工したものこそが物語であり，それがも
たらす助言なのである。そしてこの助言こそが，翻訳
と創作の交点に創造されるものであり，新たなる関係
性を築き上げるものである。それというのも，「ある
物語に耳を傾ける人は，語り手とのつきあいの場にい
る」 26のであり，そのとき，物語を聞く自己は，交流
の，交通の，そして関係性の場に置かれることになる。
それはつまり，翻訳が創り出す関係性である。そして
同時に，そのような自己は物語作者となる。自己のう

情報は，それ自体で完結し，そして理解できること
が重要である。それは通常，長いときが経てばその価
値が失せてしまうものである。この情報は，助言的な
経験としては，自己のうちに書き込まれることはない。
それはあくまでも，自己の外で起きている出来事に対
する一つの答えでしかない。
つまり，自己のうちに書き込まれる経験とは，助言
的な要素を含むものである。物語を聞いた自己はそれ
を基礎の一つとし，ある出来事に対する一つの助言を
得るということである。物語作者が語り出す物語は，
「賢者のように，すなわち，多くの場合に対して」28
の助言を心得ている。確かに，その物語は，多くの場
合に対して助言を心得ているため，その物語自体は一
回的なものとは言えないだろう。しかし，それが一義
的な解釈を強制しない以上，その物語は聞き手の状況
に応じて，一回限りの，それに加えて聞き手の内部で
持続する助言を発生させるのである。
これとはまさに，《翻訳的情報創造》と呼べるもの
であろう。翻訳を通して，《助言としての情報》（こ
こで述べる情報とは，ベンヤミンが述べる情報とは異
なる。ベンヤミンが述べる情報とは，メディアとして
の，メディアによる情報と、仮に言い換えることがで
きるかもしれない。）が伝達されるのである。そして，
この助言としての情報を自己のうちに書き込むことに
より，自己のうちで創作が行われ，それは新たなる物
語を生成させることになる。それはまさに，千夜一夜
物語において，一夜の物語が次の一夜へと接続し，流
れ込むようにである。
しかし現在は，未だ未開の状態であろう。それはベ
ンヤミンが述べたように，経験の貧困化に端を発して

25

GS Ⅱ-464

27

GS Ⅱ-445

26

GS Ⅱ-456

28

GS Ⅱ-464

５．翻訳的情報創造へ
助言とは，ある出来事に対する答え，というよりも，
それに対するこれからの見通しとしての一つの提案で
あった。それは，問題が与えられれば，必ず答えが一
義的に決定されるようなものではなく，むしろ，多様
な潜在的なものから導出された，一つの提案である。
ベンヤミンの次の言葉から考察を再開したい。
物語作者の課題とは，経験という原料を――他人
のものであれ自分のものであれ――，堅固で有益
な，そして一回限りのやり方で加工することから
成り立つのではないのか？25
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いる。この事態は，ベンヤミンが述べるところの情報，
つまりはマスメディアという伝達形式と関係している
ものである。この流れで考察を進めるのなら，この貧
困化の頂点にあるものは，サイバースペースであろう。
サイバースペースが成長した今，サイバースペースに
閉じこもり，個人的な経験の質と量が低下したという
問題は，もはや陳腐な表現と化しているほどに，よく
耳にするものである。しかしながら，次のようにも考
えることは可能であろう。すなわちそれは，経験の貧
困化に対する新たなる「未開＝野蛮な状態」
（Barbarentum）である，と。それは，サイバースペ
ースが新たなる関係性を築き上げる一つの場になると
いうことである。そこにおいて，先に考察したような
助言としての情報はどのような役割を担うことになる
のだろうか。

Frankfurt am Main, 1972-1989．
ヴァルター・ベンヤミンの著作からの引用は，上記の
全集からとした。本論文中におけるベンヤミンからの引
用箇所は，GS の略号の後に，全集の巻数をローマ数字で，
ページ数をアラビア数字で記す。また，訳出の際に，
『ベンヤミン著作集』（晶文社）と『ベンヤミン・コレ
クション』（筑摩書房）を参考とした。
以下に，引用した著作の題目，邦題，そして全集の巻
数，ページ数を示す。
Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen
「言語一般および人間の言語について」 (GS II, S. 140ff.)
Erfahrung und Armut 「経験と貧困」 (GS II, S. 213ff.)
Der Erzähler : Betrachtungen zum Werk Nikolai Lesskows
「物語作者 ニコライ・レスコフの作品についての考
察」(GS II, S. 438ff.)
Krisis des Romans : Zu Döbins »Berlin Alexanderplatz« 「長篇
小説の危機 デーブリーン『ベルリン・アレクサンダー
広場』について」 (GS III, S. 230ff.)
Die Aufgabe des Übersetzers 「翻訳者の使命」 (GS IV, S.

６．結論にかえて
本論において，ベンヤミンの経験の貧困化という問
題からはじめ，翻訳論を通過し，情報創造の問題へと
接続してきた。ベンヤミンが未開の状態と呼ぶものは，
現在において一つの頂点に達しているだろう。しかし，
それを悲観的にのみ考えてはならない。それとは，何
か新たなるものが生まれる状態でもあり，新たな関係
性が生成されるものでもある。そしてサイバースペー
スとはまさに，未開の状態における野蛮なものであろ
う。それは，我々の経験をより一層貧困化させるもの
という側面も持ちうるが，しかしながら，翻訳と創作
を加速させるものでもある。ベンヤミンが述べる意味
での情報の授受に留まってしまえば，それは貧困化の
道を突き進むことになるだけである。そうではない道，
それとは別の門を開くことが，今後の課題となろう。
そこには，本論において考察した翻訳的情報創造，そ
して助言としての情報が重要な位置を占めることにな
る。そして，この問題に対して十分に思考することこ
そが，我々の使命である。

9ff.)
2) マッシモ・カッチャーリ，柱本元彦訳，岡田温司解説，
『必要なる天使』，人文書院，2002
3) エドゥアール・グリッサン，恒川邦夫訳，『全―世界
論』，みすず書房，2000
4) 中村雄二郎，『デジタルな時代』，青土社，2000

世界の多様性にしだいに加速された速度で接触し
ていると、我々は供給された情報の洪水から抜け
出て、我々の偶然に秩序を与えるために、立ち止
まって考える時間が必要となる。29
我々は自己に固有の速度を持つ必要がある。そして
思考するために，我々は精神的に退屈な状態を創り出
し，必要に応じて立ち止まる必要がある。
退屈とは，経験という卵をかえす夢の鳥である。
30

参考文献
1) Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, unter Mitwirkung von
Theodor W. Adorno und Gershom Scholem, herausgegeben von
Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser, Suhrkamp

29

グリッサン，p.164

30
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オンライン熟議フォ—ラムの課題と可能性
―熟議へのビデオ通話技術の適用に関する考察―
The Problems and Possibilities of Online Based-Deliberative Forums:
The Consideration about Applying Video-Chatting Technology to Deliberation
原科	
  達也
Tatsuya HARASHINA
早稲田大学文学学術院社会学コース	
  Waseda University
	
  	
  	
  Abstract

This paper examines the possibility of online-based deliberative forums using video-chat
technology such as Skype or Facetime. Deliberative forums using face-to-face communication have some
problems, which need too much money and time. These problems prevent these forums from being in
widespread use. Then online-based deliberative forums can make them easier to organize and consequently
increase the amount of them. These merits lead deliberative forums to be more relative and reflexive, because
by making them easier, it become possible that much kind of organizers who have a variety of positions can
reconfirm through deliberative forum itself whether the deliberative forum was distorted or not, therefore the
richness of amount prepares possibilities required to reflect deliberative forums by themselves.

	
  	
  	
  キーワード	
  熟議民主主義、ミニ・パブリクス、オンライン上の熟議フォーラム、ビデオ通話技術	
 

はじめに	
 
念を実践する手法を彫琢してきた。そのため、熟議
民主主義の諸実践には、何らかの形で、熟議フォー
ラムや討論会が組み込まれている。このような実践
手法を通じて、政治過程をより民主的にすることを
求めているという意味で、熟議民主主義は、社会運
動でもある。
	
  熟議民主主義の誕生の背景には、いわゆる「代表
制民主主義の危機」と呼ばれるものがある。それは、
たとえば「合理的無知」や、それと関連した「政治
的無関心」と呼ばれるような事態などによって説明
されることが多い。すなわち、政治過程において、
市民には理性的判断に基づく投票や意見表明が求め
られ、そのためには十分な情報を自発的に取得しな
ければならないが、しかし、どんなに多く情報を集
め、熟慮を重ねた判断であったとしても、所詮は個
人的な意見にすぎず、各人が行使できるのは、ひど
く限られた形、すなわち1票でしかない。それゆえ、
1票のために情報を収集し、熟慮を重ねるコストと、
その成果が釣り合わず、また政治以外の労働や交際
などの忙しさから、不完全な情報下で、思いつきで
投票したり、あるいは、投票しなかったりする。要
するに、市民が政治過程に与えることができる影響
力の小ささと情報収集および判断にかかるコストを
比較した場合に、個人が行使できる影響力があまり
にも小さいため、政治的行為から撤退してしまうの
である。
	
  「代表民主主義の危機」と呼ばれる現象は、合理
的無知や政治的無関心だけで説明されるものではな
いが、しかし、このような危機意識のもと熟議民主
主義は作り上げられてきた。そのため、熟議民主主
義は、市民が十分な情報のもとで、しっかりと熟慮

本稿では、インターネット通信技術と熟議民主主
義実践の接合の可能性について論じていく。熟議民
主主義は、何よりも、言葉を交わし熟議することを
重視しており、またこれまでの熟議の伝統から、対
面状況における発話を介した熟議がその中心におか
れている。本稿の中心的課題は、対面状況における
熟議実践の課題を析出し、この課題に対処するため
にオンライン上でおこなわれる熟議実践について、
検討することであり、とりわけビデオ通話技術を介
した非対面ないし擬似対面状況における熟議に置き
換えた場合、そこから導かれる効果や問題を検討す
るものである。
	
  こうした検討から、インターネット技術を熟議実
践に積極的に取り入れていくことの意義は、ただ単
に、実践的局面における効率的な熟議の運営という
点にとどまるものではないということが本稿のポイ
ントである。むしろ、ここで論じることは、オンラ
イン上で交わされる熟議がもつ社会的機能について
である。結論を先取りして述べれば、この技術の導
入がもたらすものは、熟議それ自体の量の増大であ
る。そして、それが意味するのは、熟議実践の相対
化の可能性であり、言い換えれば熟議実践による熟
議実践の反省可能性を切り開くものであると主張し
たい。
	
 

熟議実践の特徴	
 
	
  熟議実践の手法とインターネット技術の接合につ
いて論じる前に、熟議民主主義について言及してお
こう。熟議民主主義は、ユルゲン・ハーバマスの討
議理論を源泉としながら、アメリカやヨーロッパ、
オーストラリアなどの国々で様々な仕方で、その理
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し、さらに様々な意見の相違を、議論を通じて調整
し、その議論の中に全ての人の意見を包括し、その
成果の政治過程における影響力が強められることを
求めている。したがって、熟議民主主義の特徴を端
的に述べるならば、①情報の周知、②熟慮/熟議1
（Deliberation）、③包括性、④影響力である。
	
  こうした問題に対して、熟議民主主義が実践的に
よく用いる手法が「ミニ・パブリクス」と呼ばれる
手法である。これは日本においてもJ．フィシュキン
らの熟議型世論調査などが注目を集めているが、他
にも市民陪審や21世紀タウンミーティング、計画細
胞、コンセンサス会議など様々な手法が考案されて
いる。
	
  この「ミニ・パブリクス」という手法は、政治家、
学者、官僚などの政治に関する専門知を有する人々
ではなく、公共圏において大半を占める、その専門
知を有していない一般市民が代表となって熟議をす
るものである。その代表者の選抜方法は、自薦式の
ものから、統計学的手法による無作為抽出まで様々
であるが、いずれも熟議参加者に十分な情報を提供
した上で、小グループによる、徹底した討議を基本
的な特徴にしている。ミニ・パブリクスとは、いわ
ば、理想的な条件下で市民がどのような集合的意思
決定を下すのかを観察する手法である。
	
  このようにして、熟議フォーラムは、一般市民か
ら代表者を選出することにより、理想的な「社会の
縮図」、「公共性の箱庭」をつくりだす。まさに公
共圏における市民のコミュニケーションを実験的に
作り上げるという点で、ハーバマス的な理想を実現
するものである2。
	
  そして、熟議民主主義は、ミニ・パブリクスとい
う手法によって、一方で政治過程あるいは、「フォ
ーマルな公共圏」に対する市民の影響力を強め、他
方で市民自身の政治的なコミュニケーション能力を
高め、反省された公論の生成に必要なリベラルな政
治文化が涵養されるようにするものなのである。
	
 

熟議フォーラムにおける課題	
 
	
  しかしながら、このようなミニ・パブリクスの実
践にも、いくつかの課題がある。運営上の課題とし
て、いくつか挙げられるが、とりわけ費用面での課
題は、熟議フォーラムの今後の普及にとって重要な
ものである。
	
  費用の面に関しては、熟議フォーラムの規模にも
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 今回の日本における 8 月の DP では、一人日当 5000 円が
支払われた。
4
この金額は、東京新聞 8 月 5 日朝刊２面に掲載された記事
によるものであるが、この記事の後にも、第３者委員会、
報告書の出版などがあり、おそらく全体の費用ではない。
5
西田の調べたところによれば、通常の１回の世論調査（個
別訪問面接方式で、3000 名〜10000 名のサンプル数の場合）
では、約 1300 万円程度の費用がかかる（西田 2012）。
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 そもそも、Deliberation という語には、伝統的に「熟慮」

6

	
 DP 以外の熟議手法にかかる費用は、最も費用を安く抑え
られる市民陪審の場合でも、11 人規模の市民陪審で、8000
ドルから 12000 ドル程度かかる(Gastil and Levine eds.
2005=2013: 180)。これだけを見た場合、DP が突出して高額
な予算を必要としていることがわかる。しかし、他方で、
選抜された代表者が、統計学的に十分に母集団を反映する
ためには、一定程度以上のサンプル数が必要であり、それ
は熟議フォーラムの代表性、すなわち正統性に関わる問題
にまで及ぶのであり(Drysek 2012)、争点の重要さや大きさに
よっては市民陪審では十分な効果を発揮できないこともあ
る。	
 

「熟議」二つの語を当てることが多く、本稿でも原則「熟
議」という訳語を当てている。しかし、熟議民主主義にお
いて、Deliberation というときには、両方の要素がともに備
わっていなければならない性質であり、「熟議」と記載し
ているときであっても、「熟慮」は常に「熟議」に伴って
いるものである。	
 
2

	
 ただし、ハーバマス自身は、DP などの熟議民主主義の実
	
 ただし、ハーバマス自身は、DP などの熟議民主主義の実

2

践の効果は限定的なものであり、公共圏全体に大きな影響
を与えるものではないと主張している(Habermas 2008)。	
 

	
 

よるが、通常はこれらのフォーラムは、公共団体、
企業、財団などの経済的支援を必要としており、主
催者がこれらのアクターではない場合、単独で開催
することは困難である。とりわけDPなどのフォーラ
ムにおいては、フォーラムに先駆けて、無作為抽出
による社会調査を実施し、さらにより多様な市民の
代表に集まってもらうために、交通費、宿泊費、食
費そして日当3を支払っている。そのため、全国規模
のDPを開催した場合、数千万から場合によっては億
単位の費用と莫大な準備のための時間と労力を必要
とする。たとえば、昨年8月の日本初の全国規模のDP
である「エネルギー・環境の選択肢に関する討論型
世論調査」（内閣府が主催）のフォーラムでは、お
よそ5600万円の費用がかかり4、通常の世論調査の4倍
以上のコストがかかるのである5。また、こうしたフ
ォーラムを開催するための人的、時間的コストも考
慮に入れれば、DPは、他の公共圏におけるコミュニ
ケーションの方法に比べ、遥かに高コストなもので
ある6。
	
  つまり、現在の熟議実践の課題は、以上のような
困難から、世論調査や公聴会などと比較すると、実
施される数も少なく、それゆえに、公共圏において、
継続的な影響力を発揮するには十分とはいえない。
	
  熟議フォーラムの量の少なさは、２つの点におい
て問題を有する。ひとつは、熟議実践は、一方で集
合的意思決定プロセスではあるけれども、他方で、
これは一種の学習プロセスでもある。つまり、熟議
民主主義が前提にしている、市民のコミュニケーシ
ョン能力や政治的問題へのコミットメントを強める
学習プロセスという側面も有している。
	
  それゆえ、熟議フォーラムの数の少なさは、市民
の学習機会の少なさを意味する。その場合、熟議フ
ォーラムにおいて一定の学習効果があったとしても、
そのフォーラムが散発的なものになってしまえば、
結局はその場限りの学習に終わってしまうだろう。
フォーラムの外でも、熟議的な態度やそこに現れて
いる政治文化を継続させるためには、定期的な学習
機会の提供は不可欠であり、それゆえに一定量の熟
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議機会を設ける必要がある。
	
  さらに、熟議フォーラムの実施される量の少なさ
は、熟議フォーラムの歪みや間違いを指摘するため
の批判可能性に関する問題も抱えることになる。た
とえば、カーソンらが指摘するように、熟議や包括
性という言葉は用いているものの、実際に熟議的な
手続きを踏んでいない偽物の熟議フォーラムも存在
する(Gasteil and Levine eds. 2005=2013)。またカーポウ
ィッツたちが指摘するように、主催者が誠実に熟議
フォーラムを開催する意図があるとしても、自らの
熱意のあまり、中立的なフォーラムのデザインにな
っていない場合もある(Gastil and Levine eds.
2005=2013)。
	
  歪められた熟議や失敗した熟議をあらかじめ排除
する仕組みは考えられているが、しかし、その効果
は限定的なものである。たとえば、DPでは、
Deliberative Polling®という語を商標登録し、スタンフ
ォード大学のDPセンターのチェックなしではDPと名
乗れないようにしたり、とくにそのチェック項目の
中で、第３者検討委員会が設置されているかをチェ
ックしたりすることで、品質を維持しようとしてい
る。しかし、それではDPと名のついたフォーラムの
品質しか保護することはできない。
	
  それゆえ、熟議の歪みに対する予防策だけではな
く、事後処理する仕組みを、熟議全体、いわゆる熟
議システム7は備えていなければならない。ある熟議
フォーラムが歪められているのか、そうでないのか
が、外側から、少し見ただけで気がつけるのであれ
ば、問題はない。しかし、このような歪みや間違い
は、どんなに事前に精査したとしても、はじめから
我々にそのすべてが明らかになっているものではな
い8。潜在的な熟議の歪みに関する気づきは、外在的
には、公共圏におけるコミュニケーション中での批
判を通じて指摘されるかもしれない。しかし、実質
的な批判を展開するためには、同じ主題のもとで、
いくつかの熟議デザインをコントロールした上で、
その結果や手続きを詳細に比較した後でしか、その
歪みが実際のところどのようなものなのかについて
は、判明しない9。科学的な手続きにおける実質的な

批判は、反証の手続きを踏まねばならず、その場合、
言及するだけではなく、その指摘に十分な根拠をお
かねばならない。
	
  このような、潜在的な歪みを事後的に明らかにで
きるためには、あるフォーラムが実施された後に、
何度もそのフォーラムを確認できるフォーラムが開
催できなければならない。言い換えれば、熟議の潜
在的歪みを明るみに出し、批判するためには、追調
査や同じようなトピックの複数の熟議フォーラムが
不可欠なのである。これが意味しているのは、熟議
システムにおいて、熟議フォーラムがある程度量的
に豊かな状態でなければならないということである。
熟議の量的な豊かさによって、個々の熟議はその都
度相対化の可能性に晒され、歪みや間違いへの感度
を高めていくことができるのである。
	
 

オンライン上の熟議実践：オンラインDP	
 
	
  熟議フォーラムの実践上の課題に対処し、熟議フ
ォーラムの量的な増大を達成するために、ここでは、
オンライン上の熟議フォーラムについて、検討して
みたい。オンライン上の熟議フォーラムはすでに何
度か実施されており、有名なのは、フィシュキンと
ラスキンらが展開しているオンライン上のDPである
（Fishkin etc. 2005, 2009, Luskin etc. 2004 ）。
	
  これまで、オンライン環境を用いた民主主義実践
は、E-デモクラシーとして、サイト上での掲示板やチ
ャット、あるいはFacebookやTwitterなどの環境におい
て実践されてきた。しかし、こうした環境は、一方
で人々が議論する場所を提供するものの、他方で、
原則的にテキストベースのコミュニケーションに制
限されるなどの問題も存在するし、さらにはそもそ
もその議論するサイトの選択が各人の選好によって
フィルタリングされており、類似した意見を持つも
の同士の間だけで議論がなされがちであり、場合に
よっては、集団極端化へと進んでしまうこともある
（Sunstein 2000=2012, 2001）。
	
  このような問題を避け、十分に熟議の理想に適う
コミュニケーションを展開するために、フィシュキ
ンらは、これまでDPで培ってきた熟議のデザインを
活かしつつ、オンライン上での熟議をデザインし、
そしてこれまでに5回オンライン上でDPを実践してき
た(Fishkin 2009=2011: 263-6)。
	
  こうしたオンラインDPの利点は、熟議的なデザイ
ンを維持したまま、上述の運営上の困難を大幅に削
減することができるという点につきる。たとえば、
彼らの試算によれば、オンライン上でDPを開催する
だけで、参加者に支給する交通費や宿泊費、食費な
どを削減することができるので、その費用をおよそ
1/10程度にまで圧縮できるという（Fishkin 2009=2011:
271）。
	
  この他にも、彼らは３点のオンラインDPのメリッ
トを挙げており、継続性、企画から実施までの準備
期間、機材という点でメリットがあるという（フ
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 熟議システムという語は、J．ドレイゼクや J．パーキン
ソン J．とマンスブリッジらがしばしば使う言葉であるが、
ここでは公共圏における熟議諸フォーラムの総体ないしは
それらのネットワークとして理解すれば良い(Drysek 2012,
Parkinson and Mansbridge 2012)。	
 
8

	
 とりわけ、熟議フォーラムの設計段階において、マイノ
リティー集団の意見や言説を排除している可能性を、事前
に全てコントロールすることは難しい。DP などのミニ・パ
ブリクスの手法は無作為抽出を用いるため、このようなマ
イノリティーの意見は、サンプルに含まれない可能性が極
めて高い。そのため、事前にわかるものであれば、一部の
サンプルをオーバーサンプリングすることもできるが、主
催者がすべての意見を把握できるものでないのだから、常
に遡及的に熟議の成果とプロセスをチェックできる仕組み
を備えている必要がある。	
 

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
  	
 	
 	
 	
 

9

	
 熟議の代表性の欠如の問題に関しては、ドレイゼクが詳

ての言説を事前にフォーラムのデザインに盛り込むことの
難しさについて言及している。	
 

しく論じている(Drysek 2012)。そこで彼は社会に存在する全
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Fishkin etc. 2005）。
	
  継続性が意味しているのは、フォーラム参加者の
負担を減らし、彼らが継続的にフォーラムの全日程
に関与できるようになるということである。DPは通
常最短で1日、場合によっては週末を何度か使って熟
議をおこなう。そのため、参加者は仕事や家事、あ
るいはその他の用事で、全日程を全うできないこと
がある。しかし、オンラインDPでは、自宅でおこな
うことができるので、参加者がPCの前に座ることが
できる都合の良い時間を設定し熟議することができ
るし、自宅なので、熟議の時間的制約も比較的低く
見積もることができる。
	
  次に、企画から実施までの準備にかかる時間と労
力を大幅に削減できる。DPフォーラムは会場の設営
や各種機材の準備、参加者への紙媒体での資料送付、
当日の会場案内など様々な仕事があるが、オンライ
ン上ではこれらの仕事のほとんどを運営者はPC前で
おこなうことができる。
	
  最後に機材であるが、DPでは小集団討論や全体フ
ォーラムにおける議論を録音したり、専門家パネル
を映し出したりと、様々な機材が使用されるが、オ
ンライン上では、録画や録音はとても簡単におこな
うことができ、会議資料や専門家パネルの資料もオ
ンライン上では、簡単に送付することができる。

オンラインDPにおける課題	
 
	
  彼らがオンラインDPで問題視していたのは、第一
にサンプルの集め方である。DPの特徴であり、メリ
ットは、母集団全体から無作為に選ばれたサンプル
に対する調査票調査および無作為に選ばれた代表に
よる熟議である。しかし、例えばインターネットを
用いた社会調査などで指摘されることであるが、サ
ンプリングをインターネット上でおこなう場合、母
集団の特定が難しいということである。これは、端
的に母集団の範囲を確定することができないという
だけでなく、その社会に住むPCに慣れ親しんだ人だ
けが抽出されてしまう。そのため、抽出されたサン
プルが十分に母集団を代表しているのかという点で、
問題がある。
	
  また、デジタル・ディバイドの問題も存在し、実
際にPCを扱ったことのない人々が熟議のためのソフ
トウェアを起動し、それを通じて通常の対面的コミ
ュニケーションと同じ雰囲気でコミュニケーション
がおこなえるのかどうかという問題もある。
	
  こうした問題に対して、フィシュキンらが実施し
たオンラインDPでは、まずサンプルの代表性の問題
に対して、従来のオフラインの社会調査の手法とオ
ンラインDPとを組み合わせることによって、解消し
た。つまり、サンプリングをオフライン、それ以降
をオンラインで実施することで、サンプリング上の
問題を解消した。
	
  次にコンピュータを持っておらず、PC環境に不慣
れな人には、まずPCを貸与し、またテキストベース
ではなく、音声によって熟議できるようなソフトウ
ェアを導入し、この問題に対処したのであった。し
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かし、これだけでは、デジタル・ディバイドの問題
をどの程度解消できたかは疑問が残る。
	
  いずれにしても、彼らが示すところでは、これら
の対処により、概ね期待通りの熟議の効果を見るこ
とができたという10。しかしながら、他方で、彼らは
オンライン上での熟議における可能性は探究の余地
があるとも述べており(Fishkin 2009=2011: 270-1)、本
稿では、この更なる可能性として、SkypeやFaceTime
などのようなビデオ通話を用いた熟議フォーラムの
可能性について、探究してみたい。

ビデオ通話技術を用いたオンライン上の熟議	
 
	
  フィシュキンらが主張するオンラインDPの可能性
は、何よりも運営上の経済的、時間的、人的負担が
軽減され、また参加者の負担も軽減されることによ
り、より多くの良質な熟議フォーラムを開催したり、
これまで以上に長期にわたる継続性のある熟議フォ
ーラムを開催したりする見込みがもてるということ
である。
	
  このような試みにおいて、近年のICT(Information
and Communication Technology)の発展に伴い、従来の
テキストベース、音声ベースのコミュニケーション
だけではなく、ウェブカメラを使用し、相手の表情
や仕草を見つつ、コミュニケーションをおこなうこ
とを可能にする技術が一般的に普及してきた。
	
  こうした研究の事例として、フィンランドでおこ
なわれた市民熟議（Citizen Deliberation in 2006, 2008）
がある（Grönlund etc. 2009）。その市民熟議は、エネ
ルギー政策に関するものであり、2006年に対面式で
開催され、その２年後にオンライン上の熟議が開催
された。このオンライン上の熟議は、ウェブカメラ、
音声、メッセージの三つを用いて実施された。
	
  このオンライン上の熟議は、調査票、資料は、
2006年における市民熟議と同じであった。また、こ
の熟議はDPと同じく、無作為抽出で選出したサンプ
ル(2006年: N=2500, 2008年:N=6000)の中から、2006年
は、自薦の参加者が244名、招待された参加者が194
名となった。2008年は、自薦の参加者が147名、招待
の参加者も147名であった。そして、最終的な参加者
は2006年が135名、2008年が79名であった。これらの
参加者を10名程度のグループにわけ、熟議をおこな
った。
	
  また、DPとおなじく、通常の意見調査だけではな
く、学習レベルの向上を計測するため、正解のある
質問をおこなった。その結果、対面、オンラインと
もに知識レベルが向上し、熟議フォーラムを通じて、
市民が当該問題について学習したことが確認できた。
ただし、対面状況のほうが正解回答率の向上の度合
いが高くなる結果になった。これは最初の知識に関
する調査時点で、オンライン参加者の正答率が高く、
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 ここでいう、熟議の効果とは、ひとつは熟議フォーラム
を通じて、参加者が当該問題についてどの程度知識を得た
かというものであり、もうひとつが、熟議フォーラムを通
じて、参加者にどの程度の意見変動が起きたのかというこ
とである(Fishkin 2009=2011)。	
 

Ⅱ-1 情報社会論2（理論）
それゆえ、変化率に影響を及ぼしている。その理由
は、一部の参加者が最初の調査の段階で、インター
ネットで解答を調べてしまったことによる。
	
  また、熟議の効果は、こちらも対面、オンライン
ともに一定程度の意見変動を促す効果があった。し
かし、19項目からなる設問のうち、対面状況が8項目
に意見変動が見られたのに対して、オンラインでは6
項目の意見変動が見られただけであり、一定の熟議
効果はあるものの、やはり対面状況程に強くは働か
ないことがわかる。
	
  ただし、このような結果から、ビデオ通話によっ
てどの程度の熟議の効果が生じたのかを析出するこ
とは難しい。これまでに、対面状況の熟議とオンラ
イン上の熟議を比較する研究はあるが、オンライン
上で、音声およびメッセージによる熟議とウェブカ
メラ、音声およびメッセージによる熟議の間の効果
を実証的に検討する研究はほとんどない。
	
  素朴に考えれば、対面状況と同じとはいえないま
でも、顔の見える熟議の方がより他の参加者への信
頼度が増し、より恊働的な熟議を展開できると考え
られるかもしれない。また、熟議ではないが、簡単
な相互行為ゲームのなかで他者への信頼や参加者同
士が協調行動をとる度合いを、コミュニケーション
の媒体ごと（対面、ビデオ通話、音声のみ、テキス
トのみ）に測定した研究も存在する(Bos etc. 2001)11。
ここでも、対面方式が最もスコアが高く、次いでビ
デオ、音声、テキストという順であった。しかし、
これは熟議の効果を測定するものではないから、実
際のところ、どの程度使用する媒体によって、熟議
効果が変動するかはわからない。
	
  以上の点は、今後の課題になる問題であるが、こ
の他にもビデオ通話を用いたオンライン上の熟議特
有の問題がある。ビデオ通話は、サーバーおよび回
線ヘの負担が音声やテキストメッセージの熟議に比
べて大きいため、場合によっては、ラグが生じ、参
加者にストレスを与える可能性もある。事実、フィ
ンランドのオンライン上の熟議では、サーバーがク
ラッシュしたり、参加者の回線状況が悪く、一部の
グループのチャットルームがダウンしたり、一部の
動画再生ができなくなったりする事態に見舞われた。
	
  このような、オンライン上の熟議の進行上のトラ
ブルは、トリビアルなものと思われるかもしれない
が、しかし参加者との信頼関係を維持するために、
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 ここではデイトレーダーと呼ばれる、社会的ジレンマを
引き起こすゲームを数ラウンドおこない、用いる媒体ごと
に参加者が互いに協調的な行動をとる度合いを計測したも
のである。その結果は、対面＞ビデオ＞音声＞文字であっ
た。初期のラウンドでは、ビデオ通話は、協調行動とる度
合いを測定するスコアが対面に比べて劣るものであるが、
一定の数のラウンドをこなした後では、対面状況とほぼ同
じ程度の協調行動をとるようになっている。このことから
伺えるのは、ビデオ通話は、最初は相手に対する信頼が生
じにくいが、時間が経てば対面状況と同じような信頼を構
築することができるということである。その反面、音声の
みのコミュニケーションでは、このスコアは安定せず、ば
らつきが出る結果となっている。	
 

注意しなければならない問題である。フィンランド
のケースでは、サーバークラッシュによるチャット
ルームの一時閉鎖の後、そのグループの多くの参加
者が消えてしまい、連絡がつかなくなってしまった12 。
	
  このことは、ある意味で対面状況の熟議フォーラ
ムにも当てはまることであるが、進行がスムーズで
なければ、参加者にストレスや不安を与えることに
なる。ただでさえ、初対面の人間と長時間にわたっ
て熟議という恊働的作業をおこなうのであるから、
このような運営上のストレスや不安を抱えたままで
は、参加者は熟議へのモチベーションを維持するこ
とが難しくなるかもしれない。対面状況においては、
その状況を維持しようとする圧力から、多少の不安
があっても、少なくとも表面上は熟議に参加し続け
るであろう。しかし、オンラインの場合には、まず
最初に信頼関係を築くのに時間がかかるのにくわえ、
電源ひとつで、簡単に熟議会場から離れることがで
きてしまうので、参加者への不安やストレスを与え
ない配慮は、対面状況以上に必要になるであろう。

結びにかえて	
 
	
  以上の先行研究を踏まえれば、オンライン上での
熟議は、一定の効果があるものではあるが、しかし、
その効果は、やはり対面状況における熟議には及ば
ないことがわかる。しかし、スコアが低いからとい
って、熟議の効果がないわけではなく、それゆえス
コアの低さを理由にオンライン上での熟議を否定す
ることはできない。それはある意味で、産子を産湯
と一緒に流してしまうも同然である。
	
  対面状況で、かつ、大規模な熟議フォーラムは、
上述のように莫大な費用と労力を必要とするもので
ある。また、準備の時間がかかることから、費用の
面でも、人的資源の面でも、同一の主題について継
続的に、あるいは様々なアクターによって、実施し
ていくことは難しい。オンライン上の熟議は、こう
した対面式のDPや大型の熟議フォーラムが不可避的
に直面する課題を、かなりの程度解決してくれる手
法であり、その有効性は、対面方式の代替となるこ
とは難しくとも、補完する役割は十分に果たせる。
	
  これまでの議論からすれば、対面方式の熟議が抱
える問題をある程度解消することで、より多くの熟
議フォーラムの開催が見込めるようになる。もちろ
ん、対面式よりも熟議の質は若干劣るものであると
しても、たとえば、こうしたオンライン上の熟議フ
ォーラムは、すでに実施された、対面式の大規模な
熟議フォーラムに関する問題発見的な役割が期待で
きるだろう。その場合、多くの点で、対面式のフォ
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 フィンランドのケースでは、チャットルームを自らの大
学内のサーバーに設置していた。もしもこれが、たとえば
Skype のようなそもそもビデオ通話のための大きなサーバー
を持っている企業に委託していれば起きない問題なのかも
しれない。また、日本であれば、家庭に光回線、個人にも
LTE 回線が潤沢に利用できる環境が整っているので、実際に
オンライン上の熟議を開催しても、日本ではこのような問
題は生じないかもしれない。	
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ーラムにおける資料や調査票などのデザインを踏襲
していけば、より低いコストで実施していくことが
できる。
	
  そして、そこで問題が発見されれば、場合によっ
ては、次なる熟議フォーラムを生み出すきっかけに
なっていくかもしれない。そのように対面式の熟議
フォーラムの開催が、次々に連鎖していくことによ
って、公共圏における熟議の量が増大し、それによ
って、一方で市民への学習機会を提供すると同時に、
歪められた熟議や間違った熟議への根拠ある批判を
展開する可能性が与えられるようになるのだろう。
	
 
なお、この研究は「2013年度（財）電気通信普及財
団研究助成」を受けて実施されたものである。
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With the spread of Smartphone, the present conditions of the Internet Addiction Disorder (IAD)
Abstract
among adolescents attract social attention. Using the child-parent questionnaire survey investigated by our
group in 2012, we analyzed the relations between the IAD and 1)Smartphone usage and 2)child-parent
relationship. Consequently, conflict of child-parent relationship is the important related factor of the IAD.
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インターネット依存, スマートフォン, 青少年, 親子関係

１．はじめに
1.1 研究の背景
いわゆる「インターネット依存」は，過度なインタ
ーネットの利用により社会活動・対人関係・心身の健
康などが損なわれる状況を総称する言葉として人口に
膾炙してきたが，折しもスマートフォンの普及やソー
シャルメディアの流行などによってインターネット利
用が質・量ともに拡大していく中，2011年に国立病院
機構久里浜アルコール症センター(当時)にネット依存
治療研究部門が開設されるなどインターネット依存に
対する社会的対処の機運が高まってきた。中でも関心
が高いのはインターネット利用に影響を受けやすいと
考えられる青少年の安全対策であり，インターネット
依存も有害情報対策や情報モラル教育などと並ぶ重要
課題とみなされつつある1)が，我が国の研究蓄積は十分
とは言い難い。近年では東京大学情報学環橋元研究室
が2009年から2011年にかけてまとまった調査研究2)3)を
実施したが，これらもスマートフォン・ソーシャルメ
ディア普及直前までしかカバーしておらず，今後の社
会的要請に応えていくためにはスマートフォン時代に
おけるインターネット依存の様相がいかなるものか新
たな研究が必要である。そこで本稿では青少年のスマ
ートフォン利用者におけるインターネット依存の最新
の実態とその関連要因について検討することとした。
1.2 青少年のインターネット依存と親子関係
先行研究では抑うつ・孤独感など精神的健康の悪化
4)5)6)
や自尊感情・自己効力感の低さなど性格傾向 7)8)9)
との関連が主に論じられてきた。対人関係もKrautら4)
を皮切りに友人・知人などの社会的紐帯との関わりが
検討されてきたとはいえ相対的な層の薄さは否めない。
中でも親子関係は青少年心理・依存者心理双方にとっ
て関わりが強いと見られるにもかかわらず一部の研究
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例10)11)12)13)が見られるのみである。だがこれらの研究か
らは，親子の心理的紐帯の希薄さ・インターネット利
用の管理をめぐる葛藤・家庭内暴力といった家族機能
の低下がインターネット依存と強く関連することが示
されており，東大橋元研による中学生調査2)14)において
も依存者ほど親子の会話時間や親子関係への満足度が
有意に低い傾向が見られ，これらの指標はまた抑う
つ・孤独感の高さにも関連していた。先行研究におけ
る因果関係の検証は十分ではないが，親子関係の葛藤
は精神的健康の悪化と相まってインターネット依存の
有力な背景となっていることが示唆される。
そこで本稿ではインターネット依存と関連する各種
要因を取り上げつつ，特に親子関係に注目した検証を
行う。また先行研究で用いられた親子関係指標は専ら
子どもの視点に基づくものであったが，本稿は親子ア
ンケート調査の利点を活かし親子双方の関係評価とイ
ンターネット依存の関連を検証する。
1.3 リサーチクエスチョン
インターネット依存がインターネットの長時間利用，
社会生活・対人関係の棄損，精神的不健康状態といっ
た状況において共通している点は先行研究で概ね一致
して指摘されてきた。しかしこれらの諸状況とインタ
ーネット依存の関連は双方向的・循環的なものであり，
諸状況の間の関連も同様である注1)。したがって特に本
稿のような時系列データに基づかない研究では変数間
の因果的関係を仮定した検討モデルは適切ではないと
考えられる。そこで本稿ではインターネット依存の原
因特定は一旦保留とし，インターネット依存において
注1)

堀川ら 14)の中学生パネル調査に基づく分析でも，インタ

ーネット利用量・心理傾向とインターネット依存傾向は双方
向的に影響を与えあう関係であることが確認されている。
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どのような状況の共起が見られるか，それらの諸状況
の間にどのような関係のつながり(連環)が形成されて
いるのか描き出すことを目標とする。したがって明確
な作業仮説は設けないが，次のリサーチクエスチョン
に従って検証をおこなう。
RQ1：スマホネット依存に伴う状況の特定
RQ2：依存における諸状況の相互連環の検証
RQ3：依存の諸状況と親子関係の関連検証

２．方法
2.1 分析データの概要
本稿では2012年に東京大学情報学環橋元研究室と
NTTセキュアプラットフォーム研究所が共同で実施し
た「青少年によるインターネット上の有害情報閲覧対
策の調査研究」のアンケート調査結果に基づき分析を
行う。アンケート調査は本研究の共同発表者５名全員
で行った。概要は表１の通りである。
表１ アンケート調査概要
調査対象

中学生もしくは高校生の
スマートフォン利用者とその母親

サンプリング方法

ランダムロケーション・クオータサンプ
リング

調査地点

東京都23区内の30地点

調査方法

専門調査員による訪問留置法

調査時期

2012年11月17日～同12月2日

サンプル数

母子300組

サンプル構成
（子どもの属性に
よる）

備考

中学生
高校生
計

男性
50
100
150

女性
50
100
150

計
100
200
300

子どもの回答者には，調査員があらかじ
め用意した封筒に回答後の調査票を封
入するよう教示し，母親が子どもの回答
に影響を及ぼさないよう配慮した。

2.2 主な変数の概要
(1) インターネット依存尺度（IADQ）
Young15)16) によるIADQ(Internet Addiction Diagnostic
Questionnaire)を子ども用質問紙のみで尋ねた。本尺度
は８つの質問項目からなり，それぞれあてはまるか否
かを回答する（実際に用いた質問項目は表２を参照）。
Youngは８つのうちいずれか５つ以上該当で「インター
ネット依存」と判定する基準を提唱しており，本稿で
もこれを踏襲する注2)。ただしリード文で「あなたの現
在のスマートフォン利用に関して」と但し書きを付し
ていることから，本稿におけるインターネット依存は

他の機器ではなくスマートフォンからのインターネッ
ト利用に伴う依存を意味するものと操作的にみなし
「スマホネット依存」と呼称する。
表２ IADQの質問項目
1．ネットを利用していない時も，ネットのことを考えている
2．より多くの時間ネットをしないと満足できない
3．ネットの利用時間をコントロールしようとしても，うまくい
かない
4．ネット時間を控えようとすると，落ち着かなくなったり，い
らいらしたりする
5．もともと予定していたよりも長時間ネットを利用してしまう
6．ネットのせいで，家族・友人との関係が損なわれたり，勉強
や部活動などがおろそかになりそうになっている
7．ネットを利用している時間や熱中している度合いについて，
家族や友人に嘘をついたことがある
8．現実から逃避したり，落ち込んだ気分を盛り上げるためにネ
ットを利用している
※訳本16)の項目文を参考にしつつ英語版から独自に訳出

(2) 母親の養育態度
谷井・上地 17)の親役割診断尺度６要素30項目を母親
用質問紙のみで尋ねた。６要素(干渉・受容・分離不安・
自立促進・適応補助・自信)はいずれも親の子どもに対
する養育態度を表すが，要素間の相関が高く内容の重
複が多いと見られたため，より単純な要素に整理し直
すべく探索的因子分析を実施した。因子負荷量の低い
項目を順次削除するなど適切なモデルを検討した結果，
２因子からなる解を得た(表３)。第１因子は親の子に
対する愛着と解釈できるため「愛着傾向」と名付けた。
第２因子は子どもに対しネガティブな意味で干渉する
傾向と解釈できるため「圧迫傾向」と名付けた。両因
子ともクロンバックのα係数による内的一貫性が確認
されたため，本稿ではそれぞれの合成得点を作成し母
親の養育態度二側面の度合を表すものとして用いる。
表３ 親役割診断尺度の探索的因子分析結果
子どもと話をするのが好きだ
子どもが家にいないと物足りない
子どもと一緒にいる時が一番幸せだ
子どものいない生活は考えられない
子どもが離れていくのが寂しい
子どもは学校の事をよく話してくれる
子どもの外出先はいつも把握している
意見が異なるときは納得いくまで話し合う
子どもが何を考えているかは大体わかる
子どもをほめるより叱ることの方が多い
勉強しなさいと言ってうるさがられる
気がついたら小言を言っている
子どもが言うことを聞かないといらいらする

注2)

子どもの欠点がどうしても目についてしまう

本尺度は米国精神医学会(APA)の DSM-Ⅳの診断基準を

流用する形で成立した経緯があるが，2013 年現在インターネ
ット依存（厳密には「インターネット嗜癖」）が固有の精神
疾患か否かは議論が続いており，国内外を通じて確立された
診断基準はない。本稿では先行研究での使用実績や用法の簡
便性を評価して本尺度を採用したが，本稿で「インターネッ
ト依存者」と呼ぶ場合，薬物依存者やアルコール依存者など
と同様の意味での依存症患者を指す意図はない。

最近子どもの言っていることが分からない
親が言わなければ子どもは何もしない

因子構成項目のα係数
因子間相関行列
F1
F2
F1
1
-.03
F2
-.03
1

102

F1
.74
.66
.62
.58
.57
.47
.45
.43
.40
-.05
.11
-.00
-.04
-.03
-.15
.06
.792

F2
-.19
.12
.15
.15
.23
-.16
-.11
-.16
-.22
.65
.63
.61
.60
.57
.54
.51
.789

共通性

.58
.44
.40
.35
.37
.25
.22
.21
.21
.43
.41
.37
.36
.33
.32
.26
―

分析方法
※最尤法プロマックス回転
※紙幅の都合上一部の項目文を圧縮

Ⅱ-2 メディア・情報行動2（青少年）
(3) インターネット利用と生活行動
スマートフォンと自宅のPCによるインターネット利
用時間を記述式で尋ねた。またそれ以外に在宅起床自
由時間注3)，睡眠時間，勉強時間，親との会話時間，友
だちとの会話時間も同様に記述式で尋ねた。
インターネット上の細かなサービスについてはリー
ド文で「スマートフォンからの利用」であることを明
記のうえ，21項目について「ほぼ毎日」「週に数回」
「月に数回」「月１回以下」「全く利用しない」の五
件式で尋ねた。回答は擬似的に月あたりの利用日数を
表す量的変数に換算した(上記の順に30，10，2.5，0.5，
0)。なお生活ツールの一部でありインターネット依存
との関わりを仮定し難しい「天気予報」「地図・乗換
案内」や非利用者が90％を超えた「出会い系」は分析
から除外した(残った項目の詳細は表５を参照)。
また上記設問とは別立てで所謂「ソーシャルメディ
ア注4)」利用頻度について上記と同じ方式で尋ねた。こ
ちらは機器を問わない利用頻度だが，複数回答で利用
機器を尋ねたところソーシャルメディア利用者
(N=275)のうちPCだけの利用は0.4％(１名)，PC・スマ
ートフォン併用が14.9％(41名)，残り84.7％(233名)は
スマートフォンだけの利用であったため，ほぼスマー
トフォンからの利用頻度と見て差し支えないと判断し
そのまま用いることとした。なお今回利用者が特に少
ないGoogle+とPathは分析から除外した。

３．リサーチクエスチョンの検証
3.1 スマホネット依存に伴う状況（RQ1）
(1) 依存者の属性別分布
依存者は回答者全体(N=300)の5.0％，男女別(それぞ
れN=150)では男子4.7％・女子5.3％，中高別では中学
生8.0％(N=100)・高校生3.5％(N=200)で，中高・男女
による有意な偏りはなかった。
(2) ネット注8)利用時間および生活時間の比較
統計上の有意差はなかったが依存者は非依存者に比
べスマートフォンでのネット時間が約60分，自宅での
PCネット時間が約30分長かった。また依存者は在宅起
床自由時間を除き睡眠・勉強などの生活時間が非依存
者より少ない傾向にあったが，親との会話時間のみ危
険率10％水準で有意傾向のある差が見られた(ｔ検定)。
表４ ネット時間・生活時間の比較(単位：分/日)
スマホネット時間

ns

依存
(N=15)
203.3分

自宅PCネット時間

ns

66.7分

39.2分

40.6分

在宅起床自由時間

ns

280.0分

272.8分

273.1分

睡眠時間

ns

366.0分

390.2分

389.0分

勉強時間

ns

74.0分

83.6分

83.2分

親との会話時間

†

67.5分

113.4分

111.3分

友だちとの会話時間 ns

174.0分

198.1分

196.9分

比較項目(右はt検定結果)

非依存
(N=285)
146.6分

全体
(N=300)
149.4分

※有意水準 † p<.10

(4) 親子・友人関係の評価と心理傾向
子どもの側から見た親子関係について草田・岡堂18)
の家族凝集性尺度注5)から３項目を抜粋して四件式で尋
ねており，リッカート加算した(α=.741)。また友人・
親子関係の満足度と自己評価による友人の多寡をそれ
ぞれ１項目ずつ四件式で尋ねており評定値(1～4)のま
ま用いた。心理傾向については社交性 19)，社会的スキ
ル20)，抑うつ21)，孤独感22)の主要項目を抜粋して四件式
で尋ね，それぞれリッカート加算した注6)。また逸脱的
価値観(「人に迷惑をかけなければ何をやってもいい」
など４項目：α=.638)と不良性向(「夜12時を過ぎても
家に帰らない」など７項目：α=.835)を四件式で尋ね，
それぞれリッカート加算した注7)。

注3)

質問紙上では「平日家にいる時間のうち，睡眠・食事・

入浴など生活に必要な時間を除いてあなたが自由に使える時
間」と教示。
注4)
mixi，Facebook，GREE，Mobage，Google+，Path，Twitter，
LINE の８サービスそれぞれについて尋ねた。ソーシャルメデ
ィアの学術的な定義が十分定まっていないため，メディアな
どを通じ一般にソーシャルメディアとしての認知が広まって
いると思われるものを共同研究者らの判断で選んだ。
注5)
「私の家族はみんなで何かをするのが好きである」など，

(3) スマートフォンによるネット上のサービス利用
スマホによるネット上のサービス利用頻度を依存者
と非依存者で比較した(次頁表５)。全般に依存者は非
依存者に比べサービス利用頻度が高く，動画閲覧，画
像のダウンロードで危険率５％水準の有意差，学校サ
イト注9)で危険率10％水準の有意傾向が見られた(ｔ検
定)。他方LINE，無料通話アプリ 注10)，画像の投稿・共
有，オンラインゲームなど依存者の方が利用頻度の低
いものも見られた(表５薄めの網掛け)。
(4) 親子・友人関係の評価と心理傾向
子どもの側から見た親子・友人関係の評価と心理傾
向を依存者と非依存者で比較した(次頁表６)。依存者
は親子関係評価が低い傾向があり家族凝集性で有意差
が見られた(ｔ検定)。また依存者は抑うつ・孤独感・
逸脱的価値観が非依存者より有意に高い。他方で友人
関係評価は非依存者とほとんど差がなく，社交性や社
会的スキルなど友人関係に関わりの深い心理傾向でも
依存者と非依存者に目立った差は見られなかった。
ット依存調査 2)では依存との関わりが強く見られた。
以降紙幅節約のため「インターネット」を「ネット」，

注8)

「スマートフォン」を「スマホ」と表記する場合がある。
質問紙上では「学校サイト(クラスや学年の掲示板・交流

注9)

家族のつながりや結束を表すとされる。
注6)
α係数はそれぞれ，社交性.755，社会的スキル.882，抑

サイトなど)」と表記。所謂「学校裏サイト」を想定した項目
だが，ネガティブな予断を与えないよう「裏」は外した。
注10)
質問紙上では「無料通話アプリやボイスチャット(Skype

うつ.463，孤独感.721。抑うつの内的一貫性が不十分だが，
先行研究とのつながりを重視し敢えて用いた。
注7)
本稿連名の橋元らが総務庁(当時)調査 23)などを参考に作

や LINE など)」としており，LINE の項目と重複した回答傾向
になっている可能性がある。

成し度々用いてきた質問項目であり，同研究室のインターネ

103

Ⅱ-2 メディア・情報行動2（青少年）
表５ ネット上のサービス利用頻度比較(単位：日/月)
依存
比較項目(右はt検定結果) (N=15)
mixi
ns
12.9
ソ Facebook
ns
6.7
ー
シ GREE
ns
4.7
ャ
Mobage
ns
5.4
ル
メ Twitter
ns
18.0
デ
ns
18.7
ィ LINE
ア
ソーシャル合計
ns
26.0
友人・知人とメール ns
23.3
他
コ 家族とメール
ns
11.2
ミ
無料通話アプリ
ns
16.9
ュ
ニ 文字チャット等
ns
8.8
ケ
ns
5.7
ー 匿名掲示板
シ
†
6.8
ョ 学校サイト
ン プロフィールサイト ns
6.5
動画閲覧
*
20.0
音楽のダウンロード ns
6.6
娯
17.6
楽 画像のダウンロード *
・
ns
6.4
コ 画像の投稿・共有
ン 着うたダウンロード ns
8.7
テ
ns
4.2
ン オンラインゲーム
ツ 小説・マンガ閲覧
ns
4.4
ネットショッピング ns
6.2
ニュース閲覧
ns
12.0
情
報 検索サイト利用
ns
20.3
収
ns
17.7
集 HP・ブログ閲覧

非依存
(N=285)
9.6
4.0
2.8
2.4
12.8
22.8
25.0
22.3
12.8
20.3
6.4
2.5
1.1
4.4
13.6
3.8
8.2
6.8
4.0
8.0
3.1
0.9
7.9
17.7
14.3

全体
(N=300)
9.8
4.1
2.9
2.6
13.0
22.6
25.1
22.3
12.7
20.1
6.5
2.7
1.4
4.5
13.9
3.9
8.7
6.8
4.2
7.8
3.1
1.1
8.1
17.9
14.4

(1) サービス利用とネット時間・心理傾向の関連
スマホネット時間に寄与するサービスを特定するた
めスマホネット時間を目的変数，サービス利用頻度注11)
を説明変数とする重回帰分析を実施した。結果(表７)，
動画閲覧のように関連の方向性が依存と一致するもの
もあるが，画像投稿・共有やLINEなど非依存者より依
存者の利用頻度が低いサービスがスマホネット時間の
伸びに寄与していることが明らかとなった。
次に，依存に関連の強いサービスと抑うつ・孤独感・
逸脱的価値観の関連について相関分析を行った(表８)。
結果，動画閲覧と画像ダウンロードは抑うつと正の相
関，学校サイトは逸脱的価値観と正の相関が見られ，
依存者において利用の多いサービスは依存者特有の心
理傾向とも高い関連を有することが明らかとなった。
表７ スマホネット時間を目的変数とする重回帰結果
説明変数
ｔ値
切片
17.05
性別(女0,男1) 0.30
中高(中0,高1) 2.52
画像投稿・共有 3.45
動画閲覧
3.13
LINE
2.77

表８

ネット上のサービス利用頻度と心理傾向の関連

動画閲覧

表６ 対人関係評価・心理傾向の比較(単位：各評定値)

対
人
関
係

心
理
傾
向

全体
(N=300)
2.80
3.42
3.62
3.14
3.14
3.41
2.05
1.83
1.95
2.11

※有意水準 *** p<.001, ** p<.01, * p<.05, † p<.10

3.2 依存における諸状況の相互連環（RQ2）
ここでは，前節で明らかとなったスマホネット依存
に伴う諸状況の間にどのようなつながりが見られるか，
次のサブクエスチョンに基づいて検証する。

画像
ダウンロード
学校サイト

孤独感

逸脱的
価値観

.198

.099

.082

.0006 ***

.086 †

.159 ns

.141

－.027

.080

.015 *

.639 ns

.167 ns

.048

.026

.169

.408 ns
.653 ns
.003 **
※上段：Spearman の順位相関係数，下段：Pr>|r| N=299(NA 除く)
※有意水準 *** p<.001, ** p<.01, * p<.05, † p<.10

(2) 親子関係指標と心理傾向の関連
依存と関連のあった家族凝集性・親子会話時間と抑
うつ・孤独感・逸脱的価値観の相関分析を行った結果
すべての組み合わせで負の相関が見られ，特に家族凝
集性と抑うつ・孤独感・逸脱的価値観の組み合わせに
おいて有意水準が高かった。また心理傾向３変数相互
においても高い正の相関が確認された。
表９ 親子関係指標と心理傾向の関連
抑うつ
家族凝集性

SQ1：サービス利用とネット時間・心理傾向の関連検証
SQ2：親子関係指標と心理傾向の関連検証
SQ1の狙いは依存者に多いネット上のサービス利用
が，非依存者も含めた全体において元々ネット利用の
長時間化に結びつく要因になっているのか，ネット依
存者という特殊な人々においてたまたまよく利用され
るサービスであるのかを区別することである。SQ2では
依存者に見られた抑うつ・孤独感・価値観逸脱の傾向
が親子関係への低評価と関わりを持つのか検証する。

VIF
0000
1.06
1.15
1.24
1.06
1.18

※有意水準 *** p<.001, ** p<.01, * p<.05

抑うつ

非依存
(N=285)
2.81
3.44
3.64
3.15
3.14
3.40
2.03
1.81
1.93
2.10

Pr>|t|
<.0001
.7650 ns
.0121 *
.0006 ***
.0019 **
.0059 **

N=300 F値 12.99 *** 調整済Ｒ2 .167

※有意水準 * p<.05, † p<.10

依存
比較項目(右はt検定結果) (N=15)
家族凝集性
*
2.44
親子関係満足度
ns
3.13
友人関係満足度
ns
3.40
友人の多さ(自己評価) ns
3.07
社交性
ns
3.13
社会的スキル
ns
3.53
抑うつ
**
2.49
孤独感
**
2.22
逸脱的価値観
*** 2.45
不良性向
ns
2.35

標準化β
0000
.016
.143
.203
.170
.159

親との会話時間
抑うつ
孤独感

孤独感

逸脱的
価値観

－.385

－.384

－.320

<.0001 ***

<.0001 ***

<.0001 ***

－.108

－.149

－.182

.063 †

.010 *

.002 **

.545

.317

<.0001 ***

<.0001 ***
.265

<.0001 ***
※上段：Spearman の順位相関係数，下段：Pr>|r| N=299(NA 除く)
※有意水準 *** p<.001, ** p<.01, * p<.05, † p<.10

注11)
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LINE と重複傾向の強い無料通話アプリは除外した。
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3.3 依存の諸状況と親子関係の関連（RQ3）
前節の検証でスマホネット依存者におけるネット利
用・親子関係指標・心理傾向相互の間に強い結びつき
のあることが明らかとなった。最後の本節では母親の
養育態度に注目し，次のサブクエスチョンに基づいて
依存に伴う諸状況との関連を検証する。
SQ3：母親の養育態度と依存の関連
SQ4：母親の養育態度と親子関係指標・心理傾向の関連
(1) 母親の養育態度と依存の関連
母親の養育態度の二側面である愛着傾向と圧迫傾向，
および母親自身の逸脱的価値観(子ども用と同じ質問
項目・質問方法で尋ねた)を依存者と非依存者で比較し
たところ，いずれも依存者の方が高い値を示し圧迫傾
向に有意差が見られた。
表10 母親の養育態度比較(単位：合成得点)
愛着傾向

ns

依存
(N=15)
3.14

圧迫傾向

**

2.91

2.51

2.53

逸脱的価値観 ns

1.85

1.70

1.71

比較項目
(右はt検定結果)

非依存
(N=285)
3.00

全体
(N=300)
3.01

※有意水準 ** p<.01

(2) 母親の養育態度と親子関係指標・心理傾向の関連
母親の養育態度・逸脱的価値観と子ども側の回答に
よる親子関係指標・心理傾向の相関分析を行ったとこ
ろ，母親の愛着傾向が高いほど家族凝集性が高く，抑
うつ・孤独感・逸脱的価値観が低い結果となった(表11)。
これに対し母親の圧迫傾向が高いほど家族凝集性が低
く，抑うつ度が高い。尤も干渉性と親子の会話時間や
孤独感・逸脱的価値観との間には有意な関連は見られ
なかった。また母親の価値観が逸脱的であるほど子ど
もも価値観の逸脱度が高く，母子の価値観に一致のあ
ることがうかがわれた。
表11 養育態度と親子関係指標・心理傾向の関連
母親側回答項目

愛着傾向
家族凝集性
子 親との会話時間
ど
も
側
回 抑うつ
答
項
目 孤独感

逸脱的価値観

圧迫傾向

逸脱的
価値観

.347

－.240

－.085

<.0001 ***

<.0001 ***

.142 ns

.228

－.081

－.107

<.0001 ***

.162 ns

.066 †

－.216

.150

.097

.0002 ***

.0094 **

.092 †

－.155

.054

.057

.007 **

.356 ns

.330 ns

－.163

.075

.228

.005 **
.198 ns
<.0001 ***
※上段：Spearman の順位相関係数，下段：Pr>|r| N=299(NA 除く)
※有意水準 *** p<.001, ** p<.01, * p<.05, † p<.10

４．考察
4.1 スマホネット依存とネット利用の関係
ネット依存とネット時間の関係が，PCでは強い正の
関連を帯びるのに対し従来型携帯電話で有意な相関が
見られないことは東大橋元研調査2)3)14)で一貫して指摘
されてきた。堀川ら14)はPCと従来型携帯電話によるネ
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ット利用傾向の違いを背景に，従来型携帯電話ではメ
ールなど身近な人との利用が中心であり現実生活との
接点が多いため，利用時間が伸びても依存に結びつか
ないと考察した。これらはスマホ普及以前の状況であ
りサンプルも全く異なるため単純な比較はできないが，
RQ1において依存/非依存でスマホネット時間の有意
差が見られなかったことは，スマホネット依存が従来
型携帯電話の状況に近いことを示唆するものと考えら
れる。だが画面の大きさ以外PCとさほど変わりなく利
用できるスマートフォンにおいて，依存と時間の関係
が薄い背景は従来型携帯電話と同様であろうか。
これに対する一つの答えがSQ1前半におけるスマホ
ネット時間に対する重回帰分析結果(表７)である。こ
れを見ると動画閲覧こそ依存と共通していたがLINEや
画像の投稿・共有など依存者でむしろ利用頻度の低い
サービスほどネット時間の伸びに寄与していたのであ
る。LINEは言うまでもないが，画像の投稿・共有も質
問紙上の文言を正確に記せば「自分で撮った写真や作
った画像をサイトに投稿したり，友人・恋人などと共
有したりする」であるため，SNSやブログ等で友だち
などとコミュニケーションをする状況が回答に反映さ
れていると考えられる。つまりスマートフォンにおい
ても従来型携帯電話と同様に身近な人々とのつきあい
に用いられる場合が多いため，全体としてはネット時
間が依存に結びつかなかったものと考えられる。
これら回答者全体の傾向に照らしてスマホネット依
存者の特徴を考えると，依存者は単にネット時間が伸
びるような利用をしていたわけではなく依存者特有の
利用傾向を形作っていたと考えられる。本稿では心理
傾向を背景要因に据えて分析したが(SQ1後半)，例えば
学校サイトの利用は依存者の持つ逸脱的価値観が背景
になっていることがうかがわれた。また動画閲覧や画
像ダウンロードは抑うつが高いほど利用頻度が高まる
関係にあり，特に動画閲覧に関しては利用時間の伸び
と相まって依存との関連が生じたものと見られた。
問題はこうした依存者特有の利用傾向が偶然このよ
うな形になったのか，こうなるに至る何らかの必然性
があったのかである。今回の結果だけを見れば，依存
者の心理傾向に関係するサービスであれば何でもよく
動画・画像ダウンロード・学校サイトとの結びつきは
たまたまに見えるかもしれないが，それらのサイト利
用によって依存者の心理傾向が形作られた可能性も否
定できない以上即断は禁物である。
4.2 親子関係とスマホネット依存の関係
母親は子どもに否定的な態度で接する傾向(圧迫傾
向)が高く，子どもは家族の結束に対する評価(家族凝
集性)が低いなど，依存者の親子関係(本稿の場合は母
子関係)は何らかの心理的葛藤を抱えていることが示
唆された。また精神的健康との関連(SQ2,SQ4)に鑑みる
と，この親子関係の葛藤が抑うつや孤独感の背景要因
であるとともに依存者特有のネット利用(動画や画像
ダウンロード)につながっていることもうかがわれる。
学校サイトの利用と関連のあった逸脱的価値観につい
ては，家族凝集性や親子会話時間と負の関連があった
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ものの親の圧迫傾向とは有意な相関が見られないため，
依存者に関しては親の態度により逸脱が強まったとい
うより元々の逸脱傾向に伴って親子関係が悪化したと
見るのが自然と考えられる。またそのことによって精
神的健康の悪化にもつながっているという解釈も可能
であろう。しかし本研究は時系列データに基づかない
ため，これらの状況がどのような因果関係でつながっ
ているかについてはあくまで推測の域にとどまる。
4.3 本研究の成果と今後の課題
本稿ではスマートフォンによるインターネット依存
が単なる長時間利用ではなく依存者特有の心的傾向に
根差した利用状況であることを明らかにするとともに，
親子関係の葛藤がインターネット依存の有力な関連要
因であることを先行研究で不十分であった親子双方の
関係評価から明らかにした。ただしこれらの生起と依
存の因果関係は別途時系列調査において明らかにしな
ければならない。また本調査の母集団はスマートフォ
ン利用者であり，普及が進む昨今と言えどやや特殊な
ユーザー層の動向を反映している可能性があるため，
より一般的な中高生における追検証も必要であろう。
本稿から漏れた論点も多い。1)今回は調査設計上母
親のみに注目したが，父親・兄弟姉妹・友人・学校生
活など青少年の心理や行動にとって重要な要因を加味
した比較検証が必要である。2)社会生活に関して少な
くとも勉強や睡眠時間への悪影響はうかがわれなかっ
たが，指標を十分に網羅したとは言い難いので本結果
を以てスマホネット依存の悪影響がないとは即断でき
ない。3)今回はYoungの尺度を所与として扱ったが，本
稿で示唆された通り仮にスマホネット依存が長時間利
用との関わりを持たず特殊な心理傾向の持ち主である
ことを意味するにすぎないのであれば，本現象を「イ
ンターネット依存」として捉える意味にも疑念が生ず
ることとなろう。より適切な概念化について模索の必
要があると考えられる。発表者としてはこれらの論点
について今後も検討を重ねていくつもりである。
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高校生世代における携帯電話・スマートフォンの利用に関する調査分析
―普及時期別ならびに地域別の推移・比較─
A Comparative Study of Use Mobile Phones and Smartphones
Among the the High School Students.
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Abstract This paper summarizes the results of a study on how mobile phones and smartphones are used
among high school students in Japan, and have what are their impacts on human relations. It is estimated
that the use of mobile phones and smartphones exerts major effect of interpersonal relationship among them,
and the following results was reached that use of it differs from by region and generation.
キーワード

高校生,携帯電話,PHS,スマートフォン,コミュニケーション

１．はじめに
日本における2013年2月末時点の携帯電話（PHS、ス
マートフォンを含む）の契約数は1億3516万8600件と
なっており、契約数ベースでは日本の全人口を上回る
数にまで達している(1)。2013年3月末時点での100世帯
あたりの使用台数も234.9台となっており、この数値
は近年ほぼ変わらないことから、普及は既に上限に達
していると判断出来る(2)。幼児や高齢者を除けば、携
帯電話は「1人1台」の時代が実現していると言えるだ
ろう。2007年以降はスマートフォン（スマホ）の普及
も進み、従来型の携帯電話からの置き換えが進行して
いる。時代の流れは「ケータイ」から「スマホ」へと
急速に変遷しつつある(3)。
携帯電話はビジネス用途での利用から普及が始まっ
たが、プライベートなコミュニケーションや友人関係
にも大きな影響を及ぼすメディアである。1990年代の
後半以降、このプライベートな部分に着目し、携帯電
話の利用がコミュニケーション行動や人間関係にどの
ような影響を与えるかについての調査研究が盛んに行
われた。例えば、松田（1998）による「選択縁(4)」や、
辻(1999）による「フリッパー＝切替指向 (5) 」、中島
ほか（1999）による「フルタイム・インティメイト・
コミュニティ(6)」、中村（2003）による携帯メールに
おける「コンビニ的人間関係(7)」など、携帯電話を介
した特有のコミュニケーション形態のモデルが提示さ
れている。若者世代を対象とした携帯電話の利用に関
する調査研究は引き続き行われており、辻（2006）に
よる人間関係での不安感と携帯メールに関する研究(8)
や、下田（2008）による学校裏サイトなど携帯・ネッ
ト利用による負の側面に焦点を当てた研究(9)、吉光・
河又（2009）によるケータイ・ネット社会における安
心・安全に関する研究(10) など、若者世代の携帯電話
利用とネットワークに関する問題点と対策に関しての
研究の幅が広がっている。
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携帯電話は、人々のコミュニケーションへの欲求に
応えられるメディアであり、特にインターネットへの
接続が容易になってからは、松下（2012）が指摘する
ように「絶え間なき交信」を一日中「いつでも、どこ
からでも」様々な形態で行えるようになっている (11) 。
連絡先の相手を仲間という言葉に置き換え、時間と空
間を組み合わせて考えれば、携帯電話は時間・空間・
仲間の「三間」を有効に配分することで友人関係を
「より広く」維持していく特性を持つと同時に、「よ
り深く」親密な関係を築いていく特性を同時に併せ持
つメディアである、と言うことも出来るだろう。
さて、これらの先行研究で示された知見は、携帯電
話が普及途上の時期に調査・分析され提示されたもの
が多いが、それらは充分な普及が進んだ時期以降のコ
ミュニケーション形態にも適用可能なのであろうか。
近年は無料または廉価で通話やメールの交換（あるい
は文字メッセージの交換）が可能なアプリケーション
ソフト（アプリ）の普及が進んでおり、その中でも
「Skype」や「LINE」が利用者数を伸ばしているなど
利用環境が大きく変わりつつある。これらの変化は、
携帯電話やスマートフォンの使いこなしをどのように
変化させ、コミュニケーション形態や人間関係の構
築・維持にどのような影響を及ぼしているのであろう
か。特に、高校生を中心とする若い世代についてはど
のような違いがあるのだろうか。
この問題を検討するには、携帯電話が普及途上の時
期に実施された利用実態調査を採り上げ、これと可能
な限り条件を合わせた調査を一定期間おきに実施し、
それらの結果を比較することが有効であると考える。
筆者は、1998年度から首都圏ならびに地方圏に立地す
る同一の高校を対象として携帯電話の利用実態に関す
る事例調査を継続的に行っており、過去の結果と最新
の調査結果を比較することによって、地域別・世代別
の比較・検討を試みることにした。
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２．調査方法

３．調査結果の概要

調査対象：日本大学付属高等学校 2校（同一高校で入
学・卒業年度の異なる１学年全員）それぞれ首都圏と
地方都市にあり、本稿では以下のように表記する。
首都圏校：首都圏に立地している高校
地方高：地方都市に立地している高校

調査時点における携帯電話（PHSとスマートフォン
を含む、以下同じ）の利用率は<表１>のようになった。
世代が下がるほど利用率は高く男子より女子の利用率
の方が高くなっている。2010年世代では女子は回答者
の全員が利用していたが、男子は両校とも5名ずつ
「利用していない」と回答したことには留意する必要
がある。地域別の差は特になかった。

対象世代：本稿では3つの世代を対象とし、入学年を
基準として以下のように表記する。1998年世代は携帯
電話の普及途上期にあたり、2004年世代以降は成熟期
にあたっている。
1998年世代…1998年4月高校入学、2001年3月卒業
2004年世代…2004年4月高校入学、2007年3月卒業
2010年世代…2010年4月高校入学、2013年3月卒業

<表１>携帯電話(PHS・スマートフォン)の利用率（％）
1998年世代
回答数 利用数

2004年世代

％

2010年世代

％

回答数 利用数

％

回答数 利用数

男子

324

226 69.8%

180

171 95.0%

206

201

97.6%

女子

210

189 90.0%

277

273 98.6%

212

212 100.0%

男子

421

279 66.3%

348

333 95.7%

284

279

女子

153

142 92.8%

198

194 98.0%

140

140 100.0%

首都圏校
98.2%

地方校

調査時期：それぞれ高校３年在学時の秋〜冬に実施。
1998年世代：2000年9月
2004年世代：2006年12月
2010年世代：2012年11月

なお、2010年世代ではPHSの利用はなく、携帯電話
とスマートフォンの利用比率は以下のようになってい
る。首都圏校の女子のスマートフォンの利用率の高さ
が際だっており、8割を超えている。

調査方法：アンケート用紙の配布による自記式調査
首都圏校男子
首都圏校女子
地方校男子
地方校女子

有効回答数：回収分のうち無効票を除外した有効回答
数ならびに在籍者に対する回答率は以下の通りである。
1998年世代
在籍数 有効数

首都圏校

地方校

2004年世代

％

在籍数 有効数

2010年世代

％

在籍数 有効数

％

男子

357

324 90.8%

233

180 77.3%

228

206 90.4%

女子

216

210 97.2%

310

277 89.4%

233

212 91.0%

男子

476

421 88.4%

428

348 81.3%

324

284 87.7%

女子

166

153 92.2%

234

198 84.6%

150

140 93.3%

携帯36.3%
携帯19.8%
携帯45.5%
携帯43.6%

スマートフォン63.7%
スマートフォン80.2%
スマートフォン54.5%
スマートフォン56.4%

初めて携帯電話を利用し始めたのはいつかについて
質問し、携帯電話の利用率がどのように上昇していっ
たかを時系列に集計してグラフに表すと<図１>のよう
になった。このグラフを見ると、世代が下るほど初め
て使い始める時期が早くなっている、女子の方が早く
使い始めている、首都圏校の方が早く使い始めている、
といった傾向を見いだすことが出来る。まだ携帯電話
が普及途上にあった1998年世代では、高校入学時点で
使っている生徒はまだ少数派であり、入学してから緩
やかに利用率が増えていったが、2004年世代以降では、

調査項目：携帯電話（PHS、スマートフォン）の利用
状況、頻度・回数、友人数、利用の意識について等
（2010年世代については、SkypeやLINEなどアプリの
利用状況についての項目も追加した。）
単位（％）
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高２
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<図1>携帯電話（PHS・スマートフォン)利用率の推移
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<表２>通話機能の１日平均利用回数・分数

1ヶ月あたりの平均的な
利用料金は<表４>のように
回数
分数
1回あたり
回数
分数
1回あたり
回数
分数
1回あたり
なった（利用料金は基本料
男子
6.3 回
15.8 分
2.5 分
2.5 回
8.5 分
3.4 分
2.4 回
27.9 分
11.6 分
首都圏校
を含んでいる）。料金体系
女子
4.0 回
19.6 分
4.9 分
1.9 回
16.4 分
8.6 分
2.3 回
28.1 分
12.2 分
男子
6.3 回
21.7 分
3.4 分
2.1 回
13.6 分
6.5 分
2.6 回
20.4 分
7.8 分
は時期によって大きく異な
地方校
女子
5.1 回
35.0 分
6.9 分
2.5 回
13.6 分
5.4 分
1.7 回
15.6 分
9.2 分
り、利用している電話会社
<表３>メール機能の１日平均利用回数・分数
による違いや、契約してい
1998年世代
2004年世代
2010年世代
る料金プランによっても違
メール機能
回数
分数
1回あたり
回数
分数
1回あたり
回数
分数
1回あたり
いがあるために単純な比較
男子
17.3 回
20.6 分
1.2 分
21.4 回
39.4 分
1.8 分
42.0 回
73.2 分
1.7 分
首都圏校
は出来ないが、「地方校の
女子
18.3 回
29.4 分
1.6 分
28.8 回
60.7 分
2.1 分
59.3 回
84.1 分
1.4 分
男子
12.7 回
21.7 分
1.7 分
25.3 回
47.7 分
1.9 分
37.5 回
58.6 分
1.6 分
方が高めであること」「男
地方校
女子
14.5 回
35.0 分
2.4 分
31.5 回
83.2 分
2.6 分
49.7 回
59.1 分
1.2 分
女ではあまり違いがない」
傾向をを読み取ることが出
高校入学時時点でほぼ全ての生徒への普及が完了して
来る。2010年世代は、2004年世代と比較して金額が抑
いる。地域別に見た場合、首都圏校においては中学校
えられているが、これは定額で使い放題の料金プラン
の在学時から高い利用率となっているのに対し、地方
の活用で極端な高額になることが避けられるようにな
校では利用率の伸びは緩やかであり、中学卒業から高
っていることや、無料で通話やメールが出来るアプリ
校入学時に急激に上昇している。この傾向は2010年世
の利用が増えている等の要因が推測される。いずれに
代においても同様である。
せよ、高校生世代として支払いが可能な金額（保護者
が許容出来る金額）には一定の上限があり、それは
1日あたり平均通話回数および通話時間は<表２>の
7000〜8000円前後の水準にあると考えられる。
ようになった（2010年世代は、通話可能なアプリを利
<表４>月々の利用料金（円）
用した通話も含めている）。おおよその傾向として、
1998年世代
2004年世代
2010年世代
世代が下ると通話の回数は減少するが通話1回あたり
男子
6,724 円
7,349 円
6,597 円
の時間は増加していること、特に2010年世代では大幅
首都圏校
女子
6,027 円
7,411 円
6,770 円
に増加していること、男子より女子の方がよく利用し
男子
8,294 円
7,976 円
7,218 円
ていることなど読み取れる。2010年世代で通話時間が
地方校
女子
8,310 円
8,642 円
7,833 円
大幅に伸びている理由としては、利用料金プランの選
択の問題のほか、通話が可能なアプリの普及と利用が
アドレス帳について、中学校卒業時、高１終了時、
進んでいることが大きい（2010年世代のアプリ利用の
高２終了時、高３の調査時における登録人数について
詳細は後述する）。
質問し、その推移を集計したところ<表５>のようにな
った（ただし、過去の登録人数については記憶に基づ
1日あたりのメール機能の平均送受信回数およびメ
く概数であることに留意する必要がある）。全体的に、
ール時間は<表３>のようになった（メールの時間は、
学年が上がるにつれて登録人数も増加していく傾向が
送受信および文面作成のために必要な時間を含み、ア
見られる。他にも地方校より首都圏校の方が登録数が
プリを用いた文字メッセージ交換の時間・回数も含め
多めであり、男子より女子の方が登録数が多めである、
ている）。おおよその傾向として、メールを送受信す
といった傾向が見受けられる。業務的な使用をほとん
る回数ならびに時間は増加傾向にあること、メール1
ど行わない高校生世代にとって、アドレス帳は基本的
回あたりの時間はあまり変わっていないこと（ただし、
にプライベートな人間関係の範囲を反映していると判
2004年世代以前の地方校女
通話機能

1998年世代

子はメール1回あたりに2分
以上かけていたが、2010年
世代では半減している）が
読み取れる。これもメール
や文字メッセージの交換が
可能なアプリの利用機会の
増大が影響しており、特に
Lineなど短いメッセージが
多数交換される「会話のよ
うな使い方がなされる」ア
プリの多用が平均を押し上
げる大きな要因となってい
る（2010年世代の利用につ
いて、こちらの詳細も後述
する）。

2004年世代

2010年世代

<表５>アドレス帳への登録人数（人）
1998年世代
中３

首都圏校
地方校

高１

高２

2004年世代
高３

中３

高１

高２

2010年世代
高３

中３

男子

-

58.1

79.2

85.0

57.7

76.5

91.3

104.8

67.4

女子

-

53.7

89.7

94.3

78.1

103.4

123.6

145.0

男子

-

50.5

89.5

92.2

35.2

59.9

79.6

85.1

女子

-

57.6

88.6

82.0

39.7

72.6

89.6

104.4

47.1

高１

高２

高３

79.4

94.1

106.1

71.3

91.1

108.4

122.6

42.7

64.5

78.0

88.7

68.1

78.4

86.8

<表６>親しいと感じる人数（人）
1998年世代
中３

男子
首都圏校
女子
男子
地方校
女子

友人数
（親友）
友人数
（親友）
友人数
（親友）
友人数
（親友）

-

高１

22.0
14.4
28.4
23.5
-
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高２

18.5
11.9
16.8
13.8
-

2004年世代
高３

15.7
15.2
17.0
11.7
-

中３

高１

高２

2010年世代
高３

中３

高１

高２

高３

41.1

56.2

69.2

56.8

48.2

58.8

72.8

74.1

5.5

5.7

7.0

7.8

6.2

7.2

8.6

10.9

51.3
4.2
42.6
8.5
41.3
3.5

67.0
5.6
50.0
8.3
53.8
4.1

83.1
6.9
68.4
11.1
62.2
4.8

59.7
8.0
61.6
8.6
55.6
5.1

43.9
3.6
44.1
6.0
33.0
2.9

54.3
5.3
58.3
8.1
40.0
3.3

65.9
6.4
74.6
10.1
45.8
3.7

65.6
6.8
65.6
10.3
48.4
4.8
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断出来るので、高校生が維
持することの出来る平均的
な人間関係の範囲は、おお
よ そ 80 名 〜 100 名前後の水
準にあると考えられる。

単位（％）

0%

20%

40%

60%

首都圏校 2004年世代 男子
首都圏校 2010年世代 男子

首都圏校 2004年世代 女子
首都圏校 2010年世代 女子
親しいと感じる人数につ
いて質問し、その推移を集
地方校 1998年世代 男子
計したところ<表６>のよう
地方校 2004年世代 男子
地方校 2010年世代 男子
になった（ただし、こちら
も過去に親しいと感じてい
地方校 1998年世代 女子
た人数については記憶に基
地方校 2004年世代 女子
地方校 2010年世代 女子
づく概数であることに留意
する必要がある）。世代が
<図2>最も連絡頻度の高い相手
下がるほど親しいと感じる
人数が増加していることが
分かる。また、アドレス帳に登録されている人数の推
移と、親しいと感じる人数の推移との間で相関をとる
と、携帯電話の普及期にあたる1998年世代は負の相関
（-0.69）が見られるのに対し、成熟期以降にあたる
2004年世代と2010年世代は正の相関（+0.72と+0.71）
が見られることから、普及時期の違いによる意識の変
化があるものと判断出来る。すなわち、1998年世代は、
ある程度親しくなった相手だけを"友達"として認識し
ているのに対し、後の世代においては"友達"と認識す
る親密度の敷居が低くなっている。成熟期以降は、同
世代のほぼ全員が携帯電話を持っており、アドレス帳
への登録も容易に出来る状況になっていることから
「親しいと感じる範囲」も拡大したと考えられる。
落合・佐藤の研究によると、高校生はもともと「広
く深く付き合う」友人関係を志向する時期ではあるが、
次第に友人の範囲が絞り込まれていくという（12） 。
1998年世代は、その傾向に沿って親しみを感じる人数
が減少傾向にあるが、2004年世代と2010年世代は、高
校入学後もしばらく増加し続けており、高校3年時点
になってようやく鈍化ないし減少に転じている。
これは、携帯電話の普及が完了した時期以降におい
ては、アドレス帳に登録した相手には親しみの感情が
付与されることによって"友達"として認識され、親し
みの感情が付与されやすくなっているのではないだろ
うか。また、その後の付き合いが疎遠になっていった
としても、アドレス帳にリストが残っている限りは、
やはり"友達"として認識されたままになっているため、
親しみを感じる人数が減りにくいのではないか、とい
う仮説を提示することが出来る。
なお、2004年世代と2010年世代については、親友と
考えている人数についても質問しているが、男女や地
域の違いはなく一貫して増加し続けている。

10.6%
6.7%

22.8%
15.7%

59.4%
48.6%
53.3%

8.9%
5.8%

11.7%
23.5%
13.9%

異性の友達

N=189
N=144
N=192

12.4%
13.2%
15.5%

N=177

9.7%
17.7%
27.7%

N=257

N-257
N=200

17.5%

17.5%

55.3%
48.9%
49.8%

同性の友達

100%

18.1%
5.1%
12.1%
12.8%
5.0% 11.0%

64.4%
61.9%
68.5%

首都圏校 1998年世代 女子

80%

12.2% 7.4%
12.7%
12.5%
13.9%
13.9%
19.3%
7.3% 9.9%

67.7%
59.7%
63.5%

首都圏校 1998年世代 男子

N=267

7.0%

21.9%
19.0%
27.0%

彼氏・彼女

N=311

N=128
N=179
N=137

その他

る程度含まれていると考えられる。
落合・佐藤の研究によると、（同じ学校の）同性の
友人とのコミュニケーションが多いのは、いわゆる中
学生的な付き合い方であるとされ、高校生になると異
性との交際を始めとして、同性の友人以外とのコミュ
ニケーション機会が増加するという。「その他」の割
合が増えているということは、より早く中学生的な付
き合い方を「脱する」傾向が進んでいるという仮説も
提示出来る。この部分の詳細を明らかにしていくこと
は、今後の検討課題である。

４．2010年世代における利用状況
以上、携帯電話の基本的な利用状況について、地域
別、男女別、世代別に比較・検討を行ってきたが、こ
こで最新の2010年世代における携帯電話（スマートフ
ォン）の利用状況についてまとめてみたい。
携帯電話の1日あたりの平均的な利用時間について
質問し、通話全体、メール全体、その他で利用してい
るサービスや機能全体の別に集計すると、<表７>のよ
うになった（13）。これによると、首都圏校では男女と
も1日あたり4時間以上使用しており、地方校も３時間
半前後に達している。
通話とメール機能の利用の詳細について質問し、回
答者の平均について集計すると<表８><表９>のように
なった(14) 。これによると、Skypeを利用している者は
通話時間が長い傾向があり、LINEを利用している者は
メールや文字メッセージを送受信する回数が多くなる
傾向が認められる(15) 。通話やメール（文字メッセー
ジの交換）の利用機会が多い生徒の間では、これらの
アプリがよく利用されていると判断することが出来る。
<表７>携帯電話の１日平均利用回数・分数（2010年世代）
首都圏校

最も連絡頻度が高い相手は誰であるかについて質問
すると、<図２>のようになった。世代に関わらず「同
性の友達」が最も多くなっているが、世代が下るにつ
れて「その他」の割合が増加しつつある傾向が認めら
れる。ここでいう「その他」には、同じ学校ではない
相手、例えばインターネット上で知り合った相手があ

男子
通話全体
メール全体

110

地方校
女子

2.4
27.9
42.0
73.2

回
分
回
分

男子

2.3
28.1
59.3
84.1

回
分
回
分

女子

2.6
20.4
37.5
58.6

回
分
回
分

1.7
15.6
49.7
59.1

回
分
回
分

その他全体

154.5 分

176.3 分

128.4 分

136.7 分

合 計

255.6 分

288.5 分

207.4 分

211.4 分

N=201

N=212

N=279

N=140
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<表８>通話機能の利用詳細（2010年世代、回答者の平均）
首都圏校

2010年世代

音楽の試聴やワンセグの試聴が上位に入り、首都圏校
ではその他（インストール済みアプリの利用が多い）
も目立っている。インターネット上のサービスでは、
TwitterやMobageなどの利用時間の長さが目につき、
ホームページの閲覧時間も長くなっている。今日の携
帯電話（スマートフォン）は、音楽プレーヤーや小型
テレビとして、そして小型パソコンとしての利用がな
されており、かつ複数の機能を同時に利用する使い方
が日常化していると言える。

地方校

電話

男子
1.2 回
7.3 分

女子
1.1 回
10.7 分

男子
1.4 回
7.6 分

女子
1.1 回
7.2 分

N=173

N=159

N=247

N=124

LINE

0.4 回
4.7 分

1.4 回
16.4 分

1.0 回
9.9 分

0.6 回
10.4 分

N=76

N=85

N=101

N=44

Skype

0.6 回
49.8 分

0.5 回
18.7 分

1.3 回
21.6 分

0.9 回
30.0 分

N=38

N=32

N=44

N=5

その他アプリ

4.3 回
11.7 分

0.6 回
14.0 分

0.8 回
13.4 分

2.5 回
15.0 分

N=9

N=10

N=17

N=2

<表11>各種サービスの利用時間（2010年世代、回答者の平均）

<表９>メール機能の利用詳細（2010年世代、回答者の平均）
首都圏校

2010年世代
メール
LINE

男子
11.6 回
22.1 分

女子
9.8 回
28.6 分

男子
12.8 回
32.4 分

女子
13.3 回
30.5 分

N=165

N=171

N=242

N=115

51.4 回
85 分

65.7 回
74.8 分

51.0 回
51.2 分

67.1 回
54.8 分

N=105

N=143

N=110

N=65

3.6 回
7.7 分

3.2 回
8.4 分

2.1 回
4.7 分

0.3 回
1.0 分

N=31

N=30

N=38

N=4

2.0 回
10.0 分

22.2 回
40.3 分

2.3 回
6.7 分

5.0 回
11.3 分

N=10

N=15

N=22

N=4

Skype
その他アプリ

首都圏校
男子

地方校

<表10>利用しているサービス（2010年世代）
首都圏校
男子
人

ＬＩＮＥ
Ｓｋｙｐｅ

地方校
女子

％

123 61.2%

人

男子
％

169 79 .7%

人

女子
％

138 49.5%

人

％

81 57.9%

55 27.4%

54 25.5%

65 23.3%

動画サイト

134 66.7%

144 67 .9%

178 63.8%

104 74.3%

Ｔｗｉｔｔｅｒ
Ｍｏｂａｇｅ

113 56.2%
50 24.9%

148 69 .8%
23 10.8%

110 39.4%
92 33.0%

66 47.1%
32 22.9%

ＧＲＥＥ

56 27.9%

23 10.8%

89 31.9%

22 15.7%

ｍｉｘｉ

97 48.3%

82 38.7%

85 30.5%

37 26.4%

ブログ
Ｆａｃｅｂｏｏｋ

40 19.9%
35 17.4%

115 54 .2%
61 28.8%

69 24.7%
51 18.3%

80 57.1%
24 17.1%

25

プロフ
その他アプリ

5

2.5%

17

8.0%

13

9.3%

9.0%

30 21.4%

69 34.3%

91 42.9%

100 35.8%

52 37.1%

N=201

N=212

N=279

N=140

通話とメール以外のサービスをどのくらいの時間利
用しているかについて質問し、回答者の平均について
集計したところ、<表11>のようになった。音楽の試聴
やワンセグの利用など、インターネット上のサービス
以外の利用時間についても質問した。これによると、
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時間（分）

男子

時間（分）

回答数

動画サイト

62.3

分

N=105

54.4 分

N=116

Ｔｗｉｔｔｅｒ

52.0

分

回答数

時間（分）

38.5 分

女子
回答数

時間（分）

回答数

N=148

43.1 分

N=87

N=105

80.1 分

N=137

66.6

分

N=93

42.4 分

N=60

Ｍｏｂａｇｅ

37.8 分

N=39

25.6 分

N=13

51.4

分

N=48

36.5 分

N=22

ＧＲＥＥ

35.2 分

N=32

16.0 分

N=7

46.1 分

N=43

18.3 分

N=10

ｍｉｘｉ

14.6 分

N=61

7.4 分

N=49

15.9 分

N=57

11.8 分

N=25

ブログ

30.0 分

N=31

22.4 分

N=90

15.7 分

N=48

27.4 分

N=66

Ｆａｃｅｂｏｏｋ

9.7 分

N=23

13.4 分

N=48

20.1 分

N=30

6.6 分

N=14

プロフ

5.2 分

N=6

6.3 分

N=20

5.9 分

N=9

6.6 分

N=11

44.1 分

N=77

65.5 分

N=44

HP閲覧他

59.6

分

N=61

65.4 分

N=69

音楽

69.4

分

N=71

59.6 分

N=85

56.9

分

N=107

60.4 分

N=60

30.6 分

N=13

66.2 分

N=17

50.9

分

N=38

65.5 分

N=19

N=11

94.2 分

N=9

28.4 分

N=17

17.0 分

N=3

ワンセグ

インターネット上では携帯電話やスマートフォンで
利用可能な様々なサービスが提供されているが、それ
らをどのくらい利用しているかについて質問してサー
ビス別に集計したところ、<表 10>のようになった(16)。
これによると、全体的にみて動画サイトの利用者が最
も多く、LINE の利用が続いている。LINE のサービス
開始が 2011 年 6 月であることを考えると、高校生世
代への LINE の浸透の速さは驚異的である。
その他のサービスとしては首都圏校において
Twitter の利用が比較的高く、男子は Mobage や GREE
など主にゲームで遊べるサービスの利用者数が多く、
女子はブログのサービスの利用が多いなど、性別によ
る相違も認められる。

地方校
女子

その他

85.1

分

５．まとめ
かつての携帯電話は文字通り「移動式の電話」であ
り、外出先での通話のための道具であったが、普及が
進んだ以降の携帯電話は、通話・メールはもちろん、
インターネットへの接続機能を搭載した多機能情報端
末という位置づけとなり、スマートフォンの登場によ
って、その流れは確固たるものとなった。携帯電話は
もはや通話をメインとしたツールではなくなり、高校
生世代においても一時は通話の時間が減少したが、近
年は LINE や Skype に代表される通話が可能なアプリ
の登場と普及により、通話の時間が再び上昇傾向にあ
る。最新の調査では「アプリを利用した通話の復活傾
向」が明らかになったと言える。
メールの利用は引き続き活発で、特に LINE を用い
たメッセージの交換は、文字を用いた「会話」のよう
であり、やりとりの回数と時間を大きく押し上げてい
る。こちらも「アプリを用いたメールのやりとりの更
なる促進傾向」が明らかになった。
利用開始時期については、地域による差が認められ
た。首都圏校では中学時代から 7 割〜8 割の生徒が使
っているのに対して、地方校では 2 割〜4 割の利用に
とどまっている。現在、首都圏校では中学入学時から
の利用が急上昇するが、地方校では高校入学時からと
なっている。この地域による差異は今後解消されてい
くのか、引き続き残っていくのか、今後に注目してい
きたい。
利用料金については大きな変化は見られなかった。
高校生世代（正確には高校生世代の保護者世代である
が）が１か月に負担することが出来る金額には一定の
水準があることを示唆している。
アドレス帳の登録人数は増加傾向にあり、地域別、
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男女別の差異が認められた。親しいと感じる範囲につ
いても増加傾向にあり、特に親しく"親友"と認められ
る人数も増加の一途を辿っている。携帯電話は人間関
係を「より広く」「より深く」する特性を持っている
が、高校生世代においても、人間関係の拡大・維持の
ためのコミュニケーションツールとして使いこなして
いる実態が浮かび上がった。
今後も若者世代に着目して調査研究を進め、携帯電
話やスマートフォンの利用が前提となった人間関係や
コミュニケーションのあり方について一層の考察を深
めていきたい。

間ではなく心理的な支えとなっており、高校生は青年期内にお
ける友人関係の大きな転換期にあたっているという。
(13)通話は、かける回数とかかってくる回数の合計とし、アプリの通
話機能も含んでいる。メールは、送信回数と受信回数の合計と
し、メール作成の時間も含め、アプリのメール（文字メッセージ）
機能も含んでいる。その他は、主にインターネット上のサイトの
利用を指している。
(14)当該アプリを利用している者のうち、利用時間の回答者のみの
平均という意味であり、全体の平均値ではない。
(15)本稿では、文字を用いたメッセージの交換はメールの交換とし
て集計している。LINE には文字を使って会話が出来る「チャッ
ト」と呼ばれる機能があり、これはメールの送受信に含めて集計

補注

しているため、回数が多くカウントされる傾向にある。

(1) 一般社団法人電気通信事業者協会が発表した事業者別契約

(16)これらのサービスを利用するためにはアカウントの登録や会員

数より。うち携帯電話は 1 億 3,013 万件、PHS は 503 万件であ

になる必要があるものもあるが、会員登録していなくてもアクセ

り、どちらも前月より微増している。

スしていれば利用しているものと見なした。

http://www.tca.or.jp/database/2013/02/
(2) 内閣府「消費動向調査」2013 年 3 月末現在の発表より。総世
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青少年の LINE 利用の実態に関する探索的研究
―高校生の LINE 利用に伴う肯定的・否定的経験に基づいて―
Exploratory Study of LINE Use of Teenagers:
Based on Positive and Negative Experiences of High School Students
about LINE Use
加藤千枝
Chie KATO
青少年とインターネットについて考える会

Association for Study of Teenagers and the Internet

Abstract In this study, semi-structured interviews were carried out to twenty high school students to clarify
how they use LINE, an IM application which is nowadays extremely common among teenagers in Japan. As
the result, we found three points. Firstly, most of the students use LINE to communicate with close friends.
However, they were tired of communicating with friends because they had to keep responding to messages
from their friends to keep good relationships. Secondly, some students had episodes to get to know strangers
on LINE. Although they could make new friends and acquaintances through it, some of them got into troubles
to realize online dating. Thirdly, most students mentioned its usefulness to communicate with others rapidly
and smoothly. On the other hand, some of them sent messages without caring about others and had troubles
because of messages.
キーワード 青少年，LINE，インスタントメッセンジャー，携帯電話，スマートフォン

１．本研究の目的
本研究では青少年の LINE 利用に注目し，そこでの
肯定的・否定的経験に関するエピソードを収集した後
にそれらを分類・考察することで，青少年の LINE 利
用の実態を探索的に明らかにすることが目的である．
１．１．青少年へのネット端末の広がりと「SNS」利
用
多くの青少年が携帯電話やスマートフォン等のネッ
ト端末を所持し，他者とメールをしたり，「SNS」を
介してやりとりしたりしている．例えば「SNS」につ
いて，総務省（2009）は「人と人との繋がりを促進・
サポートする機能を持ち，ユーザー間のコミュニケー
ションがサービスの価値の源泉となっている会員専用
のウェブサービス」と定義しており，内閣府（2013）
が小中学生と高校生（1,867 名）を対象に行った質問
紙調査によると，「SNS」利用は学年が上がるにつれ
て活発化し，高校生になると 36.0％の者が「SNS」を
利用していることが明らかとなっている．
１．２．青少年の「SNS」とインスタントメッセンジ
ャー利用
先行研究より，特に高校生が「SNS」を利用してい
る可能性が示唆されたと言えるが，彼・彼女らはどの
ような理由から「SNS」を利用しているのであろうか．
例えばリクルート進学総研（2012）の調査結果による
と，「親しい者とのコミュニケーションツールとして」
SNS を利用していると回答した高校生は約 7 割に上っ
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た（67.0％）．それゆえ，高校生は既存の親しい者と
のやりとりの為に利用していることが考えられる．
一方で「SNS」を利用する上でのデメリットも存在
する．例えば「SNS 疲れ」がその一つとして挙げられ
よう．「SNS 疲れ」は「mixi 疲れ」に関する研究が多
く，例えば高橋ら（2012）は「mixi 疲れ」が発生する
原因について，「異なるウチの仲間をマイミクとして
登録し，増やし過ぎた結果，誰もが受け入れることの
できる当たり障りのないことしか書けなくなってしま
う」為，引き起こされるものであると説明している．
つまり「mixi」の例で言えば，親しい者とだけでなく，
それ以外の者と「SNS」でやりとりすることにより，
「SNS 疲れ」が引き起こされると考えられる．それゆ
え「SNS 疲れ」を避け，親しい者だけとやりとりする
為に，例えばインスタントメッセンジャー（以下，IM
とする）を利用する者がいることも予想される．富田
（2002）は IM を「友達がオンラインであればすぐに
分かり，その場でメッセージを交換したり，チャット
を始めることができる無料ソフト」と定義しており，
高校生に限らず青少年が積極的に利用している IM の
一つに，LINE（line.naver.jp）が挙げられる 1 ） ．
LINE はサイトに接続していなくても（オンラインでな
くても），自身がスマートフォン所有者である場合，
他者からメッセージが送られてきた際，即座に通知を
してくれる．それゆえ LINE を利用することにより，
他者とのリアルタイムなやりとりが可能となる．その
ような特性故か，近年 LINE の利用者が急増している．
LINE を運営する LINE 株式会社の発表によると，サ
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ービス開始から約 19 か月で登録ユーザー数が世界で 1
億人を突破し（2013 年 1 月 18 日時点），日本のユー
ザー数は 4,150 万人以上となっている．これは 2004
年にサービスを開始した mixi と比較してもユーザー
数の増加が著しい（2012 年 9 月時点の mixi 登録ユー
ザー数は 1402 万人）．
青少年の LINE 利用に関する調査・研究は少ないが，
例えばデジタルアーツ（2012）が 10～18 歳の青少年
と保護者の 1,236 名に対して行ったインターネット調
査によると，青少年の LINE 利用率は 42.1％であった．
特に高校生女子の利用率が高く，70.4％となっていた．
上記はインターネット調査であり，また，同社はフィ
ルタリングサービスを提供している会社であることか
ら，ネットを日常的に利用しており，メディアリテラ
シーの比較的高い者が主な回答者であると考えられる．
しかしながら上記の調査より，青少年の LINE 利用の
広まりを窺い知ることができる．
また，ライフメディア（2012）が 10～60 代のスマ
ートフォン利用者 3,706 名を対象に行った調査による
と，LINE 利用者は 1,163 名（31.4％）で，その利点と
して 6 割以上が「音声通話が無料」であること，7 割
以上が「簡単にメッセージが送れる」ことを挙げてい
た．上記の調査は青少年のみを対象としたものではな
いが，青少年も同様の理由から，LINE を積極的に利用
していることが考えられる．
１．３．LINE 利用に伴うトラブルの発生
LINE はネット上のサービスであることから，それを
利用することで青少年は利益を享受するだけでなく，
複数のトラブルに巻き込まれることも予想される．そ
の一つに社会的な問題となりつつある，LINE を介した
出会いの実現に伴うトラブルが挙げられる．LINE は
ID さえ把握していれば相手との直接のやりとりが可能
になることから，既存の知り合いだけでなく，見知ら
ぬ者と繋がる可能性がある．また，偶然にも見知らぬ
者と LINE で繋がった場合，その特性から「自己開示」
「自己呈示」が促され，両者の親密性が高まった結果
（木内ら，2008），ネットを介した新たな出会いが実
現されることも考えられる．実際，運営会社は 18 歳
未満の青少年が出会いの実現に伴うトラブルに巻き込
まれることを防ぐ為，一部の利用者の機能制限を実施
しているが 2），LINE 利用に伴うトラブルの発生は出
会いに関するものだけでないと言える．それにも関わ
らず，社会的な関心としては LINE 利用の広まりやそ
の利便性に注目したものが多いと思われる．そこで本
研究では，先行研究を踏まえて青少年の中でも高校生
を対象に面接を実施し，LINE を利用する中での肯定
的・否定的経験に関するエピソードを収集した後にそ
れらを分類・考察することで，その実態を探索的に明
らかにしたいと考える．

構造化面接を実施した．半構造化面接を用いる理由と
しては，構造化面接を用いるほど青少年の LINE 利用
の実態が社会的に把握されていない為，また，非構造
化面接を用いることでその実態を捉えきれなくなると
いうリスクを避ける為である．加えて，本研究では高
校生を対象に面接を実施するが，その理由として先に
も言及した通り，多くの高校生（特に女子）が LINE
を利用していることが明らかとなった為である．また，
高校生は自分専用のネット端末を所持し，「SNS」を
始めとする様々なネット機能を比較的自由に利用して
いることが予想される為である．
２．２．面接協力者の募集
高校生に面接依頼を行うにあたり，彼・彼女らが発
信しているサイトに付属している「メールボックス
（加藤，2012）」から，本研究の目的を明記したメッ
セージを送った．なお，本研究では面接協力者の募集
に際して「メールボックス」を用いたが，その理由と
して，「メールボックス」が最も効率的に協力者を募
集できる手段であると判断された為である．具体的に，
「メールボックス」はサイト発信者と直接連絡を取る
ことが可能なサイトであるし，互いの個人情報を保護
した上で，連絡先の交換も容易にできる．そのため，
本研究では「メールボックス」を面接協力者の募集に
利用した．
約 550 名に対してメッセージを送った結果，面接実
施に応諾したのは 7 名であった．また，筆者が主要駅
で行った街頭インタビューに参加した 15 名からも協
力を得て，計 22 名に対して面接を実施した．その結
果，LINE を利用しているのは 20 名（90.9％）であっ
たので，本研究では 20 名への面接結果を整理する
（表-1）．なお 20 名からは，面接結果を公開するこ
とに同意を得ている．
２．３．質問項目
質問項目については本研究の目的に基づき作成した
（表-2）．また，補足的な情報として，現在主に利用
しているネット端末についても尋ねた．
表-1 高校生 20 名のプロフィール
協
力
者
A
B
C
D
E
F
G
H

２．方法
２．１．面接対象

I
J

本研究の目的に基づき，2012 年 10 月～12 月にかけ
て，関東近郊 A・B 県の 15～18 歳の高校生を対象に半

学
年
1
年
1
年
1
年
1
年
2
年
2
年
2
年
2
年
2
年
2
年

性
別
女
女
女
男
女
女
女
女
女
女

利用端末
スマート
フォン
スマート
フォン
スマート
フォン
スマート
フォン
スマートフ
ォン
スマート
フォン
スマート
フォン
携帯電話
スマート
フォン
スマート
フォン

協
力
者
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

学
年
2
年
3
年
3
年
3
年
3
年
3
年
3
年
3
年
3
年
3
年

表-2 質問項目
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性
別

利用端末

男

スマート
フォン

女

携帯電話

女
女
女
女
男
男
男
男

スマート
フォン
スマート
フォン
携帯電話
スマート
フォン
スマート
フォン
スマート
フォン
スマート
フォン
スマート
フォン
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1．（肯定的経験）LINE を利用していて良かったと思う点や
それに関するエピソードについて教えてください．
2．（否定的経験）LINE を利用していて嫌だと思う点やそれ
に関するエピソードについて教えてください．

３．分析
面接によって得られたエピソードを整理するにあた
り，まず，面接結果を切片化し，それぞれにコード名
を付した．その後，それらを分類する中で下記のよう
に整理することが妥当であると考えられた（図-1）．
図-1 LINE 利用に伴う肯定的・否定的経験

(3) 「友人・知人に対する気遣い」
「友人・知人に対する気遣い」とは，現実世界で交
流のある者との LINE を介したやりとりの中で過剰な
気遣いをしてしまうというものである．この点に言及
したのは，B・J・K・L・M・Q さんの 6 名であった．
【B さん】仲良いっちゃ良いんですけど，微妙な子とかも
（友達リストの中に）いるから「どうしよう」って．友達に
なった方がいいのかなって，迷います．
【M さん】「既読」が面倒．気づいているけどすぐに返した
くないとき，そういう時は開かない．なんか，（メッセージ
が）出ても「閉じる」ってやって，できます．すぐ返さない
と他の人から「何？」って思われるのが嫌だし．

(4) 「友人・知人からの拒絶」
「友人・知人からの拒絶」とは，現実世界で交流の
ある者から LINE でのやりとりを拒絶されるというも
のである．この点に言及したのは，E さんのみであっ
た．
【E さん】嫌なところは，知らない間にブロックされたりと
か．なんかこっちが（メッセージを）送っても反応ないから
なんだろうって思っていたら，ブロックされていた，みたい
な．「なんなの？」って．

(5) 「友人・知人との心理的距離」
「友人・知人との心理的距離」とは，現実世界で交
流のある者との LINE を介したやりとりの中で心理的
な距離を感じるというものである．この点に言及した
のは，H・O さんの 2 名であった．

４．結果
分析より得られた図-1 の内容に基づき，結果を整理
する．
４．１．「他者とのやりとりに関するもの」
「他者とのやりとりに関するもの」とは，「既存の
関係の中でのエピソード」「新たな関係の中でのエピ
ソード」の2点に分類される．LINEを介した肯定的・
否定的経験を指す．
４．１．１．「既存の関係の中でのエピソード」
(1) 「親しい者だけとのやりとり」
「親しい者だけとのやりとり」とは，LINE を利用す
ることで自身が繋がりたいと思う相手とのみ，繋がる
ことが可能になるというものである．この点に言及し
たのは，E・G・N・R さんの 4 名であった．
【E さん】良いところは，基本仲のいい子とだけやりとりす
れば良いんで．それがすごい良いです．mixi とかだとあんま
り仲良くない子から申請とか来たりするんで．いろいろ考え
なきゃいけなかったり．

(2) 「友人・知人の反応の悪さ」
「友人・知人の反応の悪さ」とは，現実世界で交流
のある者から LINE を介して即座にメッセージが得ら
れないというものである．この点に言及したのは，
A・L さんの 2 名であった．
【L さん】でも（LINE の嫌なところは）「既読」ってなって
いるのに，（相手がメッセージを）返してくれなかったりと
か．「読んでいるのに，何で返してくれないの？」みたいな
のはありますね．
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【H さん】携帯でも LINE 普通に使えるんですけど，けど，
「グループに投稿しようかなー」と思っていたら，スマホの
人は早いから．どんどん話が進んじゃって，結局投稿できな
いってことはよくあります．だから，ハブられているわけじ
ゃないけど，携帯から LINE 利用している人は見る専門にな
っちゃいますね．

４．１．２．「新たな関係の中でのエピソード」
(1) 「理想的な出会いの実現」
「理想的な出会いの実現」とは，現実世界において
関わりの無い者と LINE を介してやりとりする中で共
通の趣味や考えを持っている者との出会いを実現させ
るというものである．この点に言及したのは，A さん
のみであった．
【A さん】（きっかけは）知らない人の（ID）が自分のやつ
（ページ）に入っていて．「え？」みたいな．「なんで，な
んで（自分の ID を）知っているの？」みたいに思って．
（中略）（出会いを実現させた理由は）2 時間くらい（相手
と）やりとりしていたんですけど，悪い人ではないなと思っ
て．そういう判断でやってて，そしたら本当に良い人みたい
な感じだったんで．

(2) 「出会いの実現に対する後悔」
「出会いの実現に対する後悔」とは，現実世界にお
いて関わりの無い者と LINE を介して出会いを実現さ
せた結果，後悔するというものである．この点に言及
したのは，F さんのみであった．
【F さん】なんか mixi で声をかけられて．やりとりとかして
いて「この人良いな」って思ったから，（LINE の）ID を教
えたんですよ．（中略）最初は「いい人だなぁ」と思って
（LINE で）やりとりしていたんですよ．大学行っているし，
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頭も良いし，なんかやりとりしていて合うなっていうか，お
互い両想いだったんで．「付き合う？」みたいになって．付
き合うことになって．で，実際会ったら全然違ってて．本当
にきもくて．もう，無理です．（中略）それで（相手の LINE
の ID を）ブロックして．そこからはもう大丈夫なんですけ
ど．なんであんな奴とやりとりしていたんだろう…って，本
当に後悔．

(3) 「見知らぬ者との接触」
「見知らぬ者との接触」とは，現実世界において関
わりの無い者から LINE を介して一方的に接触される
というものである．この点に言及したのは，A・F・
G・H・S・T さんの 6 名であった．
【F さん】「斉藤さん」っていうアプリで電話して繋がっ
て．「『LINE』の ID 教えて」って言われたから教えて．
（そこから LINE で）やり取りしてたんですけど，写真送ら
れてきて「高校生」って言っていたのに髭とか生えている
し，明らか違うんですよ．「うえっ」って，「きもっ」って
思って．でも昨日から電話来るし，今も来てて．無視ってま
す．最悪ですよ．
【S さん】この間，変な人がいきなり来て，勧誘されまし
た．出会い系みたいなのが来て，勧誘．めっちゃしつこかっ
たですよ．

４．２．「LINE の特性に関するもの」
「LINE の特性に関するもの」とは，LINE そのもの
の特性に由来する肯定的・否定的経験を指す．
(1) 「スムーズなやりとり」
「スムーズなやりとり」とは，LINE を介すことで他
者と短時間で複数のメッセージのやりとりが可能にな
るというものである．この点に言及したのは，C・D・
K・M・P・S・T さんの 7 名であった．
【C さん】メールより早く話ができるところが便利だと思い
ます．テンポが良いというか，スムーズにやりとりできるの
で．
【K さん】メールとかだといちいち開かなきゃいけないけ
ど，スマホとかだとメッセージ来たりすると画面に表示され
るから，それが良いと思います．
【S さん】手軽で，メールより速い．とりあえず，速いのが
良い．タッチで（相手からのメッセージを）見れるんで，テ
ンポ良い．それが良いです．あと画像が貼れたりするのも良
い．

(2) 「ローコスト」
「ローコスト」とは，LINE を介すことで他者とのや
りとりがコストをかけずに実現されるというものであ
る．この点に言及したのは，D・G・T さんの 3 名であ
った．
【D さん】使ってますよ，LINE．早いし，無料だし，今も
LINE で呼び出しされたんですよ．タダだからすごい良いです
よ．

(3) 「記録性・一覧性」
「記録性・一覧性」とは，LINE を介すことで他者と
のやりとりが一定期間保存され（記録性），それを容
易に俯瞰できるというものである（一覧性）．この点
に言及したのは，J・O さんの 2 名であった．
【O さん】やっぱり自分が言ったことが残るから，どこまで
話したとかわかるところがいいですね．（中略）普通のメー

ルだと，前のやつをいちいち開かなきゃ（前やりとりした内
容が）わからないじゃないですか．でも LINE だったら，全
部ばーって見られるし．

(4) 「確実性」
「確実性」とは，LINE を介すことで相手が自身のメ
ッセージを閲覧したか否かを容易に確認できるという
ものである．この点に言及したのは，L さんのみであ
った．
【L さん】良いところは，（相手がメッセージを）「読ん
だ」って確認ができるところですね．普通のメールとかだと
相手が読んだかどうかわからないですけど，（LINE だと）
「既読」っていうのでわかるので．（相手がメッセージを読
んだかどうかを）あまり心配しなくてもいいところが良いで
すね．普通のメールだとそもそもちゃんと届いているのかど
うかもわからないし，何度も見たりしちゃうじゃないです
か．

(5) 「不可逆性」
「不可逆性」とは，LINE を介して不用意に送ってし
まったメッセージを訂正・削除することができないと
いうものである．この点に言及したのは，G・T さんの
2 名であった．
【G さん】（メッセージを）一度送っちゃったら消せないこ
と．だから送る前に何度も確認して，「よし！」みたいな．
よく見ずに送っちゃうと「何これ？」みたいなトラブルにな
るから．

(6) 「通話機能の不便さ」
「通話機能の不便さ」とは，音質の悪さ等 LINE の
通話機能に対する不満全般を意味する．この点に言及
したのは，F・I さんの 2 名であった．
【I さん】（LINE は）電話の電波が悪くて，途中で切れた
り．たまに電話していると強制終了になったりするから…．

(7) 「通知の煩わしさ」
「通知の煩わしさ」とは，他者が更新した際に，
LINE を介して送られてくる通知への不満全般を意味す
る．この点に言及したのは，E・J・T さんの 3 名であ
った．
【J さん】グループの（更新）通知が半端ない．通知 OFF に
しておかないと立て続けに鳴るから，それで夜中起こされた
りして，面倒．

(8) 「個人情報の流出」
「個人情報の流出」とは，LINE を介して電話番号等
の個人情報が流出することへの懸念を意味する．この
点に言及したのは，B・G さんの 2 名であった．
【B さん】（LINE は）全然使ってないんですけど，勝手にア
ドレスとられてて．「友達かも？」って言われるのがちょっ
と…．

(9)「電池消費」
「電池消費」とは，LINE を利用することによるネッ
ト端末の電池消費への不満全般を意味する．この点に
言及したのは，D・R さんの 2 名であった．
【R さん】逆に，（LINE で）喋りすぎて，通知ありすぎて電
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源がすぐ落ちたりするところぐらい…．

ついて言及したと考察される．

５．考察

５．２．「見知らぬ者との接触」
面接より，LINE は主に既存の友人・知人と繋がる為
に利用されているメディアであると言えるが，一方で
LINE を介して見知らぬ者と接触した経験のある青少年
もいた（A・F・G・H・S・T さんの 6 名）．これは
LINE がネット上のサービスであることにその理由があ
ると思われる．また，LINE は ID さえ把握していれば
相手と直接連絡をとることができる為，見知らぬ者と
接触する可能性は高いと言える．上記の理由から，本
研究において「見知らぬ者との接触」について言及し
た青少年が複数いたと推測される．見知らぬ者，特に
業者と思われる者から LINE を介して勧誘された経験
を持つ者もいた（例えば S さん）．このようなエピソ
ードが見られたのは，ID を把握しているだけで相手と
直接連絡を取ることが可能な LINE の特性が影響して
いると思われる．現在，LINE の運営会社は 18 歳未満
の者が見知らぬ者と接触することのないよう，対策を
講じているが，ID 情報のやりとりは LINE 以外のサイ
トでも行われている為，業者からの勧誘が無くなるこ
とはないと思われる．一方で，趣味や考えを持ってい
る者と LINE を介して知り合い，出会いを実現させた
青少年もいた．例えば A さんは，LINE 上で見知らぬ者
からのメッセージを突然受信し，相手と LINE 上で何
度かやりとりをした後，出会いを実現させた．なお，
彼女が相手と LINE で知り合い，出会いを実現させる
までに要した時間は 2 時間ほどであり，即時性が高く，
「スムーズなやりとり」が可能となるラインの特性が
ネットを介した出会いの実現を促していることが予想
される．A さんの場合，出会いを実現させたことによ
る「サイバーストーカー」や「ストーカー」等の被害
は無かったが，出会いの実現により，F さんのように
不快な経験をする者もいる為，LINE を介した出会いは
心理的側面から見てもリスクが高いと思われる．

本研究では目的に基づき，高校生 20 名に対して半
構造化面接を行った．その結果，「他者とのやりとり
に関するもの」「LINE の特性に関するもの」の 2 点か
ら分類することが妥当であると思われた．以下，各々
の結果について，また，2 点の関連性について考察を
行う．なお，以下では高校生を全て青少年と表記する．
５．１．LINE を介した友人・知人とのやりとり
(1) 「親しい者だけとのやりとり」
「mixi」では異なるウチの仲間をマイミクとして登
録し，増やし過ぎた結果，誰もが受け入れることので
きる当たり障りのないことしか書けなくなってしまう
ことで「mixi 疲れ」がもたらされると指摘されていた
（高橋ら，2010）．しかし LINE では，設定によって
親しい者だけとのやりとりが可能になるので，「mixi
疲れ」のような経験をする機会は少なくなることが期
待されていた（北尾，2013）．実際，LINE を利用する
メリットとして複数の青少年が言及していた点の一つ
に，「親しい者だけとのやりとり」がある（E・G・
N・R さんの 4 名）．具体的には，例えばグループ機能
が挙げられ，グループ機能を用いることにより，青少
年は自身にとって都合の良い者との関係を維持・強化
していることが予想される．先行研究において，ネッ
ト上のメッセージのやりとりにより両者の親密性を高
めることが可能であると指摘されていたことから，
LINE でのやりとりにおいても同様のことが言えると思
われる．しかし，「親しい者だけとのやりとり」にお
いてもトラブルや問題が発生する可能性はあり，その
一つに「友人・知人に対する気遣い」が挙げられる．
(2) 「友人・知人に対する気遣い」
面接より，LINE を利用する中での経験の一つとし
て「友人・知人に対する気遣い」が挙げられた．LINE
は自身の電話帳を預けることで「親しい者だけとのや
りとり」が可能になるが，その中でも青少年は否定的
経験をしていることが明らかとなった．具体的には，
LINE を介して親しい者からメッセージを受けとった際，
「既読」表示機能によって自分がいつメッセージを確
認したのか相手にわかってしまう為，早く返信をしな
ければいけないという義務感・束縛感について言及し
ている青少年が複数いた（B・J・K・L・M・Q さんの 6
名）．これは土井（2009）が指摘する，携帯電話のメ
ールの「即レス」によって引き起こされる友人・知人
間のトラブルと似ている．一部の青少年にとって，親
しい者から来たメールに「即レス」をしないことは，
相手が自分の肩に置いてきた手を払う行為に似ている
と土井（2009）は説明している．それゆえ，青少年は
出来る限り親しい者から来たメッセージに対する「即
レス」を心掛けていると言えるが，それは携帯電話の
メールだけでなく，LINE でのやりとりにおいても同様
であると思われる．上記のような背景から，本研究に
おける一部の青少年は LINE 利用に伴う否定的経験に
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５．３．他者との「スムーズなやりとり」が可能とな
る LINE
(1) 「友人・知人からの拒絶」
面接より，LINE を介すことで「スムーズなやりとり」
が可能となる点について言及していた青少年が複数い
た（C・D・K・M・P・S・T さんの 7 名）．これは LINE
を利用するメリットとも言えるが一方で，LINE でのト
ラブルにも繋がると言える．例えば A さんは，LINE は
即時性が高いにも関わらず，相手から即座に連絡がも
らえないことに対する苛立ちについて言及していた．
また E さんは，即時性の高い LINE で相手からのレス
ポンスが無かった為，拒絶（ブロック）されていると
判断し，それに対する怒りの感情を述べていた．従来
のネット機能では LINE 程の「スムーズなやりとり」
を実現させることが難しい為，相手が自分に対して抱
く感情を強く意識する機会はそこまで多くなかったと
言える．しかしながら LINE は即時性が高い故に，青
少年はそこでのやりとりを通じて相手の言動や感情を
過度に意識してしまうと考えられる．その点が本研究
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において，LINE 利用の否定的経験として語られたと思
われる．
(2) 「記録性・一覧性」の高さと「不可逆性」
面接より，LINE を利用する利点の一つとして，そ
の「記録性・一覧性」の高さが挙げられた．例えば J
さんは「（やりとりの）履歴が見られるから，どこま
で会話したってわかるし，メールよりやりとりが楽」
と述べ，LINE を利用することで携帯電話やスマートフ
ォンのメールよりも相手と滞りなくやりとりができる
点について評価していた．しかし一方で，例えば G さ
んは「（メッセージを）一度送っちゃったら消せない
こと．（中略）よく見ずに送っちゃうと『何これ？』
みたいなトラブルになる」と述べ，LINE の特性がトラ
ブルを引き起こす可能性について言及していた．ネッ
ト上のやりとりは文字コミュニケーションが中心であ
ることから相手にメッセージを送信する際，自分の納
得がいくまで何度もメッセージの編集をし，戦略的な
「自己呈示」を実現させることが可能である（杉谷，
2010）．しかしながら LINE の場合，即時性や記録性
等が高い為，内容をよく確認せずに発信をしてしまい，
また，それを削除することが出来ずに，意図しない
「自己呈示」を行ってしまう可能性が面接より明らか
になったと言える．
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高度情報化社会における災害ボランティアの一様帯
―被災写真救済活動を事例として―
Volunteer Activities in Information-oriented Society:
A Case Study about Photograph-relief Activities
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Abstract This paper aims to analyse the possibility of volunteer activities after its “end” by analyzing
relief activities regaiding private photos flooded by the tsunami of the 2011 East Japan Earthquake. After
3.11, photograph relief activities occurred spontaneously, multiply and simultaneously in the vast disasterstricken areas, and in a short period of time the activities spread all over Japan. This case study shows us the
possibility of volunteer activities based on differences between groups.
キーワード
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１．はじめに
本報告では、東日本大震災における復興支援として
発生した被災写真救済活動を題材として、日本におけ
るボランティアをめぐる議論の地平を再考することを
試みる。現在、ボランティア（的なる活動）をめぐる
社会学的な議論は、「終焉」という言葉に象徴される
ように、一種の閉塞感を共有しているといえる。しか
し、巨大災害の状況下で想定外のニーズを受けて起こ
り、また高度情報化社会という環境において活動が展
開した被災写真救済活動は、独自の展開を見せている。
ここで「被災写真救済活動」と称するのは、津波被害
により持ち主不明となった写真数百万枚を、洗浄やデ
ジタル化などを通じて、保存し持ち主へと返却するこ
とを目的とする活動の総称である。本報告は、被災写
真救済活動に着目し、宮城県亘理郡山元町の事例を中
心に活動の実態を描き出すことを通じて、ボランティ
アをめぐる議論に新たな地平を切り開くことを目指す
ものである。

２．先行研究の概観
現在、ボランティア（的なる活動）をめぐる社会学
的な議論は、一種の閉塞感を共有していると言えるだ
ろう。ボランティア的活動に対して指摘されることの
一つは、ボランティアと他コミュニティとの＜隔たり
＞である。ボランティアと非支援者をめぐる支援のパ
ラドックス（する側とされる側との隔たり）。行政等
の他組織とボランティア組織との原理の違いによる連
携の難しさ（菅・山下・渥美編 2008）。そうした＜隔
たり＞を超える手段として NPO 化という選択肢が整
備されたり、ボランティアの持つ「つなぎ」の役割が
強調されてきた。しかし、それらの処方箋はある種の
「報酬」を肯定するという意味で、「他者のための行
為」であるはずのボランティアに孕まれるパラドック
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スを全面化させている（「ボランティアの＜終焉
＞」）ことが指摘されている。「ボランティアの＜隔
たり＞」と「贈与としてのボランティア」という診断。
結果として、ボランティア的な活動は二極化すると診
断される。「他コミュニティとの齟齬の中で短命なも
のとして終わるか、他者のための行為という本来の意
味合い（贈与）を去勢され、ある種の「報酬」を前提
とした形（交換）で冗長に続いていく」（仁平 2011）
運命にある。東日本大震災におけるボランティアに関
する報告でも、同様の言説が繰り返されている（笠虎
2012）。

３．事例：被災写真救済活動
しかし、東日本大震災における「被災写真救済活
動」では、行政・企業・他団体との 2 年以上にわたる
長期的な連携が実現しており、その点で先行研究の想
定から漏れる社会現象が起こっている。だとすれば、
被災写真救済活動に、既存のボランティア研究をめぐ
る議論の地平をはみ出す事例を読み取ることができる
のではないか。そして、被災写真救済活動に新たな地
平を見出す作業は、高度な情報化を経た現代日本にお
いて、既存の市民社会とは異なる贈与、異なる連帯の
可能性を読み取る可能性へとつながるはずである。
本報告では第一に、報告者の関わる宮城県亘理郡山
元町の被災写真救済活動「思い出サルベージ」に関す
る一次データや、山元町以外の被災写真救済活動に関
わる組織への聞き取り調査、アンケート調査、そして
Web 等で公開されている資料をデータとして用いて、
被災写真救済活動の実態を描き出すことを試みる。そ
ののちに、「ボランティアの＜隔たり＞」と「贈与と
してのボランティア」の二つ視点から、被災写真救済
活動を評価することを試みる。
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３―１．初期：同時多発的発生
まずは、被災写真救済活動について、山元町におけ
る事例を中心としながら、全体的な経緯を記そう。東
日本大震災による津波被害を受けた各地域では、ほぼ
自然発生的に自衛隊・消防団によって持ち主不明の写
真 1が回収され、保管されていった2。その数は一つの
自治体で数万枚から数十万枚にのぼる。

図２：被災して劣化した写真
避難所のコミュニティの中で自発的に始まった事例、
遠隔地から支援に来ていたボランティアが被災者にニ
ーズの聞き取りをする中で始まった事例、写真を回収
した自衛隊への感謝から被災者が活動を始めた事例。
震災直後、被災地間での情報共有が難しい中で、写真
救済活動はいわば「同時多発的」に発生していった。
図１：回収された被災写真
回収された写真はあまりに大量すぎて、その場で持ち
主を探すことは困難であった。津波被害にあった写真
の画像が劣化していく。そのため、回収された写真は、
各地で独立に、持ち主に返すための活動が始まる。

1

この時点では、写真以外の思い出の品も回収
されていた。しかし、本報告では、現在でも処
分されずに保管されていることが多い点、また
遠隔地でのボランティアが主に扱う対象となる
点から、持ち主不明写真に限定して話を進めた
い。
2
これまでにも、価値ある資料に関しては、各
国で水没した資料の救済についての研究が残っ
ている。しかし、これほど大規模な写真、それ
も個人の写真の救済を、専門家以外の人間が中
心となって行った例は今回の東日本大震災が初
めてであるといえる。また、写真の救済が、各
地で情報交換することの難しい時期に「同時多
発的に」起こったことに関する考察も必要であ
るが、そのことを論じるためには本報告の射程
を超えたデータが必要となるため、機会を改め
ての報告としたい。

３―２．中期：ガラパゴス的な発展
ノウハウのない中、各地で同時多発的に発生した被
災写真救済活動は、その後地域ごとに全く異なる発展
の仕方をする。活動の形式に限っても、行政が事業を
起こしたケース、社会福祉協議会の一事業となったケ
ース、ボランティア活動から出発したケースや、ボラ
ンティアと行政が連携して活動に取り組んだケースな
ど、各地のきっかけと事情に合わせた形が取られた。
また、発展の仕方の違いは、写真の処理の仕方や返却
の仕方に現れると言える。被災した写真は、基本的に
洗浄処理を施されるのが基本である。しかし、例えば
宮城県気仙沼市の「思い出は流れない写真救済プロジ
ェクト」では、写真の洗浄を全国の協力団体に「外
注」し、約 100 万枚と言われる写真を 4 ヶ月で洗浄す
ることに成功した。。宮城県亘理郡山元町「思い出サ
ルベージ」では、約 75 万枚の写真は 3 ヶ月で全てデ
ジタル化された。名前をタグ情報として収集し、検索
に利用する方法、顔からの検索など、IT を利用した返
却の先駆けとなった。岩手県大船渡市では、写真修復
士の助言の元で、約 40 万枚の写真を全て冷凍保存す
ることが試みられた。大船渡市では常設の返却会場の
他に仮設住宅等への出張返却会を試み、返却率は約
88%にのぼる3。他地域のほとんどが 4 割以下の返却率
であることを考えると、突出した返却率であるといえ
る。その他にも、岩手県山田町「カフェ・サロン
Photo rescue project」では、カフェ事業の一部として写
真の救済と返却が行われたり、宮城県岩沼市では展示
の仕方の工夫で、約 7 割の返却を実現した。それに対
し、中には写真を洗浄しない選択をした自治体もあっ
た。
３－３．現在：情報交換の場の整備

3

朝日新聞岩手版「連載３．１１その時そして
[３] 写真洗浄の物語・１」2013 年 6 月 14 日
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2011 年 12 月 1 日に写真救済に従事する各自治体・
団体の顔合わせの場「写真救済サミット」が富士フイ
ルムの呼びかけにより実現した。横のつながりを形成
した「写真救済サミット」以後、被災写真救済活動は
新しいフェーズを迎える。facebook 上のグループが作
成され、各地のキーパーソンたちが自由に連絡を取り
える環境が用意された。結果、facebook 上の「写真救
済サミット」は必要な機材や、洗浄の遅れている地域
への人材の派遣に力を発揮した。また、気仙沼のプロ
ジェクトに協力した遠隔地の団体や、その後継団体を
中心に、現地から写真の洗浄を引き受ける「遠隔地団
体」が多数組織された。そして、洗浄を必要とする現
地と、洗浄作業を行いたい遠隔地とのマッチングにも、
facebook 上のグループが力を発揮した。

図３：被災写真救済活動の全体像
しかし、逆説的なのは、情報共有の場が整備される
ことで、各地の活動は平均化されず、それどころか差
違がますます広がっていったことである。遠隔地への
外注をするか否か、デジタル化をするか否か、常設展
示をするか否か、出張の返却会をするか否か等々、判
断は各地域で再び分かれることになる。
現在、写真救済活動に関わる団体は、現地団体にお
いても、遠隔地においても、一つとして同じ現場がな
いと言って過言ではないだろう。写真救済活動は、多
様性のなかで、長期性な活動を維持している。
４．高度情報化による多様化
写真救済活動の事例を、「ボランティアの＜隔たり
＞」と「贈与としてのボランティア」の視点から評価
してみよう。
「ボランティアの＜隔たり＞」に関して、写真救済
活動では、先行研究が示す例にもまして多くの＜隔た
り＞が存在する。ボランティアと被災者・自治体・自
衛隊・企業との隔たりだけではなく、ボランティアと
NPO、ボランティア間での隔たりも存在するのである。
象徴的な例として、現地ボランティアと遠隔地ボラ
ンティアとの、作業スピードの違い（現地：4000 枚／
日←→遠隔地 200 枚／日）、そして劣化した画像に対
する態度の違い（現地：落とす←→遠隔地：残す）が
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挙げられるだろう4。
また、現地団体同士に限っても、事例で見たように、
アプローチが全く異なる。これは、想定外のニーズを
受けた活動が、高度情報化社会の中で起こったことに
起因すると考えられる。各地域は、マニュアルがない
中で、インターネットを介して各種専門家と出会い、
情報交換をし、知識を獲得した。インターネットを介
した技術の流入が、様々な専門技術をまたいだ、大量
なものになるのに対し、各現場はそれぞれの事情に合
わせてどの専門技術を利用するかを選択する必要があ
った。また、インターネットを介した「縦」の情報の
獲得に比べて、被災地間での「横」の情報交換は困難
を極めた。そのため、各現場は、それぞれの事情に合
わせて、自分たちが出来ることだけを選び取ることに
なる。宮城県亘理郡山元町では、カメラマンや SE の
技術が導入された結果、デジタル化と IT 利用が選択
された。岩手県大船渡市では、写真修復士の助言を選
択した結果、冷凍保存、そして洗浄の技術の独自の発
達が見られた。大船渡市をはじめとした多くの地域で
は、デジタル化は実用的なレベルまで導入されるには
いたらなかった。
想定外のニーズへの対応が、情報インフラの整った
社会で同時多発的に起こった結果、逆説的に多様性が
引き起こされた例が被災写真救済活動であると評価す
ることができるだろう。その点で、ボランティアの＜
隔たり＞は、先行研究の事例よりもより細分化したも
のとなる。
５．＜隔たり＞の利用
しかし、＜隔たり＞が多様化・細分化していること
と、組織間の長期的な連携が実現していることはなぜ
矛盾しないのだろうか。ひとつの可能性として、被災
写真救済活動がむしろ＜隔たり＞を利用していること
を指摘できるだろう。
象徴的な例として、宮城県亘理郡山元町の「思い出
サルベージ」にて、被災アルバム約 5500 冊全てを、
デジタル化したデータを利用して、企業の支援を受け
た高画質プリンタでプリントアウトした事例を上げる
ことができる。専用のプリンタを使うため、アルバム
約 5500 冊にかかる費用は一枚約 1000 円×約 9 万枚と
いう、資材だけでも莫大な額となる。しかし、企業の
側から見ると、余っている資材の在庫管理が、結果的
に社会貢献や、機会の耐用テストにつながっている。
その点で、この交換はボランティア団体・企業の双方
にとってメリットのあるものとなっている（2013 年 3
月 23 日ヒアリングより）。

4

もちろん、必ずしも全ての団体について、そ
のような志向性の違いを断定することはできな
い。
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地方自治体によるソーシャルメディアの活用について
About the use of social media by local government
1

河井孝仁
Takayoshi KAWAI
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東海大学文学部広報メディア学科

Tokai University of Dartment of Media Studies

Abstract We think research how local governments if they were evaluating the business use of social media
is almost non-existent. We believe that in the use of social media by local government is expected to perform
the analysis with a perspective of project evaluation is to be useful.In light of this background, to clarify the
current state of social media use of local government, in particular, we, it is an object of the differences in the
purpose, we propose if it were possible what kind of project evaluation..
キーワード

行政広報, Facebook、シティプロモーション

１．研究背景
近年、地方自治体によるソーシャルメディアの活用
が進んでいる。特に、東日本大震災以降にはtwitter
を中心として積極的な利用が見られるようになった。
この地方自治体による災害情報とソーシャルメディア
利用については多くの先行研究が存在する。
一方で、ここのところ、地域の魅力を地域内外に訴
求し、住民の愛着や地域推奨、地域外からの観光や移
住などを目的として行われるシティセールス、シティ
プロモーションも多くの地方自治体で行われている。
このシティプロモーション等においても、ソーシャル
メディアが活用されている事例がある。
地方自治体によるソーシャルメディア活用について
は先に述べた災害情報にとどまらず多くの研究が始ま
っているが、地方自治体がソーシャルメディア活用を
どのように事業評価できるかの研究は十分には確認で
きていない。今後も、地方自治体によるソーシャルメ
ディアの活用が予測される中で、こうした評価の視点
を持った分析を行うことは有用であると考える。

２．研究目的
こうした背景を踏まえ、本研究では都市自治体のソ
ーシャルメディア活用の現状を明らかにし、特に、そ
の利用目的の相違によって、どのような事業評価が可
能であるかの提案を行うことを目的とする。

ての武雄市を加えたFacebookページについての分析を
行った。なお武雄市については、ＷＯＭマーケティン
グ協議会での研究としてではなく個別にヒアリングを
行っている経緯がある。

３．研究内容
(1) 都市自治体の広報分野における専門性に関する研
究会
都市自治体の広報分野における専門性に関する研究
会では、論者が提案している行政広報の多面的評価手
法等を踏まえた議論を行った。2012年9月23日から10
月9日にかけて、全国810自治体の都市自治体広報担当
課長を対象にアンケートを実施し、431自治体からの
回答を得て定量的な現状及び意向調査を行った。
議論の前提となった行政広報の多面的評価手法とは、
行政広報の状況及び結果を、①ロジックモデル（図
1）に基づく納税者の納得を基礎とする費用対効果評
価、②行政広報メディア活用戦略モデル（図2）を基
礎とする行動変容評価、③地域経営（図3）のフレー
ムワークを基礎とする協働実現評価、④野中郁次郎ら
の提示するＳＥＣＩモデル（図4）の発想を基礎とす
る関与者成長評価の４つの評価により成立している。

３．研究方法
本研究は主に二つの方法によって行った。
まず、論者が座長を務めた（公財）日本都市センタ
ー「都市自治体の広報分野における専門性に関する研
究会」での議論及び都市自治体に行ったアンケート調
査によって、都市自治体の一般的な状況の確認を行っ
た。
次に、ＷＯＭマーケティング協議会メソッド委員会
での、地方自治体によるFacebook活用のあり方につい
ての議論及び、福岡市、浜松市、流山市へのFacebook
活用についてのヒアリング、上記に加え対照事例とし
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図1

広報施策におけるロジックモデル
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個人アカウントなどの利用を確認したところでは表1
のような結果を得た。
表１ 都市自治体での種類別ソーシャルメディア活用
状況（n=431）

図2

メディア活用戦略モデル

図3

地域経営模式図

図4

ＳＥＣＩモデル（野中郁次郎による）

議論においては、地方自治体のソーシャルメディア
の活用についても同様の評価の重要性が示された。
これらを基礎に、先述したアンケートを行い、下記
の結果を得た。
広報ツールとしてソーシャルメディアを利用してい
るとした都市自治体は194市であり、回答自治体の
45.0%にあたる。
ソーシャルメディアの広報全体への位置づけについ
ても「現在活用している広報ツールの中で、広報事業
の中心、または柱として位置づけられるツールは何で
すか。」（「広報紙」等14ツールのうち3つを選択）
との問いに対し14市が柱となるツールとしてソーシャ
ルメディアを挙げている状況にある。
個々のソーシャルメディアツールの利用状況につい
て、公式アカウントやマスコットキャラクター、市長

ソーシャルメディアを利用する目的については事由
記述によって訪ねたが、「イメージキャラクターの認
知度向上、観光等市政情報の発信」「市内のみならず、
市外や道外へも広く情報発信し、より多くの方にまち
を知ってもらうため」「費用がかからない、市民の反
応が見える（実名でありポジティブな反応が多い）、
拡散性が高い、告知しやすいという利点から①シティ
プロモーションサイトへの誘導として、②情報を瞬時
に拡散させるツールとして、活用している。」などの
記述を得た。
ソーシャルメディアの運用体制については表2の通
りである。専任職員を置いている都市自治体は僅かに
とどまっている。また、兼務を含め特定の担当職員を
置くこともしていない都市自治体が相当程度あること
も目を惹く。
なお「その他」には広報業務以外の担当との兼務や
スキルを持った特定個人による運用というものなどが
あった。
表2 都市自治体でのソーシャルメディア運用状況
（n=195）

一方で「これまでソーシャルメディアを運用してき
た中で、どのような課題や悩みがありますか。」との
問い（あてはまるものすべてを選択）に対して、「効
果において、広報紙やＨＰなどの従来の広報媒体と変
わり映えせず、ソーシャルメディアを運用する必要性

124

Ⅱ-3 地域情報（地方自治体・地域コミュニティ）
が見出せない」を選択した都市自治体は12自治体に過
ぎず、一定の効果を実感していることは確認できた。
しかしながら、ソーシャルメディア活用に関する
「ガイドライン」や「運用方針」等を制定されている
都市自治体は「制定し公開している」ものが66自治体、
「制定しているが公開していない」ものが65自治体と
各2/3程度とどまり、既にソーシャルメディアを都市
自治体として運用しながらガイドラインや運用方針も
ないまま行っている自治体が1/3に上ることにも注目
が必要であると考える。
ソーシャルメディアの効果測定についての結果を表
3により確認する。ソーシャルメディアを含めて広報
についての評価を行っていない都市自治体が286と全
体の2/3となっている。そのうちソーシャルメディア
に限定すれば、評価を行っている自治体は僅か22自治
体であり、運用自治体に対する比率でも10％程度しか
ない。
表3 都市自治体での広報効果の測定状況（n=428）

ソーシャルメディアの広報効果を測定している22自
治体についてどのような評価指標を用いているかにつ
いて表4により確認する。回答自治体が少ないため確
言は困難だが、ソーシャルメディアについての評価を
行っている自治体は、ソーシャルメディアを除いた広
報評価のみを行っている自治体に比べ、より幅広い評
価基準を活用している可能性がある。
表4

都市自治体での広報評価の状況

(2) WOM マーケティング協議会メソッド委員会
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WOMマーケティング協議会メソッド委員会では自
治体のFacebook活用のパフォーマンスをどのように評
価することが可能かについて議論を行った。
そのうえで自治体のFacebook活用として、福岡市カ
ワイイ区、浜松市公式Facebook、流山市moricomを論
者が具体的に調査するとともに対照事例として武雄市
の公式Facebookを確認することとした。
今回調査対象3自治体については下記のようなヒア
リング内容を得た。いずれの自治体でも民間との協働
を促すメディアとして位置づけていること、ターゲッ
トを明確にした魅力訴求のツールとして考えているこ
とが確認できた。
・福岡市カワイイ区
カワイイ区は「ヴァーチャル行政区」であり、リ
アルな福岡市民以外の人々の福岡への愛着、所属意
志を形にできるものとして考えている。その意味で
ヴァーチャル行政区民への「行政サービス」の充実
が必要となる。現在は「住民票」ぐらいなので、今
後更に検討していく。カワイイ区民相互のインナー
コミュニケーションの場にもなる。カワイイ区への
アクセスを分析することでリサーチできることもあ
る。今後はその部分を強化したい。カワイイ区によ
って観光客数が増えるなどの手応えはない。市内事
業所がカワイイ区サポーターとなってもらうことに
よって、カワイイ区Facebookから、事業所ページへ
の流路となる。これは評価指標にもなりうるのでは
ないか。
・浜松市公式Facebook
現在のところ首都圏をターゲットとしている。飽
きが来ないサイトにできるように心がけている。先
日は市内のデザインを専門とする学生からサイトデ
ザインの提案を受けた。オフラインにどのような効
果があったかは見えていない。ポストの内容が、行
政の「見える化」を志向したものと、ブランド化の
ために行っている内容が混在してしてしまっている
ことは意識している。「出世の街」というブランド
メッセージを明確に行い、関連サイトへのナビゲー
トをしっかり行う必要はあると考えている。市長の
生の言葉を提示したり、津波などへの危機感醸成の
ためのツールとしての検討もしている。今後、チェ
ックイン機能などを利用して利用者の行動を見える
化していきたい。
・流山市moricom
市が運営するFacebookとしてmoricom、フィルム
コミッション、森のマルシェがある。moricomや森
のマルシェでは流山市を前面に出していない。流山
市を探している人ではなく、住んでみたい場所を探
している首都圏の人に探し出して盛ることが目的。
もともと流山市に関わる人が、特に意識なく「いい
ね」してもらうことに意義を感じていない。数とし
ての「いいね」を追う気持ちはない。目的としてい
る首都圏をターゲットとしたシティセールスと無関
係 な 内 容 は 、 twitter 活 用 に 振 り 向 け て い る 。
moricom は整理のないルック＆フィールを避けてい
る。Facebookは民間との連携のネタになる。タイア
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ップのきっかけになっている。Facebookは進行状況
の 断 面 図 を 見 せ る 仕 組 み と し て 機 能 し て いる。
twitterでは流れていってしまうが、Facebookにより
逐次固定できることが重要。これによって魅力を提
示できる。
・武雄市公式Facebook（参考）
武雄市については今回調査を行っていない。論者
が2011年度に行ったヒアリングでは、Facebookを行
政の見える化に活用するとの意見を得ている。
WOMマーケティング協議会メソッド委員会では、
福 岡 市 カ ワ イ イ 区 、 浜 松 市 公 式 Facebook 、 流 山 市
moricom、武雄市公式Facebookについて、2012年12月6
日から2013年3月7日にかけての状況について、ファン
数（ページそのものに「いいね」をした人数）、ポス
ト数、１ポストあたりの「いいね」数・シェア数・コ
メント数の和を示すインタラクションレートの3軸を
用いて分析を行った。（図5）

４．考察及び結論
研究内容から導かれる考察は以下の通りである。
地方自治体におけるソーシャルメディアの活用は増
加しているが、その利用ツールはtwitter及びFacebook、
Youtubeが多く、その他のツールを使っている自治体
は限定的である。また、運用については、ガイドライ
ンの不全、運用体制の不十分さ、効果測定への迷いな
ど課題が大きい。
一方で、一部の自治体は費用対効果、対象者の行動
変容、民間との協働実現、関与者成長などの多面的な
評価を実施している。特に先進的な地方自治体におい
ては、ソーシャルメディアの活用目的を明確化するこ
とで、評価可能性を高めている。
Facebookについては行政広報としての活用について
も、その目的や実態に大きな違いがあり、一面的な数
値での評価は困難であるが、今回実施した3軸分析に
より、運用成果と実施目的の整合性を確認することに
一定の可能性がある。
以上により、地方自治体のソーシャルメディア活用
は進展を見せているが、未だ途上の段階にあり、今後
は多面的な評価手法を採ることで、目的と運用の整合
性を明らかにすることが望まれる。

５．課題
本研究では、専ら地方自治体を主体とするソーシャ
ルメディア活用について分析した。地域経営の視点に
立てば、地域の持続的な幸福実現のためには、行政単
独ではなく、プリンシパルとしての市民及び行政と同
じエージェントしてのNPO及び地域企業との協働が必
要となる。
本研究における調査についても、民間との協働につ
いての言及が数多く行われた。今後は、地域において
ソーシャルメディアを用いての協働広報がどのように
実現しているのか、どこに課題があるのかを分析する
必要があると考える。
福岡市「カワイイ区」はポスト数は相対的に少ない
が、１ポストあたりの「いいね」数、シェア数、コメ
ント数を示すインタラクションレートは高い。また円
の大きさが示しているファン数（ページそのものに
「いいね」をした人数）も大きいものがある。流山市
「moricomページ」もポスト数とインタラクションレ
ートの2軸分析であれば福岡市と同様の傾向にあるが
円は小さくファン数は少ない。
一方で武雄市公式Facebookページは、頻繁なポスト
が行われているが、インタラクションレートは小さい。
ファン数は人口規模の大きく異なる福岡市と同程度で
ある。
浜松市はそれらの中間的なポジションにある。
これらを各市へのヒアリングとあわせて検討してみ
ると、福岡市及び流山市のFacebookページは地域の魅
力を訴求するシティプロモーションの一環としての地
域広報として活用されており、武雄市では自治体の現
状をできるかぎり可視化するために用いられているこ
とが確認できた。
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地域SNSへの地方自治体職員の関与実態に関する考察
A Study of local government employees role in managing Local
SNSs
◎中野 邦彦
Kunihiko Nakano
東京大学大学院学際情報学府 The University of Tokyo
Abstract

This paper aims to investigate the utility of Local SNSs and how they are managed by
local governments. Recently, local SNSs have decreased. According to GLOCOM’s research,
the number of local SNSs was about 500 as of 2010, but as of 2013 the number of Local
SNSs is about 300. In this research, the author carried out interviews with 13 local
government employees. An analysis of these results shows that most of local governments
did not participate in the administration of their SNSs.

キーワード

地域SNS, 地方自治体職員, e-administration

１．はじめに
2004 年熊本県八代市でごろっとやっちろ 1が開始
されたのをきっかけに、2010 年 3 月時点までに全国
で約 500 の地域 SNS が確認されている(総務省, 2010,
p.55)。しかし、これを境に全国での地域 SNS の設置
数は減尐傾向である。2013 年 2 月時点での調査では
308 の事例まで減尐しているということが確認されて
いる（地域 SNS 研究会, 2013）。この傾向は、自治体
が運営している地域 SNS を対象に見た場合でも同じで
ある。財団法人地方自治情報センター（LASDEC）の支
援を受けて設置を行った地域 SNS だけを対象に見た場
合でも、半数以上の自治体においては地域 SNS の廃止
（一部地域では地元 NPO への運営委託）に至っている。
この様な自治体主導の ICT を活用した住民参加に関
する取り組みとしては、これまでにも電子会議室の取
り組みが行われてきている。電子会議室についても、
地域 SNS の場合と似た道を辿っているということを確
認できる。平成 16 年 4 月 1 日時点においては、電子
会議室を開設している地方公共団体の数は 900 団体を
こえていたが、慶應義塾大学 SFC 研究所と NTT データ
の行った調査によると、733 の自治体で電子会議室を
設置しているが、活発に建設的な議論が行われている
ものはわずか４団体（藤沢市、大和市、三重県、鳥取
県）にすぎないと報告されている。

２．先行研究
これまでも ICT を活用した住民参加ツールに関する
研究は数多く行われてきている。ここでは、電子市民
会議室と、地域 SNS を対象に先行研究のまとめを行う。
まず、電子市民会議室に関する研究としては、藤沢
市や大和市等の個別の成功した自治体に関する事例研
1

ごろっとやっちろ（http://www.gorotto.com/）
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究が多く行われている（小林，2004、金子,2004）。
また、金安ら（2004）では、電子市民会議室を効率的
に運営するための重要事項をまとめた研究がある。他
にも、総務省（2006）では、電子会議室の抱える問題
点として、A 市「閑古鳥」（参加者が尐ない、議論が
盛り上がらない）、B 市「荒らし」（匿名による攻撃
的、無責任な書き込みなど）、C 市「対応ルールの不
在」（行政における市民電子会議室の位置づけが不明
確）という類型化を行っている(p.2-7)。
次に、地域 SNS の利用実態に関する研究としては、
大まかに分類すると、市民の SNS の利用実態に焦点を
当てて行われている研究と、SNS の管理・運営を行っ
ている主体に焦点を当てて行っている研究に分類する
ことができる。利用者を対象として行った調査として
は、例えば、LASDEC(2008)は、LASDEC の e コミュニ
ティ形成支援事業の対象となった２０団体の地域 SNS
ユーザーを対象として、各地域 SNS のアンケート機能
を利用した調査を実施した。他にも、総務省(2010)で
も全国の地域 SNS を通じたアンケート調査を行ってお
り、地域 SNS 利用の効果として「人との出会い」、
「地域情報の入手」、「地元への愛着」が高いことな
どを明らかにしている。さらには、中野・田中
（2012）では、地域 SNS 毎による利用実態を比較する
ことを目的に、3 地域を対象としてアンケート調査を
行っている。
一方で、ツールの設置主体である自治体や、自治
体の職員に焦点の当てられた研究としては、例えば、
LASDEC(2007)は、サイト管理者に対する電子メールに
よるアンケート調査によって、全国の地域 SNS の登録
会員数やコミュニティ数、機能の概要等を把握すると
ともに、運営主体の行政関与に対する意識や、地域
SNS の導入目的、実際の成果、今後の展望などを把握
した。調査期間である 2006 年 12 月から、2007 年 1
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月という導入が行われた初期の時期にも関わらず、
“地域 SNS に現在、どのように関与しているか”とい
う質問に関しては、‘特に関与していない’という回
答が 6 割を超えていた。一部の自治体では、運営の部
分を地元の NPO に委託を行う等の方法を取っているた
め、この様な結果になったということが考えられる。
この数を除いたとしても、導入当初より自治体が地域
SNS の運営に関して積極的ではないという姿勢が見て
取れる結果になっている。また、庄司(2008)は、質問
紙調査によって、運営主体に関する基礎的な事項のほ
か、SNS 内部の結束の強化に関連するオフ会やメディ
ア活用などについて調査を行っている。他にも、後藤
（2011）では、地域 SNS 設置の目的と効果に関連して、
LASDEC が公表している事例報告の報告書のテキスト
データを対象に、地域 SNS 設置の目的と効果の関連に
関する研究を行っている。ここでは、自治体が設定し
た目的に対応する効果が上がっていないことと、当初
の目的とは異なった効果が上がっているということを
明らかにしている。
このように、これまでも、地域 SNS の管理者を対
象とした調査は行われているが、導入初期の段階にお
ける意識調査が行われるに留まっている。そこで、本
研究では、全国において約 4 割の地域 SNS が閉鎖に追
い込まれている中で（図．１）、特に自治体が運営す
る地域 SNS を対象に、自治体職員がそれらに対してど
の様に関与をしてきたかについての実態を明らかにす
ることを目的に調査を行う。具体的には、財団法人地
方自治情報センター（LASDEC）の支援を受けて地域
SNS の導入を行った自治体の地域 SNS 事業を担当した
職員を対象として聞き取り調査を行った。今回の調査
に協力して頂いた対象自治体だけでみた場合では、調
査協力自治体の合計が１３であったのに対して、地域
SNS の廃止、近隣の地域 SNS との統合や、地元 NPO へ
の運営譲渡をした自治体の合計は約８自治体に及んで
いる。また、全体で見た場合でも、LASDEC 実証実験
への参加自治体の合計数が１８自治体であるのに対し
て、既に廃止や、何らかの形で管理・運営から撤退し
ている自治体は１１自治体に及び、これは、全体の約
６割に当たる数字である（2013 年 6 月時点）。

３．研究方法
本研究では、半構造化面接法を用いた聞き取り調
査を行った。また、被面接者としては、LASDEC の行
った e コミュニティ形成支援事業に参加した自治体の
地域 SNS 業務の担当者を対象とした。本研究では、平
成 18、19 年度に実証実験に参加した全ての自治体を
対象に調査への協力依頼を行った 2。調査対象者には、
事前にメールで面接の目的と、おおよその聞き取り項
目についてまとめたものの送付を行い、聞き取り調査
の趣旨を理解してもらった上で日程の調整を行い調査
を行った。面接内容は被面接者の了解を確認した上で
IC レコーダーに記録を行った。調査協力者の概要は

2

調査期間の制約上、平成 20 年度実証実験参加自治
体に関しては、本研究では除外している。

表．１、２にまとめる通りである 3。また、一部自治
体については、聞き取り調査の日程調整が出来なかっ
たため、メールで送付した質問に対してメールで回答
をしてもらうという形で対応をしてもらった4。

図．１地域 SNS の推移（地域 SNS 研究会 HP より）

４．インタビュー調査結果
ここでは、自治体職員の地域 SNS への関与実態を、
以下の３つの視点からインタビュー調査の結果のまと
めを行う。第１点目として、自治体における地域 SNS
への取り組み体制（担当部署、人員）について、第２
点目として、自治体職員による地域 SNS の業務利用の
実態について、第３点目として、地方自治体職員によ
る地域 SNS の利用実態（業務利用とプライベートでの
利用）についてである。
（１）運営体制について
運営体制については、大まかに次の二つに分類でき
ることを確認できた。まず、情報推進課や IT 推進課
等に代表される庁内におけるシステムの保守、管理を
行っている部門である。次に、市民協働課や自治推進
課、広聴広報課等の情報発信に関する部署や、住民と
の関係づくりに関連する業務の部署における部門であ
る。今回の調査では、８つの自治体においては、前者
のシステムの保守・管理に関する部署が主管課となっ
ており、５つの自治体において後者の情報発信や住民
との関係作りに関する部署が担当しているということ
を確認できた。
また、今回の聞き取り調査で確認出来たこととして
は、SNS の運営開始後に「システム系の部署」から、
「住民関係の部署」への担当替えが行われている自治
体を何件か確認することができた。例えば、高島市、
や大垣市などでは、地域 SNS の導入当初においては、
情報統計課（高島市）や、情報企画課（大垣市）など
のシステムの保守・管理担当の部署が導入を行ってい
るが、その後に、企画広報課（高島市）や、市民活動

3

紙幅の都合上、表は最後のページにまとめて掲載す
る。（以下、同じ）
4
大垣市（平成 18 年）、豊中市（平成 18 年）、篠山
市（平成 19 年）、高松市（平成 19 年）の 4 自治体に
関しては、メールにて調査項目を送り、それに記入し
てもらうという方法を用いた。
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推進課（大垣市）に担当替えが行われている 5（表．
１ 、２）。
（２）自治体による利用実態
地方自治体職員の地域 SNS 利用としては、日常業務
の一環として必要なために利用を行っているという場
合と、業務を離れてプライベートな利用との２種類に
分類することができる。ここでは、前者の業務上での
利用についてのまとめを行う。
まず、自治体職員による地域 SNS に関する日常業務
としては、フィルター機能を利用した不規則発言の監
視を行っているのみという自治体が大半であった 6
（表．３、４）。また、全体の仕事量を１とした場合
に、一日当たりの地域 SNS 関連業務時間としては、積
極的な時期では、関与時間の尐ない自治体では、０．
０５、関与時間の多い自治体では１以上という回答で
あった。また、消極的な時期としては、関与時間の尐
ない自治体では、０．０１、関与時間の多い自治体で
は０．５という回答であった（表．１、２）7。
次に、自治体内における SNS の利用状況についてで
ある。地域 SNS 導入の主管課（係）以外で、業務上で
の地域 SNS の利活用を行っている自治体となるとほと
んど存在しない。その様な中で、掛川市においては、
全庁的な地域 SNS の利用が行われていることが確認で
きた。掛川市での具体的な取り組みとしては、以下の
通りである：①管理職による情報発信、②防災訓練で
の利用（危機管理課）、③地元イベントの実施報告
（生涯学習協働推進課）、④地域 SNS 上でのアンケー
ト調査（環境政策課）。これらの各組織が、それぞれ
の業務内容に関連させた地域 SNS の利用を行っている。
また、市役所以外でも、地元の小中学校教員や、市立
病院看護部の方々による情報発信が行われている。こ
の様に、自治体の内部での利用はもちろんのこと、市
の関連の様々な組織との連携を行っているという点も
大きな特徴の一つとして挙げることができる。
（３）自治体職員による利用実態
行政職員個人によるプライベートな部分での地域
SNS 利用についてである。この点に関しては、全国ど
この自治体においても、自治体職員によるプライベー

5

大牟田市のケースでは、導入の時点で庁内での議論
があり、総務課が行うよりも、市民協働推進室地域コ
ミュニティ推進課の方がより適任ではないかというこ
とになり、開設の時点から担当替えが行われた。
6
一部の自治体では、地域 SNS の運営部分を地元の
NPO に委託している（北広島市、大垣市）。そのため、
運営に関する日常業務においては、特別な業務がない
という自治体もあった。
7
ここでは、これまでの地域 SNS の運営を通して、
「特に積極的に関与していた時期における一日当たり
の業務に費やした時間」（＝積極的な時期）と、「あ
まり関与をしていなかった時期」（＝消極的な時期）
として、それぞれについて聞いた。

129

トな利用はほとんど行われていないということが確認
できた。この一因としては、自治体職員向けの情報発
信の際のガイドラインが制定されていないということ
が影響を与えている可能性があるものと考えられる 8
（表．３、４）。そのために、多くの自治体において
職員が地域 SNS 上での書き込みや情報発信に二の足を
踏んでしまっているという状況を確認することができ
た。一方で、ほぼ全ての自治体において数名単位では
あるが、非常に積極的に地域 SNS を利用している自治
体職員がいるということも確認できた（表．５、６）。
さらに興味深い点としては、これらの積極的な利用を
行っている職員の多くが、地域 SNS の導入に関連した
部署以外の職員であるという点である。

５．考察
本研究では、自治体や自治体職員の地域 SNS への
関与の実態を明らかにすることを目的としてインタビ
ュー調査を行った。今回の研究結果として確認出来た
こととしては以下の通りである。
第１点目として、運営体制についてである。今回調
査を実施した１３自治体のうち、８自治体において、
地域 SNS 関連業務の担当部署が、システムや機器の保
守・管理に関連する部署が担当しているということを
確認できた。そのため、事業の導入や、ツールの導入
の段階では、スムーズに行うことができたものの、ツ
ールの運営開始後に。積極的にコミットメント出来な
くなっていったという実態を確認することができた。
確かに、システムの保守・管理の部分においてはこれ
らの部署の協力が必要不可欠なものであると考えられ
る。しかし、システム系の部署で導入が行われた場合
において、情報発信や住民関係の部署に担当替えが行
われている事例が存在することを考えると、運営体制
については、ツールの導入段階において慎重に検討を
行うことが求められる。
第２点目として、自治体における地域 SNS の活用に
ついてである。多くの自治体では、地域 SNS の導入後
にほとんど手をかけずに放置状態になっている場合が
多いということを確認できた。これに関しては、
LASDEC(2007)の調査において、 “地域 SNS に現在、
どのように関与しているか”という質問に対して、６
割の自治体が‘特に関与していない’と回答した結果
と整合的なものであった。それでは、全庁的な利用に
つなげるために必要なこととはどの様なことなのであ
ろうか。今回の聞き取り調査で、全庁的な利用に繋が
っている自治体を見てみると、担当者レベルのでの協
力だけでは不十分である可能性があり、首長レベル、
又は、全庁的な理解が必要であると考えられる（掛川
市の事例）。

8

今回の聞き取り調査の結果では、自治体職員向けの
情報発信の際のガイドラインを制定しているという自
治体を確認することは出来なかった。一方で、多くの
地域 SNS 事業担当者が、情報発信の際のガイドライン
の必要性について言及していた。
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第３点目としては、自治体職員による利用について
である。全国の自治体において職員の地域 SNS 利用が
あまり行われていない背景としては、電子会議室や電
子掲示板を運営していた自治体などでは、過去に「あ
らし」があった経験等から、自治体職員の情報発信に
関して消極的になっているということを確認できた。
一方で、多くの自治体では尐数であるが、プライベー
トで地域 SNS を利用して、住民と積極的な交流を図っ
ている職員がいるということを確認できた。ICT を活
用した住民参加ツールの将来を考えるに当たっては、
この様な職員の存在が重要になる。この様な職員の熱
意を上手く活用していく方策を考える必要がある。

7) 地 域 SNS 研 究 会 HP(2013): 地 域 SNS 事 例 集 ,
<http://www.local-socio.net/sns_5/>, accessed on 2013, June 9.
8) 中野邦彦,渡辺春佳,田中秀幸 , 「地域 SNS の利用実態に
関する研究」, 『第 17 回社会情報システム学シンポジウ
ム 学術講演論文集』, pp.137-142, 2011.
9) 中野邦彦, 田中秀幸, 「地域 SNS の利用実態に関する地
域間比較」,『社会・経済システム学会第 31 回大会予稿
集』, pp.85-88, 2012.

６．まとめ
本論文では、自治体への地域 SNS の導入と、それ
への職員の関与実態を明らかにすることを目的に、自
治体における運営の組織体制、日常業務での地域
SNS 利用、そして、自治体職員のプライベートでの
地域 SNS 利用という３つの視点から考察を行ってき
た。今回の調査結果としては、既に廃止に至った自治
体だけではなく、現在も運営を続けている自治体にお
いても、地域 SNS の運営を行うに当たって積極的な
関与が行われていないという状況を確認することがで
きた。
今後の課題としては、全国的に多くの地域 SNS が
廃止されているという実態や、ICT を活用した住民参
加ツールの衰退期に関する研究が十分に行われていな
いということを踏まえて、地域 SNS が廃止に至った
背景についての考察を行うことが求められる。

謝辞：本研究は GCL プロジェクトの助成を受けて行い
ました。ここに記して、感謝申し上げます。
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表．１

運営体制（平成 18 年度参加団体）
担当人数

一日当たりの地域 SNS 関連業務時間

担当部署

積極的な時期

消極的な時期

３名

政策部情報政策課

１人当たり０．３程度

１人当たり０．１

大垣市

１名

・導入当初：情報企画課
・H２０年度以降：市民活動推進課

―

―

掛川市

２名

企画政策部 IT 政策課

2 人合わせて１人区

２人合わせて０．５人区

宇治市

２名

総務部 IT 推進課

確認中

確認中

豊中市

約２名

情報政策室

０．０５

０．０１

大牟田市

３名

市民協働部地域コミュニティ推進
課

五島市

１名

情報推進課広聴広報係

積極的：一人で０．１

それ以降：一人で０．１

奄美市

１名

企画運営：商工水産課
サーバー管理：企画調整課電算係

導入前後：一人当たり
０．３

それ以降（閉鎖直前）：０．１

前橋市

平均すると０．１（導入期に関してはもう尐し多い）

表．２ 運営体制（平成 19 年度参加団体）
担当人数

担当部署

北広島市

２名

高島市

２名

篠山市

合計で４名

総務部情報推進課
導入当初：情報統計課
現在：企画広報課
総務部 IT 推進課

高松市

１１名

市民政策部地域振興課

久留米市

２名

広聴・相談課

表．３

一日当たりの地域 SNS 関連業務時間
関与の多かった時期
関与の尐なかった時期
確認中
確認中
１以上（立ち上げ時期）

０．２（その後）

―

―

―

―

２人で０．５（合併前）

２人で０．１（合併後）

業務内容（平成 1８年度参加団体）
業務内容

ガイドライン

前橋市

・不規則発言のチェック
・運営者からのお知らせという形での情報提供
・ユーザーの書き込みに対する返信

なし

大垣市

・地元 NPO 法人による運営

なし

掛川市

・不規則発言のチェック
・運営者からのお知らせという形での情報提供
・ユーザーの書き込みに対する返信

なし

宇治市

確認中

なし

豊中市

確認中
・不規則発言のチェック
・サイトの不具合のチェック
・不規則発言のチェック
・サイトの不具合のチェック

なし

大牟田市
五島市

奄美市

なし
なし

・不規則発言のチェック
・運営者からのお知らせという形での情報提供
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なし
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表．４

業務内容（平成 1９年度参加団体）
業務内容

ガイドライン

北広島市

確認中

なし

高島市

不規則発言のチェック

なし

篠山市

コミュニティの把握と監視

なし

高松市

他部署との連携あり

登録マニュアルの作成

久留米市

不規則発言のチェック

なし

表．５

自治体職員の地域 SNS への登録人数（平成 18 年度参加団体）

登録人数
活発な利用人数

表．６

前橋市

大垣市

掛川市

宇治市

豊中市

大牟田市

五島市

奄美市

不明

不明

約 250 名

約 50 名

不明

約 100 名

約１０名

約３０～５０名

尐数

ほぼいない

数名

尐数

不明

約 10 名

ほぼいない

不明

自治体職員の地域 SNS への登録人数（平成 19 年度参加団体）
北広島

高島市

篠山市

高松市

登録人数

約２０人

不明

約２０人

約２００人

不明

活発な利用人数

なし

なし

―

―

尐数
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久留米市
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地域コミュニティにおけるICTの利活用と継続的な運営に関する研究
The Utilization of ICT and Continual Operation in Local
Communities
1

2

1

○若田弥里 ，浦田真由 ，安田孝美 ，
Misato WAKATA, Mayu URATA, and Takami YASUDA
1

名古屋大学大学院情報科学研究科 Graduate School of Information Science, Nagoya University
名古屋大学大学院国際開発研究科 Graduate School of International Development, Nagoya University

2

Abstract The efforts for the utilization ICT in local communities increases year by year. However it has a problem with
continuity its. In this study, we insist that it is important that citizens conduct contnual of ICT utilization in local
communities by themselves. In this pepar, we attempt three proposal and practice. First, IT introduction of local operation by
a self-governing body. Second, information sharing between the officers of the self-governing body by cloud service. Third,
transmition of local information by citizens. Concurrenay with find the way to utilization methods for themselves.
キーワード

町内会, パソコン講習会, クラウド, 情報発信, 継続性

１．はじめに
近年，ICT は飛躍的な進歩を遂げ様々なサービスが
普及している．地域コミュニティでも市や区，地域団
体などが情報発信や情報交流を図ることを目的とした
地域ポータルサイトや地域 SNS などの開設をしてい
る 1)．総務省は地域社会における ICT の利活用の促進
は，地域の活性化や地域社会の絆の再生が期待できる
として近年，全国各地で様々なモデル事業や実証実験
が行われている 2) ．しかし地域における ICT の利活
用の問題として継続性があげられる．総務省は地域に
おける ICT 利活用に関する課題として，取組を自立
化させるための人材の不足，そして導入コスト・運用
コストの負担を 2011 年 7 月に行った「ICT 地域活性
化懇談会」の中で挙げている 3)．これまでに行われき
た地域における ICT 利活用の取組では，運用面に関
するノウハウや取組を自立させるための事業計画等が
確立しているものは少なく，地域の中で取組を導き支
える人材が不足していたため取組の自立化が困難であ
った．また，ICT を地域に導入・運用する際に自治体
が負担するコストは持続的な取組へのネックとなりや
すく，取組が局所的・一時的なものにとどまり，広域
的な展開や取組の継続的実施の妨げの要因となってい
ると考えられる．
そこで，本研究では，町内会活動を主導している町
内会長，副会長，会計などの町内会役員や，学区連絡
協議会に所属する学区の自治業務を行う役員らが自ら
の力で ICT の利活用をし，より良い自治体運営を行
うことができるための基礎的研究と実験を行った．本
研究では，自治体が抱える様々な ICT 利活用に関す
る問題に対して，自治会業務の IT 化，クラウドサー
ビスを活用した役員間における情報共有，地域住民に
よる地域情報発信の三つ軸として提案と実践を行った．
また，荻田らが指摘するように自治体の役員の主体と
なる高齢者や中年女性は，パソコン操作の習得に時間
がかかる傾向がある 4)．数回の講習会を行うだけでは，
継続的な取組を行うには不十分であり，また，数年単
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位で役員の交代もあるため，その地域に住む地域住民
たちで，自立して取組を行えることが重要であると考
え，そのためには集まり教え合う環境作りが大事であ
ると本研究では考え，一部実践を行った．
本稿では，名古屋市瑞穂区井戸田学区で行ったこれ
らの取組について，それぞれ報告を行う．井戸田学区
は高齢の町内会役員が多く，また若者の町内会離れも
懸念されている地域である．学区の自治業務を行う役
員らは ICT を活用した運営体制や地域活動の情報発
信を行っていくことで，若い世代に町内会の活動に関
心を持ってもらうとともに次の世代が運営しやすい体
制作りを目指おり今回研究の対象とした．

２．自治会業務のIT化
(1) 課題
近年，町内会で行う業務に用いる書類や資料はパソ
コンを使用して作成する町内会が増えてきた．井戸田
学区では半分以上の町内会が書類や資料の作成にパソ
コンを使用している．しかし，使いこなして作成をし
ている人は少なく，多くの人は文字の入力と簡単な操
作しか行えない．そのため，時間や労力の短縮を図る
目的でパソコンを使用し書類や資料の作成を行ってい
るはずが，多くの時間と労力をかけて作成している現
状がある．また，パソコンを活用して地域の情報発信
など多様な取組を行いたいと考える役員らにとっても，
情報発信などを行うためのパソコン操作というのはハ
ードルが高く，書類や資料の作成など簡単な操作から
初めてステップアップを行いたいと考える役員らが多
かった．そこで，自治会業務に用いる書類や資料の作
成に必要なパソコン操作の習得を行う講習会を実施し
た．開催した講習会は，一人一人の受講者にしっかり
対応を行えるよう 1 クラス 10 人以下の少人数制にし，
人数が多い場合は開講クラスを増やし対応した．また，
開講クラスを初心者と経験者で分けることでレベルの
違いによる講習の際の摩擦をなくした．
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(2) 自治会業務の IT 化支援のパソコン講習会
a.カリキュラムの作成
講習会を行うにあたり，実際に自治体業務で用いる
資料や書類を元に講習会のカリキュラムの作成を行っ
た（表 1）
表 1 町内会業務で作成される書類の例
書類名
書類の内容
総会関係書類
総会議案書
旧年度収支決算報告書
年間行事予定表
各種連絡書類
回覧用文書，月例会書類
訃報連絡
募金関係
日本赤十字
赤い羽根共同募金
学区関係書類
各会の行事予定表
成人式，敬老のお祝い
神社関係
例祭案内，例祭実施計画
初穂料案内，
表 1 より参考して作成を行ったパソコン講習会のカリ
キュラムを表 2 に示す．
表 2 講習会カリキュラム
コース
内容(1 コース 3 回，1 回 2 時間)
入門コース
1．マウス操作
2．キーボード入力
3．漢字変換と文章作成
Word コース
1．資源回収のお知らせの作成
（フォントの編集）
2．回覧板かがみの作成
（表と図の挿入と編集）
3．チラシの作成
（ワードアートと図形の挿入）
Excel コース
1．お小遣い帳の作成
（基本操作の説明）
2．出納帳から決算書の作成
（シートをまたいだ計算）
3．名簿の作成
（並び替え，列・行の挿入）
b． パソコン講習会の実施
講習会を行うにあたり，井戸田学区連絡協議会に所
属する会員に協力いただき，2011 年 9 月に表 2 の講
習内容で自治会業務を行っている町内会長，副会長，
会計，委員会役員を対象に受講者を募り，10 月から
井戸田コミュニティーセンタでパソコン講習会を実施
した．開講したクラスと受講人数，実施期間を表 3 に
示す．また， 講習に使用したパソコンは，受講者持
参のノートパソコンと本研究にご協力いただいている
市民ボランティア所有のノートパソコンで対応した．
コース
入門コース
Word コース
Excel コース

表 3 パソコン講習会概要
開講クラス
実施期間
1 クラス
10～11 月
2 クラス
12 月
3 クラス
1月

受講者数
7人
9人
20 人

入門コースから徐々にスキルアップを行えるように順
番にコースを開講した．開催時間はクラスごとに固定
し，土曜日の 10 時～12 時，または 13 時～15 時，木
曜日の 18 時～20 時のいずれかの時間で行った．講習
はスクリーンで講師のパソコンを見ながら筆者が用意
した資料を配布して行った（図 1）（図 2）．また，
全コース終了後の 2 月と 3 月に 1 回ずつ日頃自治会業
務を行う上でパソコンを利用する際に，できないこと
知りたいことに対して対応する質問会を行った．

図1

図2

配布資料の例

パソコン講習会の様子

c．アンケート結果と評価
Word コース，Excel コースそれぞれ終了後のアンケ
ート結果の抜粋を表 4 に示す．アンケートの回答は 5
段階評価｛(そう思う)5・4・3・2・1(そう思わない)｝
とし，自由記述欄も設けた．
表 4 アンケート結果
質問
結果
講習内容は理解できたか．
W コース 3.9
E コース 4.4
今後の町内会業務に今回習ったこ
W コース 4.8
とは役立つか．
E コース 4.9
地域情報発信サイトの運営に興味
W コース 4.6
を持ったか．
E コース 4.0
また，自由記述欄より「全くのゼロからのスタートで
入力等ができるようになった」「講習会時は理解でき
たつもりでも，自宅での復習が大事．繰り返しするこ
とが必要だと感じる」「講習会時は理解できたが，実
践できるか不安」等の意見が得られた．
アンケート評価では，パソコン講習会の内容に対し
て高い評価を得る事ができ，作成したカリキュラムが
自治会業務に沿った内容であり，多くの受講者が習得
できたことが示された．また，地域の情報発信に対し
て興味を持ったと回答された受講者も多く，パソコン
講習会が他の地域の ICT 利活用を行う足がかりとな
ることも示された．しかし，今は理解できても実践で
きるかが不安と感じる意見もあるように，1 度の講習
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では習得に不十分である．継続的して学ぶことができ
る環境が必要であることが示された．
(3)自立化への取組
パソコン講習会の終了後，受講した一部の方たちか
ら引き続き自治会業務の IT 化に向けた取組を行いた
いと要望があった．しかし，外部講師による講習は講
師役を担う人物が辞めてしまったときに，取組そのも
のも頓挫してしまう可能性とコストがかかる．そこで，
外部講師が講習を行うのではなく，その地域に住む住
民たちで教え合い，解決策を探していくような自立し
た形が継続的な取組を行うには望ましいと提案を行っ
た．2013 年 5 月より月に 1 回集まり，受講者自身が
日頃作成している資料や書類を持ち寄り，どのように
活用を行っているか発表し，より良い活用を行ってい
くには，どのようにすればよいか話し合いを行う場を
設けた．
(4)まとめと考察
井戸田学区では，自治会業務を担っている役員らに
対して自治会業務の IT 化支援のためのパソコン講習
会を行った．意欲的な受講者が多く，講習内容も高い
評価を得て，役員らの自治会業務に対するモチベーシ
ョンの向上にも繋がった．しかし，1 度のパソコン講
習会では習得した操作を日頃自分が作成する資料や書
類への反映させるのが難しいと意見が出た．そこで，
地域住民たちで教え合い，話し合いを行う環境を作る
ことを提案し実践を始めた．今後は，教え合いを行う
上で中心人物となる人材の育成方法についても考え実
践を行っていきたい．

３．クラウドサービスを活用した役員間におけ
る情報共有
(1)町内会における情報共有の現状と課題
井戸田学区では自治会活動を主導する役員間の情報
共有では下記のような問題があげられ，容易に情報共
有ができる方法を教えてほしいと要望があがった．
① 町内会長と会計間の会計簿の共有．町内会長が収
支状況を確認したいとき，また，編集を行うとき
直接対面して会計簿を閲覧，変更の依頼を行う以
外の有効な手段がない．また，役員による使い込
みなど不正利用を防止のためにも労力や時間をか
けずに会計簿を共有する仕組みが求められている．
② 書類様式の共有．表 1 に示したように，同じ学区
内の場合，町内会で作成される書類や資料は同じ
内容の場合がほとんどである．しかし，他の町内
会で使用されている優れた様式を参考や活用した
いとき閲覧や利用できる仕組みがない．
③ 役員交代時の引継ぎ．これまで，町内会の役員が
交代を行うとき，紙の書類を引き継いできた．し
かし 2 章で述べたように多くの町内会ではパソコ
ンを使い書類や資料の作成が行われている．だが，
それらの電子データの引継ぎの度合いは個人のパ
ソコンスキルによって現状では差があり，手間や
コストをかけないモデルが求めれられている．
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①②③いずれも ICT の「C」（Communication）がう
まく活用されていないことが原因で町内会活動を主導
する役員らが負っている負担がある．したがって，町
内会業務に用いられる書類や資料などの電子データを
少ない労力で円滑に共有，受け渡しできる仕組みや体
制作りをすることが必要である．
(2)クラウドサービスを活用した情報共有の提案
本研究では，町内会活動を主導する役員らが，業務
に用いる書類や資料を時間や労力をかけずに共有を行
うためにクラウドサービスを活用することを提案する．
クラウド上に書類や資料を保存することで，役員らは
空間的かつ時間的な制約を受けずに閲覧や活用を行え
ると期待がされる．クラウドサービスの利点は，機材
の購入やメンテナンスなどハード面に気を配ることな
く目的のサービスを受けられる点である．サーバの専
門的な知識を持たずとも活用できるこのサービスはパ
ソコンスキルがあまり高くない町内会の役員らに適し
ていると言える．また，企業が展開するストレージを
提供するクラウドサービスの中には共有するユーザに
権限を与える機能を付けられるものが多く，共有登録
を行ったユーザ一人一人にファイルを編集と閲覧が可
能な編集者か閲覧のみを行う閲覧者か設定がすること
ができる．この機能によって保存されたファイルが無
暗に改変されることを防ぐこともできる．
(3)実証実験と評価
提案したクラウドサービスを活用した町内会の役員
間の情報共有が実際の町内会で取組むことが可能であ
るか検証を行った．今回の実験ではブラウザ上で行う
操作とデスクトップ上の専用フォルダによる操作どち
らの方が使いやすいか確認を行うため「ブラウザ上か
らとデスクトップ上のフォルダ両方からアップロード
とダウンロードが行えること」「ダウンロードせずに
ブラウザ上で閲覧・編集が行えること」の 2 点を満た
す Google ドライブ 5)を使用した．また，使用するブ
ラウザは GoogleChrome で統一をした．
a． 実験概要
実験概要を表 2 に示す．実験は安定したネットワーク
環境を提供できることから筆者が所属する研究室で行
った．実験に用いたパソコンは研究室所有のものが三
台，被験者が所有するパソコン二台で行った．

被験者

実施日時
実験手法
実験手順

表 5 実験概要
実験概要
井戸田学区町内会役員 3 名
市民ボランティア
1名
瑞穂区役所職員
1名
2013 年 1 月 9 日
Google ドライブを用いた町内会業務
で用いる書類の共有
1. クラウドサービスについて説明
2. Google アカウントの作成
3. 2 人 1 組のペアで会計簿の共有
4. 書類様式の共有
（3 と 4 はブラウザ上からとデスクト
ップ上のフォルダ両方から操作を行っ
た）
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は，どのような工夫や情報のニーズがあるのかを今後
探っていきたい．

５．考察

図 3 実験の様子
b． 評価
被験者の中にはクラウドサービスを知らない人もい
たが被験者全員がGoogleドライブによるファイルの共
有を行えた．被験者からは「今後町内会業務に取り入
れていきたい」また操作面では「ブラウザ上から操作
を行うより，デスクトップ上のフォルダの方が操作し
やすい」等の意見が得られた．
(4)まとめと考察
井戸田学区では，町内会活動を主導する役員らが電
子データを円滑に共有を行う手段がなかったため，ク
ラウドサービスを活用した情報共有の提案を行った．
実証実験より使用経験の無い人でも講習を行えば操作
方法を習得できることが示された．今後，町内会の役
員らに講習を行う際には評価で得た意見を参考に講習
内容を作成するとともに，町内会で活用していく際の
運用ルール等も考えていきたい．

４．地域住民による地域情報発信
(1)名古屋市瑞穂区御剣学区のこれまでの取組
御剣学区は平成 19 年度から学区ホームページの自
主運営を目指し名古屋市による支援事業に参加をして
きた．平成 21 年度に行われた「つながる ひろがる
ネットコミュニティ事業」により学区の Web サイト
「わが町 御剣学区へようこそ」が 開設された．し
かし，運営体制に問題があり継続的な運営に適してい
なかったため，我々が協力をし継続的な運営に適した
Web サイトの再構築と運営体制の導入を行った 6) ．
WordPress を用いたサイト構築，投稿やコメント方法
の講習により地域活動を主導する学区の情報，地域の
各委員会活動の情報が委員会メンバーを務める住民自
身で情報発信が行えるようになった．

井戸田学区で行った取組により自治会業務の IT 化
のための講習の有用性，実験よりクラウドサービスを
活用した役員間における情報共有の有用性が示された．
また，御剣学区の学区 Web サイトの現状より継続的
な運営を行っていくためには，地域の中で問題を解決
していける自立的な体制を取ることが望ましいことが
示された．今後は，両学区の特性を見ながらそれぞれ
自立的な運営体制を作りに取り組みたい．相互に活か
せる点や相違点を見つけていきながら，地域コミュニ
ティが自立して ICT の利活用を行う上で重要なこと
を探っていきたい．

６．おわりに
本研究では，地域コミュニティにおける ICT の利
活用と継続的な運営について 3 つの取組の提案と実践
を行った．いずれの取組も継続的な運営支援と地域活
性化に繋がっていることがわかる．今後は，自立化に
向けて地域住民らによる教え合いを行っているが，教
え合うためには，ある程度知識を持った中心人物が必
要になってくると考えられる．その人たちに対して筆
者らが講習を行ってきた中で培ったノウハウを伝授す
る人材の育成についても今後，取組を行っていきたい
と考えている．
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ソーシャル・メディアの利用と地域コミュニティ活動への参加に関する
研究：ソーシャル・キャピタルに着目した定量的構造分析
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  Abstract

This paper aims to analyse a structure of relation among social media use, community
participation and social capital. The author conducts quantitative empirical analysis based on Japanese two
cities in year 2011 and 2012. The results suggest that social media use might affect community participatin by
means of two paths. The first is indirect path that goes through online bridging social capital and then general
trust. The second is direct path that goes beyond social capital factors or general trust.
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析	
 

１．はじめに
高齢化の進展などによって、個人や家庭だけでは生
活を支えることが困難になる一方で、厳しい政府財政
の状況から自治体などによる公共サービスに期待する
ことも困難になっている。そのような中、自助と公助
の間の共助の重要性が増し、地域コミュニティの役割
があらためて期待されるようになっている。しかしな
がら、日常生活を営む地域社会での人のつながりは、
長期的にみると希薄化している（内閣府,2007,第2章
第1節）。そのような中、情報通信技術を活用して、
人と人が結びつけることができる、ソーシャル・メデ
ィアは、地域の絆の再生という点で注目されるように
な っ て い る （ 総 務 省 ,2010,pp.33-62 、 総 務
省,2011,pp.155-181）。	
 
	
  地域社会との関係でソーシャル・メディアで期待さ
れることの一つは、ソーシャル・キャピタルの充実で
ある。疎遠になりつつあった地域での人と人の関係が、
ソーシャル・メディアを利用したやりとりによって、
より深まることが期待され、実際、同利用者の一定割
合はそのような効果を感じている（総務
省,2010,pp.46-48）。ソーシャル・メディアには、も
う一つ期待されることがある。それは、地域コミュニ
ティ活動への参加の促進である（総務省,2006,pp.113）。ソーシャル・メディアの利用を通じて、地域で
起こっていることを知り、関心のある人がつながるこ
とで、実社会での活動に参加するようになることが期
待されているのである。	
 
	
  日本におけるソーシャル・メディアの利用と地域コ
ミュニティでのソーシャル・キャピタルの形成や地域
コミュニティ活動への参加について、情報通信白書等
で一定の調査は行われているが、厳密な形の統計的な
分析とはなっていない。また、後述するとおり、日本
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を含めて世界各地でソーシャル・メディア利用とソー
シャル・キャピタルや住民参加に関する研究は行われ
ているが、ソーシャル・キャピタルの形成と住民参加
の両方に及ぼす影響についての研究は限られている。
そこで、本研究では、日本国内の市単位の地域を対象
に、ソーシャル・メディアの利用が地域コミュニティ
活動への参加に対して及ぼす影響について、ソーシャ
ル・キャピタルを通じる回路に焦点をあてて、定量的
なデータに基づく実証分析によって、全体の構造を明
らかにする。	
 
以下、次のとおりに構成される。第2節では、関連
する先行研究を整理して、本研究の位置づけを明らか
にする。第3節では、本研究で用いるデータについて
説明する。第4節では、ソーシャル・メディアの利用、
地域コミュニティ活動への参加及びソーシャル・キャ
ピタルの関係を明らかにするため、探索的な構造分析
を行う。第5節では、共分散構造分析の結果について
の考察を加える。第6節では、本研究全体のまとめを
行う。	
 

２．関連する先行研究
インターネット・サービスなど情報通信技術の利用
と地域コミュニティに関する社会科学分野の研究は多
岐にわたっている。ここでは、本研究に関連するもの
として、情報通信技術の利用と地域コミュニティ活動
への参加及びソーシャル・キャピタルの形成に関する
ものに焦点をあてて整理する。	
 
まず、地域コミュニティ活動への参加に関する先行
研究について概観する。Mesch	
 and	
 Talmud(2010)は、
イスラエル国内の地域を対象とした電子掲示板の利用
などを対象としたデータに基づいて、情報通信技術の
利用が地域コミュニティ活動への参加の度合いを高め
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る 可 能 性 を 示 し て い る 。 ま た 、 Campbel	
  and	
 
Kwak(2010)は、アメリカ国民を対象としたデータに基
づき、携帯電話の利用が地域コミュニティ活動への参
加を高める可能性を示している。前者の研究では、モ
デル構築の中でソーシャル・キャピタルの効果を潜在
的には考察している点はあるが、どちらの研究も情報
通信技術の利用と地域コミュニティ活動の二つを扱う
もので、モデルの要素としてソーシャル・キャピタル
は含まれていない。	
 
ソーシャル・キャピタルと情報通信技術の関係に関
す る 研 究 も い く つ も 行 わ れ て い る 。 Ellison	
  et	
 
al.2007)は、アメリカの大学生のFacebookの利用とソ
ーシャル・キャピタルの関係を定量的に分析している。
その際、ソーシャル・キャピタルを結束型(bonding)、
橋渡し型(bridging)に加えて維持型（maintained）の
３つに類型化し、Facebookの利用は橋渡し型のソーシ
ャル・キャピタルとの関係が最も強いことを示してい
る。Steinfield	
 et	
 al.(2008)は、アメリカの大学生
を対象としてFacebook利用と橋渡し型ソーシャル・キ
ャピタルの関係を2カ年のデータに基づき分析し、１
年目のFacebook利用が2年目の橋渡し型ソーシャル・
キャピタルに影響を与える可能性のあることを示した。
さらに、Miyata	
 and	
 Kobayashi	
 (2008)は、山梨県内
の成人(20-65歳)の成人を対象に3カ年にわたったデー
タに基づいて、PC及び携帯電話の電子メール並びにオ
ンライン・コミュニティの利用とソーシャル・キャピ
タルの関係について分析を行っている。その結果、PC
電子メールの利用だけがソーシャル・キャピタルを充
実する可能性のあることが示されている。これらの研
究は、いずれもソーシャル・キャピタルに焦点を当て
たものであり、地域コミュニティ活動への参加との関
係は分析されていない。	
 
情報通信技術の利用とソーシャル・キャピタル及び
地域コミュニティ活動への参加の３つの要素をすべて
対象とした研究も行われるようになっている。Miyata	
 
et	
 al.	
 (2008)は、山梨県内の成人を対象としたデー
タに基づき分析を行い、オンライン・コミュニティへ
の参加が人のつながりの多様性を増し、それが地域コ
ミュニティ活動への参加につながる可能性があること
を 示 し た 。 Hampton	
  et	
  al.	
  (2011) で は 、 ソ ー シ ャ
ル・メディアやブログなどのニュー・メディアの利用
が地域コミュニティ活動への参加を通じて、つながり
の多様性で計測するソーシャル・キャピタルにどのよ
うな影響を与えているかを分析している。本研究が対
象とするソーシャル・メディアの利用については、地
域コミュニティ活動への影響はほとんどなく、直接、
ソーシャル・キャピタルの充実に影響を与える結果と
なっている。de	
 Zuniga	
 et	
 al.	
 (2012)は、アメリカ
国民を対象としたデータに基づき、情報を得るための
ソーシャル・メディアの利用、ソーシャル・キャピタ
ルの形成及び地域コミュニティ活動への参加の関係を
分析し、ソーシャル・メディア利用が、それぞれに対
して影響を与える可能性を示している。	
 
このように、ソーシャル・メディアの利用とソーシ
ャル・キャピタル及び地域コミュニティ活動への参加

の関係は、ある程度研究が進んでいる。しかし、これ
ら３つの要素の間の構造を分析する際に、ソーシャ
ル・キャピタルを区分して比較している研究は、筆者
の知る限り行われていない。	
 
他方で、インターネット上のソーシャル・キャピタ
ルの計測については、Williams(2006)によって、the	
 
Internet	
 Social	
 Capital	
 Scale	
 (ISCS)が提案されて
いる。これは、ソーシャル・キャピタルを橋渡し型と
結束型の次元とオンラインとオフラインの次元の二つ
の次元で定量的に計測するものである。これまでの研
究では、ソーシャル・メディアの利用が、オンライン
又はオフラインのソーシャル・キャピタルのどちらと
関係があるかが必ずしも明確ではなかった。また、地
域コミュニティ活動への参加と関係があるのは、橋渡
し型又は結束型のどちらのソーシャル・メディアであ
るのかが必ずしも明らかではなかった。そこで、本研
究では、ソーシャル・キャピタルをISCSを使って４つ
に区分して計測することで、ソーシャル・メディア、
ソーシャル・キャピタル及び地域コミュニティ活動へ
の参加の３つの要素の関係の構造を明らかにする。	
 
	
 

３．データ
(1)調査方法・対象
	
  本研究では、株式会社マクロミルのネットリサー
チ・サービスを利用して調査を行った。調査対象は、
静岡県掛川市及び京都府宇治市に在住するマクロミル
登録モニタ全員とした。この2つの市を対象としたの
は、どちらも、2006年度に財団法人地方自治情報セン
ターが行ったeコミュニティ形成支援事業により、そ
れぞれの市役所が地域SNSを開設し、2013年6月現在で
もそれらの地域SNSが運営されている。これらの地域
では、長年に亘り、地域社会の活動の中でソーシャ
ル・メディアが利用されるなど、地域社会における情
報通信技術の利用が一定の水準を維持していることが
主な理由である。また、両市とも政令指定都市に隣接
して、都市型の社会に近い点も共通している。	
 
	
  調査時期は、初回が2011年7月27日から8月5日、第2
回が2012年9月20日から9月30日である。回答者は、初
回調査が831人で第2回調査が774人であった。本研究
では、初回と第2回の両方ともに回答したモニタ479人
のうち、確認質問の回答に疑義のある12人を除外した
後の467人を対象に分析を行う。サンプルの概要は、
表1に示すとおりである。	
 
	
 
表1.	
 サンプルの概要(N=467)	
 
性別	
 
男性=46.5%,女性=53.5%	
 
平均年齢	
 
43.0歳	
 
居住地	
 
宇治市=75.6%,掛川市=24.4%	
 

	
 
(2)変数
	
  ソーシャル・メディアの利用、ソーシャル・キャピ
タル及び地域コミュニティへの参加の観点から、次の
変数を用いる。	
 
	
  まず、ソーシャル・メディアの利用である。本研究
では、第２回調査の結果を用いた。同調査では、表2
に掲げるソーシャル・メディアについて、当該サービ
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スを利用して自分と同じ市内に住む人とのやりとり
（コメントを書いたり、メールを送受信したりなど）
する頻度を質問し、全くない=0,	
 1か月に１回以下=1、
1か月に2-3日=2、1週間に1-2日=3、1週間に3-5日=4、
1週間に6-7日=5と各サービスごとに点数化して、すべ
てのサービスの点数を合計したものを利用尺度（SL）
とした(α=.791)。	
 
	
 
表2.	
 調査対象のソーシャル・メディア	
 
mixi,Facebook,	
 Twitter,GREE,モ バ ゲ ー ,	
 Google+,LINE,お
茶っ人(地域SNS)、eじゃん掛川（地域SNS）	
 

	
 
表 3.ISCS に よ る ソ ー シ ャ ル ・ キ ャ ピ タ ル 質 問 項 目	
 
（ネット上と実社会に分けて、同じ項目を用いた）	
 
[橋渡し型ソーシャル・キャピタル]	
 
人と付き合うことは、私に新しいことを挑戦したいと思わせ
てくれる	
 
人と付き合うことは、私と似ていない人が何を考えているか
について興味を抱かせてくれる	
 
人と話をすることは、世界のよその場所への好奇心を抱かせ
てくれる	
 
人と付き合うことは、私がより大きなコミュニティの一員で
あるように感じさせてくれる	
 
人と付き合うことは、より大きな社会の動きに私がつながっ
ていると感じさせてくれる	
 
人と付き合うことは、世界中のすべての人々がつながってい
ることを気づかせてくれる	
 
人と付き合うことで、新たな話し相手を得る	
 
いつでも、新しい人との出会いがある	
 
[結束型ソーシャル・キャピタル]	
 
私が困った時に、その解決の手助けを安心してお願いできる
人がいる	
 
大切な決定をするときに、そのための助言をお願いできる人
がいる	
 
内々の個人的な問題を気兼ねなく話せる人がいない（逆）	
 
孤独を感じたときに、話をすることができる人がいる	
 
お付き合いしている人は、最後に残ったお金を私と分け合っ
てくれるだろう	
 
大切なことを任せられるような人はいない（逆）	
 
お付き合いしている人は、私が不正とたたかっているとき
に、それを手助けしてくれるだろう	
 
註：「（逆）」と記された項目については、分析段階で評価
点を逆にすることで、他の項目と整合させている。	
 

	
 
	
  ソーシャル・キャピタルに関しては、第２回調査に
お い て 、 前 述 の ISCS の 項 目 を 質 問 し た 。 た だ し 、
Willliams(2006)では橋渡し型10項目と結束型10項目
から構成されるが、調査予算の制約から前者8項目と
後者7項目に対象を絞った。質問項目は表3に示すとお
りであり、全く当てはまらない=1から非常によく当て
はまる=7の7段階の尺度とし、それぞれの区分で回答
を単純合計した。αの値は、ネット上の橋渡し型ソー
シャル・キャピタル(NR)=.941、ネット上の結束型ソ
ーシャル・キャピタル(ND)=.221、実社会の橋渡し型
ソーシャル・キャピタル(RC)=.933、実社会の結束型
ソーシャル・キャピタル(RD)=.862である。ネット上
のNDのαの値が低いが、ISCSを構成するものであり、
実社会のRDの値は.862と問題ないために、これらの質
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問項目の回答をそれぞれ単純合計して、それぞれのソ
ーシャル・キャピタルの尺度とした。	
 
	
 
	
  さらに、ソーシャル・キャピタルについては、一般
的信頼と関係のあることが先行研究によって示されて
いる（Miyata	
 et	
 al.,	
 2008）。そこで、第２回調査
では、山岸(1998,	
 pp.91-93)に基づき、表4の6項目に
ついて、まったく当てはまらない=0から非常に当ては
まる=7の尺度で質問し、回答を単純合計したものを一
般的信頼度の尺度(Tr)とした(α=.928)。	
 
	
 
表4.一般的信頼度の質問項目	
 
ほとんどの人は基本的に正直である	
 
ほとんどの人は信頼できる	
 
ほとんどの人は基本的に善良で親切である	
 
ほとんどの人は他人を信頼している	
 
私は、人を信頼するほうである	
 
たいていの人は、人から信頼された場合、同じようにその相
手を信頼する	
 

	
 
	
  最後に、地域コミュニティ活動への参加である。初
回も第2回調査も表5に掲げる活動項目を対象に質問し
た。ただし、尺度は同表に示すとおり、初回と第2回
で異なっている。どちらの場合も、単純合計して地域
コミュティ活動への参加尺度（初回=bP,第2回=P ）と
した(初回α=.896、第2回α=.845)。	
 
	
  各変数の記述統計量は、別表として文末に記載して
あるので、参照されたい。	
 
	
 
表5.	
 地域コミュニティ活動への参加	
 
質 問 項 目 ・町内会、自治会、管理組合などの地縁活動	
 
（共通）	
 
・PTA 活動	
 
・地域の子どもが参加するスポーツ、学習、
余暇や社会体験に関する活動	
 
・高齢者の支援に関する活動	
 
・障がい者の支援に関する活動	
 
・防犯・防災活動	
 
・地域の環境の維持改善や美化に関する活動	
 
・イベントや祭り等の運営	
 
・スポーツ・趣味・娯楽活動	
  	
  （スポー
ツ、野外活動、お祭り、美術工芸、音楽、文
化、手芸創作、演芸、その他サークル活動）	
 
・市民運動や住民運動	
 
・選挙や政治に関する活動	
 
・その他の団体活動（商工会議所、農協、業
種組合、宗教など）	
 
初回尺度	
 
参加したことはなく、	
  参加したいとも思わ
ない=1, 参加したことはないが、	
  機会があ
れば参加したい=2, 参加した経験がある=3,
ふだん参加している=4	
 
第2回尺度	
  参加したことがない=0,過去に参加したこと
はあるが、最近１年間は参加していない=1,
現在、年に１～２日程度参加している=2,現
在 、 ３ ヶ 月 に １ 日 程 度 参 加 し て い る =3, 現
在、ほぼ毎月参加している=4,現在、月に２
日程度参加している=5,現在、ほぼ毎週参加
している=6,現在、週に２日以上参加してい
る=7	
 

	
 

４．探索的構造分析	
 
(1)分析方法の概要
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  本研究では、ソーシャル・メディア利用、ソーシャ
ル・キャピタル及び地域コミュニティ活動への参加の
各要素の構造を探索的に分析する。ソーシャル・キャ
ピタルや地域コミュニティ活動への参加に関連の深い
ものとして一般的信頼度も要素として含める。探索的
分析に当たっては、２時点のデータがあることを踏ま
えて、地域コミュニティ活動への参加の水準に着目し
て、初回調査から第2回調査への変化に対して、ソー
シャル・メディア利用、ソーシャル・キャピタル及び
一般的信頼度がどのような影響を与えているかを軸に
探索を進める。	
 
	
  具体的には、まず、第2回調査の地域コミュニティ
活動への参加の程度を被説明変数とする重回帰分析及
び関係する変数間の相関分析を行い、調査した変数の
中から構造の分析に用いる変数を抽出する。次に、各
要素間の関係を想定した構造に基づき、共分散構造分
析を行う。そして、最後に、最も適合度の高い共分散
構造モデルに基づき、ソーシャル・メディア利用の影
響をさらに分析する。	
 
	
 
(2)重回帰分析及び相関分析による変数の抽出
	
  構造分析で用いる変数を抽出するために、第2回調
査の地域コミュニティ活動への参加尺度(P)を被説明
変数とし、初回調査の同参加尺度(bP)を制御変数とし
つつ、ソーシャル・キャピタル尺度(NR,ND,RR,RD)、	
 
SNS利用尺度(SL)及び一般的信頼度(Tr)の各変数をそ
れぞれ説明変数とする重回帰分析を行った。その結果
は、表6に示すとおりである。この結果を踏まえて、
次の共分散構造分析において用いる変数としては、 P
に対して統計的に有意な係数となるもの（NR、RR、SL、
Tr）を抽出した。	
 
	
 
表6a.	
 Pを被説明変数とする重回帰分析結果(N=467)	
 
	
 
1	
 
2	
 
3	
 
4	
 
5	
 
bP	
 
0.54***	
  0.54***	
  0.54***	
  0.53***	
  0.54***	
 
NR	
 
	
 
0.05**	
 
	
 
	
 
	
 
ND	
 
	
 
	
 
0.02	
 
	
 
	
 
RR	
 
	
 
	
 
	
 
0.06*	
 
	
 
RD	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
0.04	
 
adj.R2	
 
.34	
 
.34	
 
.34	
 
.34	
 
.34	
 
註	
 p値:	
  *<.1,	
  **<.05,***<.01（以下、同じ）紙幅の制約に
より、標準誤差及びt値は省略（表6bも同じ）。	
 	
 

	
 
次に、抽出した変数間の相関を確認する。その結果は
表7に示すとおりであり、 SL と bP 又 Tr はの間を除き、
一定の相関がある可能性が示された。そこで、次の共
分散構造分析では、これらの相関のある変数間に何ら
かのパスを検討する。	
 
	
 
(3)共分散構造分析
	
  各要素間の関係の構造を明らかにするために、本研
究では共分散構造分析の手法を用いた。先行研究によ
れば、ソーシャル・メディアの利用は、ソーシャル・
キャピタルの形成にポジティブに影響することが確認
さ れ て い る (Ellison	
  et	
  al.2007,	
  Steinfield	
  et	
 
al.,2008,	
  Miyata	
  et	
  al.2008,	
  de	
  Zuniga	
  et	
  al.	
 
2012)。また、ソーシャル・メディアの利用は、ソー
シャル・キャピタルのパスとは別に直接、地域コミュ
ニティ活動への参加にポジティブに影響することも確
認 さ れ て い る (Miyata	
  et	
  al.2008,	
  de	
  Zuniga	
  et	
 
al.2012)。さらに、ソーシャル・キャピタルは一般的
信頼度にポジティブに影響するとともに、一般的信頼
度は地域コミュニティ活動への参加にポジティブに影
響することが示されている（Miyata	
 et	
 al.,	
 2008）。
このような先行研究を踏まえて、図1に示すパス図に
基づいた共分散構造分析を行った。その結果は、
AGFI=.995,	
 RMSEA<.001と適合度の高いものとなった。
しかしながら、先行研究の結果とは異なり、ソーシャ
ル・キャピタルの代理変数である NR 及び RR から P への
パスの係数は統計的に有意な値とはならなかった。ま
た、ソーシャル・メディアの利用頻度(SL)から実社会
の橋渡型ソーシャル・キャピタル(RR)へのパスの係数
も統計的に有意な値とならなかった。そこで、パスの
係数が統計的に有意なものだけに限定して修正したパ
ス 図 （ 図 2 ） を 作 成 し た 。 そ の 結 果 は 、 AGFI=.991,	
 
RMSEA<.001と図１とほぼ同様の高い適合率であった。
また、AICを比較すると38.65の図１に対して図２は
35.04とそれを下回る値となっていたことから、すべ
てのパスの係数が統計的に有意な値となっている図2
の結果に基づき、次節で考察を進めることとする。	
 
	
 
0.52

bP
0.15

	
 
表6b.	
 Pを被説明変数とする重回帰分析結果(N=467)	
 
	
 
10	
 
11	
 
bP	
 
0.54***	
 
0.52***	
 
SL	
 
0.20***	
 
	
 
Tr	
 
	
 
0.11***	
 
adj.R2	
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表7.	
 変数間の相関係数	
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図1:	
 要素間の構造を示す当初のパス図	
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図2:要素間の構造を示す縮約されたパス図	
 
	
 

５．分析結果の考察
	
  本研究では、ソーシャル・メディアの利用、ソーシ
ャル・キャピタルの形成及び地域コミュニティ活動へ
の参加の関係の構造を明らかにすることを目的に分析
を進めてきた。具体的には、2時点の調査データに基
づいて、ソーシャル・メディア利用がどのようなパス
を通じて、地域コミュニティ活動への参加に影響を与
えるかを共分散構造によって分析した。そこで、本節
では、ソーシャル・メディア利用(SL)を出発点として
地域コミュニティ活動(P)に至る経路を中心に考察を
進める。	
 
	
  まず、ソーシャル・メディアの利用水準は、ソーシ
ャル・キャピタルのうち、ネットワーク上の橋渡し型
ソーシャル・キャピタル(NR)に対して、ポジティブな
影響を及ぼしている(SL→NR)。そして、NRは、一般的
信頼度に直接、ポジティブな影響を与えるとともに
(NR→Tr)、実社会の橋渡し型ソーシャル・キャピタル
(RR)への影響を通じて一般的信頼度にポジティブな影
響を与える(NR→RR→Tr)。最終的には、一般的信頼度
を高めることを通じて、地域コミュニティ活動への参
加にポジティブな効果をもたらしてる（ Tr → P ）。こ
の結果から示唆されることは、ソーシャル・メディア
の利用は、ソーシャル・キャピタル形成から一般的信
頼度のパスを経て地域コミュニティ活動への参加を活
発化するという経路である。また、ソーシャル・メデ
ィア利用は、実社会での橋渡し型ソーシャル・キャピ
タルには直接の影響は及ぼさないものの、ネットワー
ク上の橋渡し型ソーシャル・キャピタルを通じて影響
を及ぼしていることも示された。	
 
	
  次に、ソーシャル・メディアの利用は、ソーシャ
ル・キャピタルや一般的信頼度の経路を経ずして、直
接に地域コミュニティ活動への参加に影響を及ぼして
いることも明らかになった(SL → P)。その理由につい
ては、今後の検討が必要になるが、筆者のこれまでの
ケーススタディ(田中,2012)を踏まえると、ソーシャ
ル・メディアを利用することで、地域コミュニティ活
動に直接必要な情報を共有したり、感謝の気持ち等を
伝えることで新たな内発的な動機付けにつながってい
ることが影響していることが考えられる。なお、ソー
シャル・キャピタルから地域コミュニティ活動への参
加のパス(NR→P又はRR→P)の係数が統計的に有意では
ない点に留意が必要である。この点については、本研
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究が1年前の活動水準で制御していることが影響して
いる可能性はあるが、今後の研究が必要である。	
 
	
 
６．まとめ	
 
	
  本研究は、地域社会におけるソーシャル・メディア
の利用が地域コミュニティ活動への参加にどのような
経路を通じて影響するかについて、定量的データに基
づいて分析を行った。その際、ソーシャル・キャピタ
ルとそれとの関連のある一般的信頼度に焦点をあてた。
特に、ソーシャル・キャピタルについては、インター
ネット上のものと実社会のものに分けるとともに、橋
渡し型と結束型に分けて分析を行い、新たな知見を提
示したことに特徴がある。	
 
	
  分析結果は、地域社会におけるソーシャル・メディ
アの利用は、橋渡し型のソーシャル・キャピタルから
一般的信頼度を通じて地域コミュニティ活動への参加
につながるとともに、同メディアの利用が直接、同活
動への参加につながる可能性があることを示唆する結
果が得られた。また、同メディアの利用は、ネット上
のソーシャル・キャピタルには直接影響する一方で、
実社会のソーシャル・キャピタルには、間接的に影響
する可能性があることが明らかになった。ソーシャ
ル・メディアの利用とソーシャル・キャピタルの関係
の分析については、これまで、ネット上のものと実社
会のものとが必ずしも区分されないことが多いが、両
者の区分が重要であることをこの研究結果は示してい
る。	
 
	
  今後の研究課題としては、まず、今回、地域コミュ
ニティ活動として一括して扱った項目を区分すること
が考えられる。これらの項目の中には、政治参画に近
いものも含まれており、これらの活動を区分して分析
することが求められる。また、ソーシャル・メディア
の利用として、自分の住む地域の人とのやりとりを対
象としたが、一般的なソーシャル・メディアの利用の
頻度と差異があるかどうかを比較することが考えられ
る。そのほか、先行研究ではソーシャル・メディアの
利用目的が情報取得か娯楽かによって効果が異なると
の結果も示されており、利用目的による区分も有用で
ある。	
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R&D Intensity Impact on Manufacturing Firm`s Productivity
1

2

,

Yan ZHU and Hideyuki TANAKA
1

the University of Tokyo
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Abstract This paper empirically analyzes the correlation between TFPG(Total Factor Productivity
Growth)of manufacturing firms in Japan and their annual R&D(Research and Development)intensity. By
analyzing firm`s annual final account data from 2004th to 2009th , multiple regression analysis suggests that
R&D investment played a role in Japanese manufacturing industries` firm TFP growing, but it takes times to
work. And R&D investment intensity exerts different effect for different types of industries before Economic
Crisis, but after Economic Crisis, this trend disappeared.
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流通業主体の消費者市民を巻き込むCSRの展開について
Evolution of Citizen-Consumer-Involving CSR
In Distribution industry
1

2

○坂 明信 ，福田 豊
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Abstract Since the latter part of the 20th century, CSR(Corporate Social Responsibility) has been evolved
gradually. At the beginning, CSR evolved as countermeasure for corporate criticism. In 21st century, as public
awareness of CSR is rising, CSR has been adopted into business management as an action to improve corporate
value through the contribution to society. This paper aims at showing the importance of the citizen-consumerinvolving CSR, and the problems for the practice.
キーワード

1.

CSR, ICT, 消費者市民社会, 生活者, 流通業

背景・目的・方法

1.1. 背景
IT といった近代化を押しすすめる基盤技術を背景に、
企業は経済成長による社会発展を目指して活動して
きた。しかし、そのような成長は、人権や環境など
に対する様々な問題を生み出すことなった。また、
技術革新によってＩＴがＩＣＴとしての側面を強め
た結果、内部告発や消費者の企業不祥事に対する糾
弾が可能になり、企業の社会的責任がクローズアッ
プされるようになった。そうして展開されてきたの
が初期の CSR であり、これらは募金や植林など事業
内容と関連しないフィランソロピー(利他的/奉仕的活
動)を行う、単に社会に対する配慮を世間にアピール
する為の活動であった。しかし、近年では社会貢献
活動を企業価値を高める 1 つの要素であると考えて戦
略的に取り組む企業が現れてきた（谷本寛治, 2001）。
また、マイケル・ポーター(2006)はこのような、より
積極的な態度で企業と社会の共通の価値を創造する
ような CSR の取組みを戦略的 CSR（競争優位の CSR
戦略）として提唱している。このような CSR の展開
と研究を通じて、CSR は単なるフィランソロピーと
してではなく、経営戦略の一部として事業内容に組
み込まれるものであるという認識が浸透してきた。
しかしこのような現状の CSR の展開は企業経営とし
ての観点に留まっている。CSR が社会と企業の双方
向の関係性の中でサステナビリティを実現していく
活動であるという事を考慮すると、今後の CSR の本
格的展開に向けて、市民/生活者を巻き込むような取
組としての CSR が展開される必要があり、その実現
のためには、消費者市民と直接関わりを持つ流通業
の果たす役割が重要であると考えられ、その現状と
課題に関する研究が必要であると考えられる。
1.2. 目的
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本研究では CSR の本格的展開に向けて、流通業に
おける消費者市民を巻き込んだ CSR の展開の可能性
と、その現状や課題を明らかにする。
1.3. 方法
本研究ではまず、日本のＣＳＲがどのような経緯
で発展したのかを調査し、市民意識の発展との関連
性を考察する。その上で、市民意識を実際の行動に
移す手助けになるものとして、生活に直接かかわる
小売業のＣＳＲに着目する。そして、消費者市民を
まきこんだＣＳＲという観点から、企業のＣＳＲの
評価項目を先行研究から検討し、実態調査を行う。
調査を踏まえ、日本の小売業のＣＳＲのあるべき今
後の展開を考察する。

2.

消費者市民と流通業 CSR の関わり

2.1. 市民意識と CSR
1970 年代、社会の近代化が進む中で、企業の様々
な不祥事に対して社会的関心が集まるようになった。
その結果、企業は社会貢献活動を展開することで、
社会への配慮をアピールし、企業イメージの向上と
人々からの反発に対するリスク軽減を図った。これ
が初期の CSR の展開である。この時の CSR は単なる
フィランソロピーとして展開され、事業領域とは関
連の無い活動であったため、企業にとっては単なる
コストとして、消極的に捉えられていた。その後、
CSR について様々なスタイルが模索される中で、CSR
を企業価値を高める取組みとして、積極的に経営に
取り入れようとする動きが、アメリカを中心にみら
れるようになってきた（谷本寛治, 2001）。このよう
な CSR をマイケル・ポーター（2006）は積極的な態
度で取組み、企業と社会の共通の価値を創造する、
戦略的 CSR（競争優位の CSR 戦略）として提唱して
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いる。こうした研究と実践の中で、企業がＣＳＲを
どう位置付けて展開していくかが明確になってきた。
つまり、CSR は経営活動の一環として全面的に展開
されるべきであるという理解が一般化してきたので
ある。今後、ＣＳＲを本格的に展開していくうえで、
市民社会との関わりを重視すべきであると考えられ
る。本格的展開とはすなわち、企業が CSR に取り組
む目的とその効果を認識し、経営活動として明確な
位置づけをしたうえで、実際に CSR が展開されてい
く事であり、そのためには、社会からの理解やイメ
ージそして支持といった、CSR に対する十分なイン
センティブが必要である。ここで、市民社会の潮流
について見てみると、今までは単なる消費者として
捉えられていた対象が消費者市民としての性格を強
めており、そのような消費者市民は社会的価値活動
に対して高い意欲を持っているのだが、実際の行動
が十分ではないと指摘されている（『国民生活白
書』, 2009）。そこで、このような市民意識の高まり
の受け皿として CSR を展開することによって、市民
意識を実際の社会的価値活動へと移すことが出来る
と考えられるのである。そしてそのような CSR を十
分に展開し得るのが流通業なのである。流通企業は、
生活の場を提供する存在であり、人々の"生活"を大き
く制約する事業であると捉えることが出来るからで
ある。大きく制約するからこそ、流通業が積極的に
消費者市民を巻き込み、CSR を展開することで、市
民意識を実際の行動に変え、企業に対する CSR のイ
ンセンティブを高める事ができ、消費者市民社会の
実現と本格的な CSR の展開が両立されると考えられ
るのである。
2.2. 小売業主体の流通業
流通業は人々の生活に密着した業界であり、環境
や社会に配慮した商品の購入やリサイクル活動など
によって、市民意識の受け皿となりうると考えられ
るのだが、流通業の中でも、近年では小売業が主体
となった製造・物流・販売まで一貫して管理する動
きが拡大してきている。これは近年、
消費者のニーズが多様化した為、そのニーズを的確
に把握し、素早く対応する必要性が高まった事と、
小売業の大規模化が進み、メーカーや卸に対するバ
イイングパワーが強まった為である(日本リサーチセ
ンター, 2000)。例えば、イオンやセブンアンドアイな
どのようにプライベートブランド商品を広く展開し
ている企業や、ユニクロや無印良品などのように製
造から販売までを一貫して行う企業などがある。こ
のように、消費者に対しても、メーカーや卸に対し
ても強い影響力を持つようになった小売業は、特に
責任ある行動が期待されるのである。
2.3. CSR 展開の社会情報学的意義
消費者市民を巻き込む CSR 展開は社会情報学の観
点、すなわち社会の変容を情報という側面から理解
しようとする上でも重要であろう。IT は当初、大量
情報処理技術/生産技術/システム間接続技術という基

盤技術として産業の効率化を推し進める主要な技術
となった。そうして近代化が進み、新たな社会問題
が顕在化してきたころには、IT は ICT としての性格
を強め、人々が同じ問題意識に沿って自立的に繋が
りを形成するためのプラットフォームとして利用さ
れるようになった。そうして形成された繋がりはさ
らに、ICT によってエンパワーメントされる事で実際
に社会に変化をもたらすようになってきた。そして
今後は、ICT は CSR の実施と拡大を支える主要な技
術として新たな社会の実現に貢献していくと考えら
れるのである。例えば、CSR の重要な取組みの一つ
であるアカウンタビリティは ICT、特にインターネッ
ト無しには十分に展開しえなかったであろう。この
ように ICT が CSR の展開に与える影響をより理解す
ることで、ICT の社会へ与える多様なインパクトの一
片を理解する事にも繋がるだろう。

3.

CSR の調査

本章では、実際に現在企業が取り組んでいる CSR
を調査し、消費者市民を巻き込む CSR が展開されて
いるかどうか、その現状と課題を探る。
3.1. CSR 評価項目の検討
流通業が取り組む CSR を調査/考察するために、ま
ず CSR の評価基準を検討する。本研究では CSR の具
体的な活動に関する評価項目として、ISO26000 の項
目を採用した。ISO26000 は企業・公共団体・NGO な
どの様々なステイクホルダーによって約 10 年間に渡
って議論され、2010 年に発行された組織の持続可能
な発展への貢献を助ける為の、社会的責任に関する
国際的ガイドラインである。ISO26000 では CSR の項
目を７つの中核課題としてまとめており、全ての活
動のベースとしての「組織統治」、その他の具体的
な課題として、「人権」「労働慣行」「環境」「公
正な事業慣行」「消費者課題」「コミュニティへの
参画及びコミュニティの発展」を挙げている。これ
らの具体的な課題は、「人権」の項目以外全てステ
イクホルダー毎に分類されている。他のガイドライ
ンでは環境に関する項目しか記載されていなかった
り（環境報告ガイドライン）、分類のレベルが統一
さ れ て い な か っ た り し て い る が （ Sustainability
Reporting Guidelines）、ISO26000 は CSR 項目が網羅
的であり分類のレベルも統一されている。また、実
際に企業が CSR に対してどのような姿勢で取り組ん
でおり、どのような CSR に重きを置いているか等の
実態を評価するために谷本寛治（2006）が提唱して
いる次のような評価基準についても本研究の調査項
目に加えた。
①経営トップの CSR への明確なコミットメント②
事業にとって重要な CSR の特定③課題解決に向けた
パフォーマンスの把握と適切な報告④ステイクホル
ダーへの関与、アカウンタビリティの観点⑤第三者
によるコメント
このように本研究では ISO26000 の CSR 項目に加え、
谷本寛治の評価項目について、その記載の有無と内
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容を評価することで、CSR への取組みの総合的な評
価を試みる。
3.2. 実態調査
谷 本 寛 治 の CSR レ ポ ー ト 評 価 基 準 の ５ 項 目 、
ISO26000の７つの中核主題とその主要な課題について、
それらがCSRレポートもしくはWEB上に明確に記されて
いるかどうかを、日本の小売業のうち売上上位20社を
対象に調査を行った(表・１)。表の左側にはCSR評価
項目、上側に小売業20社を並べている。小売業20社は
その売り上げの高い順に①から⑳の番号で示し、表の
下部に対応する企業名を記載した。また、各企業ごと
にCSR評価項目が何項目記載されていたかを“網羅
性”として下部に記載し、各CSR評価項目ごとに何社
がそれを記載していたかを“普及度”とし右側に記載
した。これらの“網羅性”と“普及度”について、そ
れぞれの数値自体に厳密な意味を見出すことは困難で
あるが、おおよその傾向を把握するというレベルでは
有意味な数値であると考えられる。
3.3. 調査結果
いくつかの項目についての調査結果を次にまとめる。
・谷本寛治のCSRレポート評価基準
【経営トップのCSRへの明確なコミットメント】
（普及度:15）
CSRの取組みの軸となる要素である。企業独自の方
針を掲げているところから、一般的な言及に留まって
いる所まであった。また、明確なコミットメントを記
載していない企業の網羅性は平均で3.6であり、記載
されている企業に比べて極めて低かった。このことか
らも、経営トップのCSRへのコミットメントがCSR推進
において重要であると言える。
【課題解決に向けたパフォーマンスの把握と適切な報
告】（普及度:12）
多くの企業が環境、特にエネルギーに関しては定量
的な目標設定とパフォーマンスの把握を行っていた。
本来ならば、労働慣行やコミュニティへの参画及びコ
ミュニティの発展などの項目においても、明確な目標
の設定と、パフォーマンスの把握を行うべきであるが、
それらの項目に関しては十分ではなかった。

【第3者によるコメント】（普及度:5）
この項目は普及度が5とかなり少なかった。記載さ
れている場合は専門家によるコメントと、読者アンケ
ートのどちらかが記載されていた。CSRを企業からの
一方的な取組みとしてではなく、社会と企業の関係性
の構築として展開していくにあたっては、このような
客観的な視点を積極的に取り入れていことは重要であ
る。
・ISO26000の7つの中核主題と課題
【環境：環境保護、生物多様性、自然生息地の回復】
（普及度:19）
環境配慮活動や環境配慮商品の展開、リサイクル推
進などがほぼ全ての企業で取り組まれていた。
【公正な事業慣行：バリューチェーンにおける社会的
責任の推進】（普及度:10）
バリューチェーンを巻き込んだCSRの展開はあまり
多くはなかった。取引行動指針の策定とその監視など
が主な取組みであった。
【消費者課題：持続可能な消費】（普及度:6）
取組みとしてはフェアトレード商品や地域の特産品
などの販売などがあったが、普及度は6とかなり低く、
消費活動を通じたCSRはまだ十分に展開されていない
と言える。
【消費者課題：教育及び意識向上】（普及度:8）
普及度は8とかなり低かった。取組みとしては食育、
環境教育などのイベントの企画が多かった。
3.4. 調査全般に関する評価
ISO26000の７つの中核課題のうち、“環境”と“コ
ミュニティへの参画及びコミュニティの発展”は普及
度のポイントが高かった。これらは、植林や清掃など
のCSRの初期から展開されてきた取組みが多くみられ
たためであり、一般的な企業のCSRは未だにこのよう
な消極的な取組みが主流であると言えるだろう。また、
“公正な事業慣行”や“消費者課題”などは普及度の
ポイントが低かった。消費者や取引先との関わりとい
う点では小売業の特性を活かした、小売業だからこそ
できるCSR、すなわち消費者やバリューチェーン全体
を巻き込むCSRの展開が期待されるのだが、現状はま
だ駆け出しという所であった。

小売業 売上 上位20社
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳
①経営トップのCSRへの明確なコミットメント
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
②事業にとって重要なCSRの特定
谷本寛治の
1 1 1 1 1 1 1
1
1
1 1
CSRレポート
③課題解決に向けたパフォーマンスの把握と適切な報告
1 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1 1
評価基準
④ステイクホルダーへの関与、アカウンタビリティの観点
1
1 1 1 1 1 1
1
1 1
⑤第３者によるコメント
1 1 1 1
1
組織統治
組織統治の概説
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
1 1
1
人権
差別及び社会的弱者
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
1
1 1
雇用および雇用関係
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
1 1
1
労働慣行
職場における人材育成および訓練
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1
気候変動の緩和及び気候変動への適応
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1
環境
環境保護、生物多様性、自然生息地の回復
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
ISO26000の
バリューチェーンにおける社会的責任の推進
1 1 1
1 1
1
1 1
1 1
公正な事業慣行
７つの中核主題
汚職防止
1 1 1 1 1 1
1
公正なマーケティング、事実に即した偏りのない情報、及び公正な契約慣行 1 1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1
持続可能な消費
1 1
1
1 1
1
消費者課題
消費者の安全衛生の保護
1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1 1
教育及び意識向上
1
1 1
1 1
1
1
1
コミュニティへの参画 コミュニティーへの参画/富及び所得の創出
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
1 1 1 1
1 1
及びコミュニティの発展 教育及び文化
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
計(網羅性） 17 18 17 17 16 13 14 15 13 6 5 12 7 17 13 11 16 0 4 4
①セブン＆アイ・ホールディングス②イオン③ヤマダ電機④三越伊勢丹ホールディングス⑤Ｊ．フロント リテイリング⑥ファーストリテイリング⑦ユニーグループ・ホールディングス⑧高島屋⑨ダイエー⑩エディオン
⑪ケーズホールディングス⑫ドン・キホーテ⑬ビックカメラ⑭イズミ⑮エイチ・ツー・オー リテイリング⑯ライフコーポレーション⑰ローソン⑱しまむら⑲ＤＣＭホールディングス⑳マツモトキヨシホールディングス

表・１ 小売業20社のCSR実態調査
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計
（普及度）

15
11
12
10
5
14
13
14
13
17
19
10
7
14
6
12
8
17
18
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3.5. 特徴的なCSRの取組み
本調査の中で注目した特徴的なCSRを次にまとめる。
・お客様の社会貢献活動の支援
ローソンはCSRへの取り組み方針として「自らの環
境保全活動」だけでなく、「お客様の環境保全・社会
貢献活動の支援」を挙げていた。これはまさに、本研
究で着目する消費者市民を巻き込むCSRであるが、実
際の取組みについて見るとローソンのポイントカード
を社会貢献活動に対して利用できるというもので、消
費活動と社会貢献活動をダイレクトにつなぐような取
組みではなかった。
・企業理念をCSRで実現
三越伊勢丹ではCSRの一環としてグローバルグリー
ンキャンペーン（エコや社会貢献を積極的に行ってい
るブランドをピックアップし紹介するキャンペーン）
やジャパンセンシズ（日本の伝統を守るために、それ
らの商品を紹介する取組み）という取組みを行ってい
る。これは上質であたらしいライフスタイルを創造す
るという自社のグループビジョンの実現を、環境・社
会への配慮や文化保存というCSRの価値観と結びつけ
て展開している取組みであると評価できる。
・非市場領域での関係性構築
エイチツーオーリテイリングでは、親子参加型のワ
ークショップやマタニティの方へのサポート企画など
の「かぞくのアトリエ」という取組みを行っている。
百貨店の主な顧客層である40歳代や50歳代の多くは子
供を持つ家族であり、まさにこの活動のターゲットと
一致している。CSRによって築かれる非市場領域での
消費者との良好な関係が、事業活動の支持に繋がる取
組みである。
・高度なICTによるCSRの実現
セブン＆アイ・ホールディングスでは、レシピマス
ターシステムという、生産から販売までの原材料の流
れを統一的に管理し食品ごとに使用されている原材料
の産地などを詳細に把握するシステムを導入しており、
これによって商品の安心・安全の確保や消費者への適
切な情報開示などの社会的責任を果たしている。この
システムは生産システムと品質管理システムという異
機種間システム連携の日本で初めての事例であり、
ICTの発展によって初めて可能になった取組みである。
・自社リソースを活かしたＣＳＲ
ファーストリテイリングはグラミン銀行と提携し、
バングラディッシュで服の生産から販売まで現地で完
結する仕組みを構築している。自社が行ってきた衣類
の製造から販売までのノウハウ＝自社リソースを活用
した取組みである。またファーストリテイリングは、
日本で稼働している生産システムを海外向けに稼働す
る事で、スムーズな海外展開を果たしており、ここで
もICTのメリットが活かされている。

る事がどの程度有効に取り組まれているかが分からな
い、という本質的な限界がある。その一例として、本
調査の対象でもあるファーストリテイリングは社員に
対する極端な合理主義によって3年以内離職率が約5割
である事や、サービス残業の慢性化などが指摘されて
いるが(東洋経済ONLINE, 2013)、本調査では労働慣行
に関する項目を記載しているというポジティブな評価
となっている。実際にCSRレポートには途上国の製造
委託先の労働慣行などについて記載されているのだが、
国内店舗勤務の正規社員に対する労働慣行については
明記されていなかった。このような、CSRレポートの
情報の偏りを修正していく事がCSR展開の今後の課題
でもある。

4.

結論

本研究では、流通業の消費者市民を巻き込むCSRの
展開に対する期待を示したが、実際の企業の取組みは
未だ、CSRの初期から展開されてきた消極的な取組み
が主流であった。しかし、特徴的な取組みとして取り
上げたような、事業に組み込まれたCSRや消費者市民
を巻き込むCSRもいくつか展開されてきており、企業
が様々な取組みを模索している段階であると言える。
また様々な取組みにおいてICTが、コミュニケーショ
ンツールとしてや高度な産業システムとして利用され
ており、ICTの発展がCSRの展開を支えている事が確認
できた。今後もICTを基盤技術として様々なCSRが実践
され、その中から本格的なCSRの展開に向かっていく
と考えられる。
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１．はじめに
本論文は，日本における医療機器分野でのバーシン
ボルおよび統一商品コード普及の経緯と関連研究につ
いて俯瞰し，整理することを目的とする．
複雑で多様な世界を，多様なまま維持しつつ非効率
を解消していくためには何らかの標準が必要となる．
それはあるときは海上貿易に使用される規格の決まっ
たコンテナであり，またはは言語を超えて取引の内容
を誤解なく伝え合うコード体系である場合もあるだろ
う．医療機器はその種類，サイズ，使用状況などに実
に多くのバリエーションがあり，標準化された方法で
効率的に管理するに値する．
バーシンボルおよび統一商品コードは，食品などの
家庭向け一般消費材については，コンビニエンススト
アやスーパーマーケットにおけるPOSシステムの利用
拡大により，1970年代終盤より急速に普及が進んだが，
医療機器業界において利用が本格化したのはそれより
も15年から20年程度遅れてのことである．具体的には
1998年に業界としての基本方針（一般財団法人流通シ
ステム開発センター，2013，p.120）が決定され，さら
にそれから10年経過した2008年に厚生労働省通知（厚
生労働省医政局経済課，2008）の形で対応の期限が定
められ，関係者への周知徹底が図られた．現在はそれ
から5年が経過しているが，まだ解決すべき課題が残
されている状況である（厚生労働省医政局経済課，
2011）．しかし，医療や健康，同時にその安全性への
関心が高まる現在，治療や検査に使用された医療機器
の記録を電子的に行うことを可能にするテクノロジー
は医療従事者と医療サービスを受ける側の双方におい
て有用であり，日本におけるEHS（Electronic Health
Record＝電子健康記録，生涯健康記録）導入に向けて
も重要な要素となると考えられる．
少子高齢化社会において，従来以上に国民医療費管
理の意義が増す中，医療に使用される物品の製造，流
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通，在庫の無駄を減少させると同時に必要十分な供給
を実現し，また，将来に向けた製品開発においても蓄
積されたデータの活用は期待されるところである．ま
た，不具合や医療事故発生の際にも正確な電子記録は
原因究明や再発防止の拠り所となる．
今回は特に製品を供給する側からの視点に基づいて
論じる．20余年におよぶ普及の経緯と関連研究を評価
することで，今後の展開に向けて何が必要となるかを
考察する足がかりとしたい．
本論文は，以下のように構成される．第2節はバー
シンボル全般の導入の歴史について概略的に振り返り，
医療機器業界での導入に先立ってどのような状況があ
ったかを概説する．第3節においては医療機器業界に
おけるコード表示研究の始まりとその背景について明
らかにする．第4節では1990年代末に日本の医療機器
業界として統一方針が決定された当時の状況について
述べる．第5節ではそれまで業界団体のルールという
位置づけだったコード表示が実質的に義務化された経
緯について，また続く第6節では現在の医療機器コー
ド表示の状況について論じる．第7節と第8節では以上
を踏まえた考察と今後に向けた意見を述べる．

２．一般消費材流通におけるバーシンボルおよ
び統一コードの普及
ここでは，医療機器業界についての俯瞰に先立ち，
食品や家庭用品などの一般消費材業界，特にコンビニ
エンスストアやスーパーマーケット業界におけるバー
シンボルおよび統一商品コード導入の歴史について簡
略的に振り返ってみたい．１
そもそも光学的に数値や文字などの情報の識別を可
能にするバーシンボルは，1949年に米国で発明された
（小塚，1996，p.106）．当時米国の小売りにおいては，
「多品種，多量の商品の管理，カードや現金，小切手
など複数の支払い方法，州により異なる税率への対応
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などによる非効率が経営上の大きな課題となっており，
商品の仕入れや在庫管理などの他，レジにおける精算
など販売時点（Point of Sales : POS）での合理化，省力
化が求められるようになっ」（小塚，1996，pp.103104） て い た ． レ ジ の 自 動 化 に 関 す る 最 初 の 論 文 は
1932年の全米食品チェーン協会専務理事，W.フリント
のものが知られている（小塚，1996，p.106）．光学的
読み取り装置を使った最初の店頭実験は1972年に実施
され，翌年にはUPC（Universal Product Code）コード
が制定された（小塚，1996，p.106）．このコードは12
桁の数字からなっており，米国およびカナダにおいて
企業（団体）とそれぞれの商品を特定することができ
る基本的なルールが決定された．これにより，それぞ
れの企業が別々に商品開発を行ってもコードが重複す
ることは起こりえず，製造元から中間流通を経て小売
りで商品が消費者に引き渡されるまで，ひとつの商品
コードで集計を行うことが可能になったのである．な
お、製造メーカーにおいてコード付与とバーシンボル
表示を行うことをソースマーキングという．また，製
造メーカーではなく，店舗などで独自の体系に基づく
表示を行うことをインストアマーキングと呼んで区別
している．
欧州において規格統一の動きが具体的に始まったの
は，翌1974年のことである．国際チェーンストア協会
が 中 心 と な り EANA （ European Article Numbering
Association：ヨーロッパ統一商品コード機構）の会議
が開催され，1977年には国際EAN（European Article
Number）協会が設立され，EANコード体系が定めら
れた．これは，先の北米におけるUPCとほぼ同じコー
ド体系を適用したが，国を識別するために桁数を1桁
増やし，13桁のコード体系（GTIN-13, GTIN=Global
Trade Item Number）となった（小塚，1996，p.108）．
一方，日本においても1960年代末には流通システム
化の流れが始まっていた．1972年，通商産業省（当
時）は消費者保護と流通近代化の観点から流通分野の
システム化が必要であるとして財団法人流通システム
開発センターを設立した．1977年には共通商品コード
および共通取引先コードの管理，啓発指導，研究開
発・調整を目的として同センター内に流通コードセン
タ ー が 開 設 さ れ た ． 翌 1978 年 に は 日 本 を 代 表 し て
EANAに加盟し，国コード「49」を取得した．今日主
な流通業界で使われている「JANコード」はこのとき
EANのEurpeanをJapanに置き換えて命名された（財団
法人流通システム開発センター編，1997，pp.22-23）．
POSとバーシンボルの利用が急拡大したきっかけは
1982年秋のコンビニエンスストア・（株）セブン‐イ
レブン・ジャパンの一斉導入だった．このとき同社は
すべての取扱商品メーカーに対しJANコードのソース
マーキングを要請した．1982年末のJAN取引先コード
登録企業数は217，1年後の1983年末は1,744であり，実
に8倍強となっている（財団法人流通システム開発セ
ンター編，1997，p.40）．
その後，JANコードおよびバーシンボルは急速に利
用 範 囲 を 拡 大 し ， 特 に JAN コ ー ド に つ い て は EDI
（Electronic Data Interchange，ここでは特に企業間の電

子的な受発注データ交換システムのこと）における商
品コードとして採用されたことから，それまでのPOS
用という狭いイメージから取引のための共通コードと
しての認識，利用が進んだ（財団法人流通システム開
発センター，1997，pp.45-46）．

３．医療機器業界におけるコード表示研究のは
じまり
今回の研究の対象とする医療機器とは，薬事法にお
いて「人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予
防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構
造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされてい
る機械器具等であつて、政令で定めるもの」（薬事法
第2条第4項）と定義されているものであり，具体的に
は救急用絆創膏やコンタクトレンズ，外科手術用縫合
糸，手術用鋼製小物，滅菌器，血管内治療用機器，人
工骨，人工関節，自己血糖測定器など，用途，形態，
使用方法において様々な様態をもつものである．
手術室で使用される鋼製小物（鉗子などの手術用器
械）にバーシンボルを表示して管理する方法について
の論文は1990年以降から確認することができる．これ
らの物品は洗浄および滅菌の工程を経て繰り返し手術
で使用されるものであり，術前の器械セット準備にお
ける確認，使用回数や破損の状況の把握，追加発注な
どにおいてのバーシンボル（バーコード）の有用性が
認められていた．試験における読み取りにはまだ課題
があったものの，物品を特定して記録を保持するとい
う将来に向けての価値は十分に確認できていたと言え
る（小林他，1990）．
鋼製小物以外の医療機器（消耗品）へのバーコード
利用の検討については1992年の鈴木らの論文を確認す
ることができる．当時すでに多量，多種，高額となっ
ていた手術関連製品の在庫管理を強化するためにシス
テム開発を行い，これについて報告した．なお，当時
はまだ業界での標準コード体系が定まっていなかった
ため，この時点で使用されたコードはソースマーキン
グされた共通商品コードではなく，インストア（イン
ホスピタル）マーキングであり（鈴木他，1992），補
医療機関や製造メーカーとの照会，照合には利用でき
なかった．
1993年には業界VAN（主に受発注の取引情報が対象
のEDI）構築を目指した団体であるJ-MENET（ジェイ
メネット，現＠MDNet）が設立され，データ通信に用
いる商品コードとしてJANコードが採用された（酒井
他，1993）．これとほぼ時期を同じくして酒井らによ
り，医療機関内で発生する手間，中間流通業者と医療
機関の間での受発注処理の効率化，納期検索の容易性
などの点から製造メーカーによるソースマーキングの
重要性が報告され，取引データ上だけでなく実物にも
同じコード体系のバーシンボルが表示されることによ
って院内での利点があることも確認されていた（酒井
他，1993）．また同時に，輸入医療機器等にJANコー
ドとは異なる体系のバーシンボルが表示されているこ
とによる不便も認識されており，輸入代理店（現行の
薬事法においては製造販売業者）によるJANコード採
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番の必要性も強調されていた．なお，J-MENETによる
VANが稼働したのは1995年のことであり，取引データ
中の商品コードは予定通りJANコード（GTIN-13）が
採用された．

４．業界方針の決定
1998 年，医療機器・材料の業界団体である日本医療
機器産業連合会では，「業界統一商品コードとして
JAN コ ー ド を ， 医 療 機 器 へ の 印 刷 表 示 と し て
UCC/EAN-128（現 GS1-128）バーコードを採用する」
との業界決定を行った（一般財団法人流通システム開
発センター，2013，p.120）．JAN コードは他業界で
使用されているものと同様に商品を特定するものであ
るが，EAN-128 バーコードは JAN バーシンボルと異
なり，AI（Application Indentifier＝アプリケーション識
別子）によりロット番号や有効期限，シリアル番号な
どの様々な可変情報をバーシンボル中に保持すること
ができる（一般財団法人流通システム開発センター，
2013，pp.120-121）．医療機器のように人体への直接
の影響が考えられる物品に関しては，トレーサビリテ
ィ確保や期限切れ製品の誤用防止の観点から，目視で
はなくコンピュータシステムによる自動的な制御が期
待された．また，商品コードにあたる部分が従来の
JAN コードよりも前方に 1 桁長く 14 桁（GTIN-14）に
なり，その 1 桁に梱包識別インジケーター（PI）を格
納することで，複数の梱包形態を持つ商品の在庫や流
通に使用することができる（一般財団法人流通システ
ム開発センター，2013，p.13）．一方，ロット番号や
有効期限の情報は可変情報であるため予めパッケージ
に固定印刷しておくことはできず，製造メーカーは印
字を製造ラインの中で行うか，もしくは製造（または
輸入）後に別工程でバーシンボルの印字や貼付を行う
必要があり，製造メーカーにとってはプロセス変更や
コスト増などの影響が見られた．
2000 年には業界統一の医療機器マスターデータベー
ス構築に着手し（一般財団法人流通システム開発セン
ター，2013，p.120），2005 年には一般財団法人医療
情報システム開発センター（1974 年に当時の厚生省お
よび通商産業省の認可を受けて設立）が運営する「医
療機器データベース」への登録が製造販売業者の責任
において行われることになった．

	
 
５．厚生労働省通知
2000 年代に入り，国際的整合性や新技術に即した薬
事行政の必要性が高まり，2002 年改正・2005 年施行
の改正薬事法が成立した．この中では他の改正に併せ
て医療機器の特性に応じた安全対策の見直し等が行わ
れ（厚生労働事務次官通知，2002），製品を正確に特
定して同時にその特性（クラス分類等のリスク評価）
を把握することが重要となった．
2008 年，厚生労働省医政局経済課は「医療機器等へ
の標準コード付与（バーコード表示）の実施要項」を
通知し，医療機器業界と行政が協力してすでに業界内
で方針決定していたバーコード表示とデータベース登
録を推進していくことが示された（一般財団法人流通
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システム開発センター，2013，p.120，厚生労働省医政
局経済課，2008）．改正薬事法では製造販売元におけ
るトレーサビリティ確保が義務づけられたこともあり，
製造，保管，流通，使用の各段階でロット番号等も含
めた製品の詳細情報を把握，保管するためには，バー
コード等の利用は運用上必須のものとなっていた．不
具合発生時の回収などに際してもこれらの情報は重要
な手がかりとなるものとなった．

６．現状
(1)日本における対応状況
2012 年 9 月末時点における「医療機器等における情
報化進捗状況調査」（厚生労働省医政局経済課，
2013）では，医療機器における JAN コード取得割合
は 99.1%，消耗材料においては 96.8%，体外診断用医
薬品に関しては 100%となっている．また，販売単位
でのバーコード表示割合はそれぞれ医療機器 97.6%，
消耗材料 88.4%，体外診断用医薬品 99.7%である．医
療機関における使用単位である個装（最小包装）単位
のバーコード表示割合は医療機器 81.1%，体外診断用
医薬品は 92.5%である（消耗材料については調査な
し）．医療機器データベースへの商品コード登録状況
は，医療機器 80%，消耗材料 65%，体外診断用医薬品
65.7%となっている．
医療機器データベース自体は今のところ EDI のデー
タ照合や医療機関に対する自動的な情報配信を行って
いないため，各製造販売業者や中間流通業者，医療機
関はそれぞれにマスターデータを管理しているケース
が多く，バーコード表示のみであっても流通でこれを
利用することは可能である．データベースはホームペ
ージから参照またはダウンロードが可能になっている．
また，同一の製品を複数の流通経路で取り扱うことも
あるため，製造販売業者が採番したコードのみでは中
間流通業者で価格の識別などが困難な場合がある．こ
の場合はそれぞれがコンピュータシステムに工夫をし
たり，人間系の処理によって対応を行っている．
また，「医療機関におけるバーコードの利用状況は、
一部の先進的医療機関や SPD を導入している医療機
関ではバーコードを利用している」状況である（厚生
労働省医政局経済課，2011）．
(2)海外における動向
2002 年に米国およびカナダが国際 EAN 協会に加盟
し，同協会が世界で唯一の流通標準化機関となり，
2005 年には名称を GS1（Global Standard One）に改め
た（一般財団法人流通システム開発センター，2013，
p.151）．また，GS1 は医療業界における課題を集中的
に 検 討 す る た め に 2005 年 HUG （ Healthcare User
Group）を立ち上げた（2007 年に GS1 ヘルスケアに改
称）（一般財団法人流通システム開発センター，2013，
p.181）．この組織には加盟各国の保健当局が関与して
いる．
従来，米国において医療機器は，1983 年に設立され
た HIBCC(The Health Industry Business Communications
Council)で定められた HIBC(Health Industory Bar Code)
Standard というバーコード体系を使ってきた．これは
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EAN-128 バーコードよりも表示のためのスペースが狭
くて済むなどの利点があった．しかし，米国の FDA
（Food and Drug Administration＝米国食品医薬品局）
は 2013 年より，GS１ヘルスケアとの整合性を持つ
UDI 規制を施行し，医療機器を特定するための標準コ
ード体系の制定，標準データベースの構築に着手する
予定である（Food and Drug Administration, 2012）．医
療機器のリスク（クラス分類）に応じて対応時期が異
なるが，早いものでは 2013 年から対応が義務づけら
れると発表されている．これにより米国へ輸出を行う
国内メーカーは同対応を迫られ，米国から日本へ輸入
を行っている企業では新しく正式に製造元で採番され
た共通商品コードとこれまで日本国内で使用していた
JAN コードの統合をどのように図っていくかが新たな
課題となると考える．

供給側が新たに対応すべきこともさらに見えてくるで
あろうし，電子データとしての利用価値についての評
価も可能になるだろう．医療の履歴を記録する場合，
記録が実施されたりされなかったりではそのデータの
価値が減少すると考えられる．高額なシステム開発投
資が可能な医療機関だけではないので，医療記録を簡
易的かつ電子的に記録する方法の構築など，なんらか
のサポートも必要になるだろう．これらのことを明ら
かにするためにも今後も網羅的な研究が必要だと考え
る．
	
 

補	
 注	
 
1

日本におけるバーコード普及全般の歴史については，橋本，

（1998）が詳しい．
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テクノ依存症傾向の新型うつ傾向に及ぼす影響に関する研究
Research on Influence on New Type Depression Tendency Caused
by Techno-centered Tendency
○坂部 創一 1，山崎 秀夫 2
Soichi SAKABE, Hideo YAMAZAKI
1
2

創価大学大学院工学研究科
浜松大学健康プロデュース学部

Soka University graduate school of engineering
Faculty of Health Promotional Sciences Hamamatsu University

Abstract The main purpose of this study is to compare the risk exposure of a techno-centered tendency in
the informational environment to depression and new type depression tendency. It was investigated and
analyzed by the structural equation model based on questionnaire surveys of university students in the
information sciences. The result verified that the deteriorating techno-centered tendency causes the increase
more in the new type depression tendency, in comparison with depression. We also proved that the influence
depend on the purpose of the internet use. As a preventive measure against the depression tendency in the
information society, we concluded that it is essential to prevent techno-centered and refrain from using the
internet for escaping from reality.
キーワード

新型うつ，ストレス，テクノ依存症，QOL，共分散構造分析

１．はじめに
本稿では，情報環境への過剰依存により，QOL を低
下させてしまうテクノ依存症傾向と，近年青年層で増
加し深刻な社会問題となっている新型うつ傾向との
関係性を分析する。これは，従来型うつと対照的な以
下のような行動パターンを示す。主として仕事や勉学
をしようとする時にのみ強い疲労感や不調感を訴え
ることが多く，自責感に乏しく他罰的でその不調を会
社(学校)や上司・同僚(教師・友人)のせいにしがちで
ある。これは，仕事熱心で責任感が強く，協調性があ
り他人に気を遣い自責的な傾向を示し，常時抑うつ傾
向を示す従来型うつ病患者の特徴とかなり異なって
いる 1)。このような，新型にみられる逃避的傾向と非
協調的傾向は，PC の過度の現実逃避目的の利用がテ
クノ依存症傾向を悪化させることで，現実人間関係に
支障をきたして孤独感が増す傾向を示した分析例 2)
と共通点がみられ，一般的なストレスよりもテクノ依
存症傾向のうつ傾向に対するさらなる強い悪影響も
示唆している。しかしこの研究のモデル分析では，う
つ傾向の従来型・新型の内訳は不明である。本稿では
このモデルを基に，テクノ依存症傾向は従来型よりも
新型のうつ傾向に悪影響を与えると推測し，調査分析
と検証を行った。このような視点からの計量的分析は，
前例がない。

２．研究の方法
(1)研究の手順
新型うつ傾向とテクノ依存症傾向の関係について
の理論仮説を設定し，それを検証するため作業仮説を
設定する。その作業仮説にもとづいて，調査票の構成
と作成を行い，調査を行う。この調査データを使用し
て，相関分析，多変量解析(因子分析，主成分分析，
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共分散構造分析)，各種検定を行い，仮説を検証した。
(2)理論仮説の設定
ここでの理論仮説は，「テクノ依存症傾向が高い学
生ほど，従来型うつよりも新型うつ傾向を示す」であ
る。テクノ依存症傾向は，パソコン(以降，PC と記述)
への依存のレベルを簡易的に判定する尺度値を意味
する。この尺度値が高いほど，テクノ依存症になる危
険性が高まることが臨床的に検証されている 3)。テク
ノ依存症であるかどうかは，専門医の面接診療で最終
判断されるので，本稿では尺度値が高くなることをテ
クノ依存症傾向と表現する。上記の仮説の根拠を，テ
クノ依存症や各要素の特徴と定義をふまえながら以
下に示す。テクノ依存症は，PC の利用者が，PC にの
めり込むことにより，人間としてのアイデンティティ
を失った症状で，過剰適応の一種であり，現実の生活，
人間関係からの逃避でもある。その結果，寝不足で体
調や生活が乱れ，会社や学校で遅刻・欠勤を繰り返す。
また人間的な感性が乏しくなって機械的な思考をす
るようになる傾向を示す 4)。重症化した症例としては
睡眠不足からくる全身疲労感，不安・緊張・恐怖・焦
燥，不眠症やうつ状態等が報告されており症例によっ
ては治療効果が現れないケースもある 5)。
新型うつ病とは，真面目で協調性のある性格の人が
罹患しやすい従来型に対して，対照的な性格をもちな
がら抑うつ傾向を主病像として呈する下記の提唱さ
れた病態の総称である。それは，
「逃避型抑うつ」6)，
7)
「現代型うつ病」 ，「未熟型うつ病」8)，「ディスミ
チア(気分変調)親和型うつ病」9)であり，名称は異な
るものの，共通する主な性格は「逃避的傾向」と「非
協調的傾向」であり，従来型うつの定型からはずれる
という意味で非定型うつ病とも表現される。なお，新
型うつ病は正式な病名ではないが既に書籍や論文タ
イトルにも使用されていることから，本稿でも便宜的
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総称としてこの名称を用いることにする。新型うつに
表 1 調査項目一覧(各構成概念)
NO （人間関係良好度）
（総合化のための第一主成分固有ベクトル）
関する全国的な調査である NHK 取材班が上場企業 227
0.54
7 社に実施したアンケート調査の結果，65%の企業に 1 喜びや苦しみを共有できる友人に恵まれている
2
気軽に相談できる人に恵まれている
0.52
新型うつと見られる社員がみられた。また，新型は性 3 側にいてリラックスできる友達は多い
0.50
0.44
格的な問題が絡むうつなので，なかなか薬が効きにく 4 現実生活での友人は多い方だ
（ＳＮＳ活用度）
く慢性的に悪化するケースも多いという臨床医の見
1
SNS から情報をたくさん得ている
0.59
解も示されている 10)。
2
SNS(mixi、facebook、twitter、モバゲーなど)を利用している
0.58
0.57
大学生においても学生の抑うつ傾向が，近年増加 3 SNS で友人(ネット友人やメル友も含む)と会話している
（動画サイト利用度）
11)
傾向にある 。しかし，大学生のうつ傾向の集団的 1 動画サイトで動画をよく見る
0.59
調査で，従来型と新型の区別をした調査報告例はみあ 2 動画サイトで動画を見るのが好きだ
0.61
0.53
たらず，参考にできるのは個別の臨床例の報告のみで 3 時間さえあれば動画サイトで動画を見たい
（孤独感）
1)
ある 。これは，新型うつへの注目が高まったのが近 1 私には頼りにできる人が誰もいない
0.46
年のことであり，両者のうつ傾向を判別可能な信頼 2* 私には親密感のもてる人たちがいる
0.37
0.48
性・妥当性検証済みの一般利用可能な尺度も公表され 3 私は，疎外されている
4
私は，他の人たちから孤立している
0.46
ていないことが原因であると思われる。新型うつの増 5 私には知人がいるが，気心の知れた人はいない
0.45
加は，ストレスの負荷が高まる青年層の社会人に特有
（テクノ依存症傾向）
0.28
の傾向ではなく，前述のうつ傾向の増加傾向がみられ 1 パソコンをよく活用する(パソコンゲームを含む)
2
パソコンは好きである(パソコンゲームを含む)
0.30
る大学生においても予備軍的に潜在化していると思 3 パソコンの前に座るとほっとする
0.37
われる。新型うつ傾向における「抑うつ傾向」の測定 4 パソコン作業に没頭して時間を忘れたり，ほかの用事を忘れたり 0.34
には，種々のライフサイクルにある対象の精神的健康 5 することがある
イエスかノーかをはっきり言わない人にイライラする
0.11
度の評価にも用いられている Zung 自己評価式抑うつ 6 話をするときは結論を早く言ってほしい
0.11
0.06
尺度(Zung Self-Rating Depression Scale,以降 SD 7 自分に無駄なことにエネルギーを使いたくない
8
パソコンや人の反応が遅いとイライラする
0.11
S)を使用した。本研究ではうつ病を診断するのではな 9 長時間パソコン作業をした時は周囲の状況をすぐに把握できない 0.23
0.08
く，SDS を用いての抑うつ傾向の程度をはかることを 10 日ごろ急いで歩くことが多い
0.34
目的とする。なお抑うつ傾向とは，抑うつ気分，興味・ 11 パソコン作業の後もなかなかパソコンのことが頭から離れない
12
パソコン作業中に話しかけられたりすると腹が立つ
0.31
喜びの喪失，意欲低下，判断力・決断力の低下，自己 13 インターネット上だけの友人の数が現実生活の友人より多い
0.28
評価の低下，不眠，食欲低下などの症状を指す。これ 14 インターネット上での交流の方が現実生活での人との交流よりも楽しい 0.33
0.28
に，前述した新型うつになりやすい傾向の性格的要素 15 インターネット上で実名や素性を知らない友人が多い
（掲示板）
である「逃避的傾向」と「非協調的傾向」の要素を加 1 掲示板を利用している
0.52
0.45
えた新型うつ傾向尺度を新たなに作成し，「抑うつ傾 2 掲示板でコメントを書くことがある
0.52
向」を含めた三要素の得点パターンから，従来型うつ 3 掲示板でコメントをよく読んでいる
4
暇なときに掲示板を見ることが多い
0.50
も判別できるようにした。
（抑うつ傾向）
(3)作業仮説の設定
1
気が沈んで，憂うつだ
0.38
0.35
前述した理論仮説を検証するために，複数の構成概 2* いつもとかわりなく勉学をやれる
3*
日頃していることに満足している
0.49
念を提示し，それぞれに観察可能な調査項目群を作業 4* 生活はかなり充実している
0.51
0.48
仮説として設定した。この構成概念が，理論仮説で設 5* 気持ちはさっぱりしている
（逃避的傾向)
定した関係性を示すかどうかを検証することになる。 1* レポートや課題を早めに終わらせる方だ
0.41
ネットの利用目的は，精神的健康との関連研究で取り 2* 嫌いなことでも避けずに向きあう方だ
0.46
0.43
上げられることが多い「娯楽のため」
（以降,娯楽目的）， 3* 約束を守る方だ
4*
目的達成のために努力している
0.46
「現実逃避のため」
（以降,現実逃避目的）
，
「コミュニ 5* 学習意欲は高い方だと思う
0.48
（非協調的傾向)
ケーションのため」
（以降，CM 目的）
，
「情報収集のた
1*
よく他人に感謝する
0.47
め」
（以降,情報収集目的）と４項目に分類した。なお， 2* 愛や友情を大切にしている
0.48
今回のネット利用は PC に限定せず携帯電話やスマー 3* 仲間意識は強い方だ
0.46
0.30
トフォンも含まれている。抑うつ傾向尺度 SDS と孤独 4* 場の空気を読み、合わせようとすることが多い
5*
他人といざこざがあったとき、自分に非があると思ってしまう方だ 0.24
感尺度改訂版 UCLA の簡略版，テクノ依存症傾向，
6*
円滑な人間関係に努めながら組織に溶け込むことができる
0.43
（ストレス）
WHOQOL，学生生活ストレス尺度に関しては，信頼性・
1
自分の容姿や外見に対する不満
0.46
妥当性が既にその先行研究で検証されている指標を
2
嫌いな人ともつきあわなければならないこと
0.48
2)
適用した 。今回，新たに作成した新型うつ傾向尺度 3 自分の性格が気に入らないこと
0.40
0.44
は，上記の抑うつ傾向尺度 SDS に性格的要素を含めて 4 周囲の人の無理解
5
他人から不愉快な目にあわされたこと
0.45
おり，詳細は後述する。また，各構成概念に対して設
（ＷＨＯＱＯＬ）
身体的関連 6 項目，心理的関連 7 項目，社会的関連 3 項目，
定した具体的な調査項目は，表 1 に示すとおりである。
環境的関連 8 項目，全体 2 項目の計 26 項目
また WHOQOL とは WHO が開発した QOL の指標で，今後
（インターネット使用目的）
の QOL のグローバルスタンダードの候補でもあり，
娯楽のためにインターネットを利用する
現実逃避のためにインターネットを利用する
種々の生活要素への満足度等から構成される。
コミュニケーションのためにインターネットを利用する
(4)調査の方法
情報収集のためにインターネットを利用する
このような仮説に基づいて，予備調査を 2010 年 10 注)番号右の*は，因子分析や総合化する場合に 5 段階評価得点の方向性を逆変換し
ている。固有ベクトルは、構成概念ごとの総合点(第一主成分得点)算出用係数を示す。
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月に行い，分析後に調査項目を再検討し，表 1 に示す
項目で調査票を設計し，倫理的な配慮に注意しながら
本調査を 2012 年 11 月に授業等を利用して自由意思に
よる無記名式アンケートを実施した。このデータで信
頼性・妥当性を検証した後に仮説を検証した。なお，
統計解析ソフトは，
SAS と Amos を連携的に使用した。
調査対象は，日頃オン・オフラインを含めた情報環境
に接することが多い A 大学の情報系大学生を対象と
した。その内訳は，有効回答数は 306 人(母集団は 387
人・回収率 79%)であった。調査票の質問形式は，5
段階評定法（最低得点 1，最高得点 5）であり，
「あて
はまらない，あまりあてはまらない，どちらともいえ
ない，ややあてはまる，あてはまる」の中から選択す
る形式である。ただし，ストレス項目については最近
3 カ月の間に経験したり感じたりしたことがあるか，
それがどの程度気になったかについての評定を求め
るという形式となっている。回答は「経験しない・感
じない」，「経験したがほとんど気にならなかった」，
「経験して少し気になった」
，
「経験してかなり気にな
った」
，
「経験してとても気になった」の 5 段階評定で
ある。また各調査項目は，原則として得点が高い人ほ
ど各構成概念が高位であることを示すように設定し
た。しかし，回答のしやすさを考慮して，一部問いの
方向性を逆にしている項目があるが，分析時には得点
を逆変換した。

表2
因
子

新型うつ傾向構成項目の因子分析結果
調査項目内容
（省略形）

(1) 4
3
5
1
2
(2) 2
1
3
6
4
5
(3) 5
1
2
4
3

生活はかなり充実していない
日頃していることに満足していない
気持ちはいつもさっぱりしていない
気が沈んで、憂うつだ
いつもとかわりなく勉学をやれない
愛や友情を大切にしていない
他人に感謝することはない
仲間意識は強い方ではない
社交性が無く組織に溶け込めない
空気を読み合わせることが少ない
いざこざがあると他人のせいにする
学習意欲は低い方だと思う
レポートや課題をあとまわしにする
嫌いなことは避ける
目的達成のため努力することはない
約束を破るほうだ

因子
負荷量
0.77
0.74
0.72
0.49
0.31
0.66
0.65
0.60
0.55
0.43
0.34
0.69
0.65
0.57
0.49
0.46

因子名
固有値
α係数
(抑うつ傾向)
2.96
0.76

(非協調的傾向)
2.81
0.72

(逃避的傾向)
2.61
0.73

固有
ベクトル
0.33
0.28
0.26
0.23
0.23
0.29
0.27
0.28
0.27
0.13
0.08
0.25
0.13
0.26
0.29
0.28

注）調査項目内容の左の番号は表 1 の項目番号を示し，表 1 の番号右に*がある項
目は、得点と項目内容を逆方向に変換している。全体のα係数は、0.81 である。
固有ベクトルは表 2 の全調査項目の総合点(第一主成分得点)算出用の係数である。

３．結果と考察
(1)信頼性・妥当性の検証結果
新型うつ傾向尺度は，その傾向性のレベルを簡易的
に判定する尺度値を意味する。この尺度値が高いほど，
新型うつ病に移行する危険性が高まると推測する。前
述の SDS 簡略版抑うつ傾向尺度に，2(2)で述べた「逃
避的傾向」と「非協調的傾向」の性格的要素を加えて
三要素からなる構成とした。この新尺度の信頼性と妥
当性の検証を行うために，回収した調査データをもと
に，新型うつ傾向項目のみで因子分析（斜交回転）を
行った。その結果，固有値 1 以上の 3 因子において，
因子負荷量が 0.3 以上のデータを選択してグルーピ
ングされたのが表 2 である。各因子のα係数は 0.7
以上であり，尺度全体のα係数も 0.81 と良好な信頼
性を有している。また表 2 の背後にある構成概念に対
応した 3 因子が抽出されたことから，因子の構成概念
の妥当性も検証された。
テクノ依存症傾向と WHOQOL は，前述の引用した先
行研究 2)も含めてその信頼性・妥当性が検証され一般
化された尺度として確立されている。また，新型うつ
傾向尺度も，前述のように信頼性・妥当性が検証され
た。そこで，それ以外の尺度(簡略版も含む)の構成概
念に関わる調査項目で，信頼性と妥当性を検証するた
めに因子分析を行った結果，想定した構成概念に対応
する 6 因子が得られ，
α係数も全て 0.7 以上を示した。
(2)共分散構造分析による因果推定モデル
相関分析を行うために，各構成概念を主成分分析に
よる第一主成分得点で総合化した。なお，第一主成分
が総合的な主成分であるかどうかは，第一主成分得点
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を求めるための固有ベクトルが全て正の値であるか
どうかで判断した。その結果，該当の係数は全て正の
値を示した。その得点算定のための固有ベクトルは表
1・2 に示している。相関分析から，共変関係の程度
が把握できるが，因果関係の方向性は分析できない。
そこで，共分散構造分析を適用して，因果推定モデル
を作成した。モデルは，前述の構成概念間の相関関係
を参考にしながら仮説以外の考えられるパス経路も
設定し，分析用に用いたソフトの総当たり機能を活用
しながら因果関係の複数の候補モデルを作成した。そ
の後で，因果的方向性の合理性や各種適合度指標を参
考にしながら，最終的なモデルを確定した。なお，今
回は構成概念とその構成要素数が多いので，構成概念
を観測変数として扱いそのデータは前述の第一主成
分得点を適用した。
図 1 がその因果推定モデルのパス図である。図の下
に示している GFI，AGFI，RMSEA の値から適合度は良
好である。この図から，テクノ依存症傾向から新型う
つ傾向へ直接的な正の因果的関係性が見られた。これ
は 2(2)で前述したようにテクノ依存症の重症化した
症例の一つとして抑うつ傾向が挙げられているよう
に，不規則な生活がもたらす心身にわたるストレスに
より新型うつ尺度の構成要素の抑うつ傾向が高まっ
たと考えられる。また，現実逃避目的の PC 利用から
のテクノ依存症傾向へのパス係数(因果的係数)がか
なり高く，これが新型うつ傾向尺度の逃避的傾向を間
接的にさらに悪化させていると思われる。さらに，テ
クノ依存症傾向は，人間としての感性が乏しくなるこ
とで現実人間関係良好度の阻害要因になったり，現実
人間関係が希薄になることから孤独感を増し，新型う
つ傾向の憂うつ感や非協調的傾向性を助長している
こともパス係数(因果的係数)から推測できる。一方で，
新型うつ傾向からテクノ依存に向かうパス係数は負
の値を示している。これは，前述のようにテクノ依存
には孤独感を増す負の側面も強いことから，その活用
の継続が苦痛になり依存度を低下させる側面もある
と思われる。また，該当の要因に直接向かうパス係数
効果に，他の要因を経由する間接効果をも含めた総合
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人間関係良好度
.13

.16

.21

-.42

.06

WHOQOL

動画
.41

.18

目的:CM

目的:現実逃避

.24
.16

孤独感
.09

-.12
.24

掲示板 .06

.26

-.19

目的:娯楽

.16
-.15

.16

-.25

新型うつ傾向
.12

.56

-.16

.35

.35

テクノ依存症傾向
GFI=.963 AGFI=.926 RMSEA=.048
注）誤差変数は↓ のみで示し、パスの線は全て 5%以下で有意である。パ
ス係数の少数点前の 0 は省略している。分析ソフトは Amos であり、
適合度基準は GFI と AGFI が 0.9 以上で RMSEA が 0.05 以下とした。

図１ 因果推定モデル
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8

新型うつ傾向

WHOQOL

テクノ依存症傾向

孤独感

新型うつ傾向

娯楽

現実
逃避

CM

今回の仮説「テクノ依存症傾向が高い学生ほど，従
来型うつよりも新型うつ傾向を示す」は検証され，今
後は複数の大学でのケーススタディを積み重ね，最終
的にパネル調査で一般化に至るかどうかを検証して
いきたい。

テクノ依存症傾向

情報収集

SNS

動画

協調であると思われる。これは，現実の課題に熱心に
取り組み，協調性を重視する性格であり，従来型うつ
にかかりやすいタイプでもある。そこで，各三要素の
調査項目データの適合度中央値である「どちらともい
えない」を基準に，表 3 のように区分した。区分用の
基準点は，各変数毎の 3 点の標準化得点を平均値と標
準偏差から算出し，それらを表 2 の固有ベクトルにか
けあわせて三要素ごとの基準点を求めた。この表のテ
クノ依存症傾向平均点は，表 1 の該当の固有ベクトル
から計算し，各区分ごとの平均点を示している。なお，
この得点の全サンプル平均点は 0 のため，負の値は総
平均より低いことを示す。図 1～3 からテクノ依存症
傾向から新型うつ傾向への因果的方向性と現実逃避
の悪影響の強さが示唆され，表 4 からテクノ依存症傾
向は従来型より新型うつ傾向に，その内訳では非協調
的傾向よりも逃避的傾向のほうに強くみられた。

４．おわりに

人間関係 テクノ 新型うつ
良好度 依存症傾向 傾向

図２ 新型うつ傾向とテクノ依存症傾向が
主要構成概念に及ぼす総合効果比較
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4

うつ傾向 抑うつ 逃避的 非協調的
標本数 テクノ依存症傾向平均点
の種類
傾向
傾向
傾向
大
大
大
14
①
1.37
新型うつ
大
大
小
49
②
0.87 ⑤ 0.92
傾向
大
小
大
7
③
0.34
従来型
大
小
小
59
④ -0.15 ⑥ -0.15
うつ傾向

.17

目的:情報収集

.30

表３ 新型・従来型うつ傾向におけ
るテクノ依存症傾向の比較

注) ①～④は平均値の多重比較検定を行い①と④、②と④が 5%で有
意差があり、⑤と⑥も有意差が示された。
大小関係は、小<適合度中央値<大，に基づき表示している。

ストレス

.17

.43 .48

-.24

-.53

SNS

-.10

-.52
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図３ ネット利用目的とツール別の
新型うつ傾向とテクノ依存症傾向
に与える総合効果比較
効果で比較すると，テクノ依存症傾向からうつ傾向へ
は 0.49 で，うつ傾向からテクノ依存症傾向へは-0.14
となり，前者の危険性のほうが相対的に高い(図 2)。
新型うつは，テクノ依存症がもたらす末期的症状でも
あり，重症化する程 QOL の低下が大きく(図 2)その完
治も容易ではない。また，それによりテクノ依存症傾
向がやや改善されてももはや手遅れのケースも多く，
テクノ依存症の事前的予防がかなり重要となる。なお
図 3 は，ネットの現実逃避目的利用のリスクの高さを
示している。次に，うつ傾向種類の判別と分析結果に
ついて述べる。新型うつ傾向得点は，値が高いほどそ
の傾向性が増すことを示すが，この尺度の三つの構成
要素の得点パターンで，従来型と新型うつの判別も可
能である。逃避と非協調の対照的な傾向性は，挑戦と
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啓発的なネット利用が学生に与える自己啓発効果の分析
Analysis of Self-Development Effects for University Students
Brought about by Internet Usage for the Purpose of Self-Development
◎尾関 邦義，廣田 智明，坂部 創一
Kuniyoshi OZEKI, Tomoaki HIROTA and Soichi SAKABE
創価大学大学院工学研究科

Soka University graduate school of engineering

Our precedent study has been made on comparative study of the self-development effect by
Abstract
enlightening internet usage and reading of good books. This study newly added the information gathering
about a life and gratitude to the study, and re-verified the effect by enlightening internet usage and reading of
good books. It was investigated and analyzed by the structural equation model based on questionnaire surveys
of university students in the information sciences. As a result, an analysis result that was similar to the
precedent study was obtained. Moreover, it was suggested that gratitude may reinforce the effect.
キーワード インターネット利用，良書読書，テクノ依存症傾向，自己啓発効果，共分散構造分析

１．はじめに

２．研究の方法

本稿の関心は「啓発的なインターネット利用（以降，
啓発的ネット利用）」が，自己啓発効果（以降，啓発
効果）の促進にどの程度期待できるかである．啓発効
果とは，
「自身の向学心や現実での利他的行動（以降，
現実利他），QOL（Quality of Life）を向上させる効
果」とする．自己啓発のように，自己に注視し向上に
努めるという考え方は教育の観点においても生徒に
身に付けさせる姿勢としても重要である1)．とりわけ，
初等教育や中等教育に比べ高等教育には，自主的な学
習や行動が期待される．
先行研究 2) に啓発的ネット利用と良書読書による
啓発効果を比較・分析したものがある．ここでの啓発
的ネット利用は勉学に関する情報収集とネット上で
の利他的な動機にもとづく情報発信3)（以降，ネット
利他）を指している．分析の結果，良書読書による啓
発効果は三要素の全てを向上させるが，現実利他は啓
発的ネット利用の方が高く，向学心はわずかに良書読
書の方が高いことが示されている．また，啓発的ネッ
ト利用にはテクノ依存症傾向という負の側面もあり，
これが正の側面である啓発効果を抑制するが，これを
考慮したうえでも啓発的ネット利用には啓発効果が
あること示している．本研究はこの研究の継続研究で
ある．先行研究では啓発的ネット利用がQOLに与える
啓発効果はさほど高くない．そこで本研究は，QOLの
向上に寄与すると思われる生活に関する情報収集を
加え，啓発的ネット利用による啓発効果の分析を行う．
さらに，ネット世界と現実世界における感謝を加え
る．近年，感謝に関する研究が心理学の分野において
注目されており，さまざまな研究がなされている4)5)．
また，感謝は幸福感を向上させ，利他的行動の要因に
なることを検証した研究5)もある．感謝を先行研究2)
のモデルに加えることにより，啓発効果にどのような
影響を与えるかを検証する．

(1) 研究の手順
啓発的ネット利用と良書読書による啓発効果と感
謝について理論仮説を設定し，それらを検証するため
の作業仮説を設定する．その作業仮説にもとづいて，
調査票の選定と作成を行い，調査を実施した．その調
査データを使用して，相関分析，多変量解析（因子分
析，主成分分析，共分散構造分析）を行い，仮説を検
証した．
(2) 理論仮説の設定
今回理論仮説を仮説 1「啓発的ネット利用と良書読
書における自己啓発効果は，現実利他に対しては前者
が，QOL と向学心に対しては後者の方が高い傾向を示
す」，仮説 2「感謝が伴う自己啓発行為は，自己啓発
効果を補強する傾向を示す」と設定した．仮説 1 は，
先行研究 2)で検証された結果をもとに立てた仮説で
ある．なお，一度の調査では全ての自己啓発の要素を
網羅することは困難なため，今回は後述する特定のイ
ンターネット利用に着目して分析する．
啓発効果の定義の中の向学心は「新たな見識を求め，
理解や認識を高めるなどの学習に対する強い動機や
意欲」とした．この定義に関連のある先行研究 6)から，
学習動機と学習意欲の中でも自己啓発と関わりの深
い，学習動機の自己向上志向と，学習意欲の積極性関
与の項目を参考にし，調査項目を設定した．現実利他
の定義は，「現実生活における共生や慈愛を重視する
行動」とした．行動的な利他的価値観には他者の利益
に貢献するだけではなく，自身における現実の人間関
係良好度と QOL を大きく向上させる効果があること
を検証した研究 7)があることから，現実利他を重要な
自己啓発の要素とした．QOL とは生活の質で，生活全
般に関する幸福感や生活満足度に関わる最終的な評
価項目である．このように本研究では，大学生の啓発
効果の対象を意欲・行動・生活全般評価という三要素
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表１

調査項目一覧

表２

良書読書(4 項目)
(総合化のための第一主成分固有ベクトル)
1
読みごたえのある大作を読んだことがある
0.48
2
一般的に良書と言われる本を読んでいる
0.51
3
自分の人生を良い方向に変えた本がある
0.53
4
本を読んで感動することがある
0.48
向学心(6 項目)
1
学習意欲は高い方だと思う
0.42
2
よく学習していると思う
0.37
3
勉強は好きである
0.41
4
視野を広げるため，学習している
0.42
5
自分を高めるため，学習している
0.42
6
幅広い教養を身につけるため，学習している
0.41
情報収集：勉学(1 項目)
1
インターネットで勉学のための情報収集をする
情報収集：趣味・娯楽(1 項目)
1
インターネットで趣味や娯楽のための情報収集をする
情報収集：生活(1 項目)
1
インターネットで生活のための情報収集をする
ネット利他(4 項目)
ネット上（メールも含む）で悩みを打ち明けている文章
1
0.47
に励ましのコメントをしたことがある
ネット上でレビュー評価や知恵袋などの質問に
2
0.42
回答したことがある
3
ネット上（メールも含む）で感謝されたことがある
0.55
ネット上（メールも含む）で役立つ情報を提供したこと
4
0.55
がある
現実利他(4 項目)
よくボランティア（学内行事も含める）に参加したり，
1
0.44
人の手伝いをしたりする
2

現実生活の中でよく人から感謝される方だ
現実生活の中で悩んでいる人や困っている人がいたらほ
3
っとけない
4
現実生活の中で役立つ情報を提供している
ネット感謝(3 項目)
ネット上（メールも含む）で「ありがとう」と感じるこ
1
とが多い
ネット上（メールも含む）で感謝の気持ちを伝えること
2
がある
3
ネット上（メールも含む）で日頃からよく感謝する方だ
現実感謝(3 項目)
1
現実生活で「ありがとう」と感じることが多い
2
現実生活で日頃からよく感謝する方である
3
現実生活で感謝の気持ちを伝えられる
テクノ依存症傾向（15 項目）
1
パソコンをよく活用する（パソコンゲームを含む）
2
パソコンは好きである（パソコンゲームを含む）
3
パソコンの前に座るとほっとする
パソコン作業に没頭して時間を忘れたり，
4
ほかの用事を忘れたりすることがある
イエスかノーかをはっきり言わない人に
5
イライラする
6
話をするときは結論を早く言ってほしい
自分にとって無駄なことにエネルギー
7
を使いたくない
8
パソコンや人の反応が遅いとイライラする
長時間パソコン作業をした時は周囲の状況
9
を把握できない
10
日ごろ急いで歩くことが多い
パソコンの作業の後もなかなかパソコン
11
のことが頭から離れない
12
パソコン作業中に話かけられたりすると腹が立つ
インターネット上だけの友人の数が
13
現実生活の友人より多い
インターネット上での交流の方が
14
現実生活での人との交流よりも楽しい
インターネット上で実名や素性を
15
知らない友人が多い
WHOQOL(24 項目)
身体的関連 6 項目，心理的関連 7 項目，社会的関連 3 項目，
環境的関連 8 項目の計 24 項目

因子分析結果

因
調査項目内容
子
（省略形）
(1)1 学習意欲は高い方だと思う

因子
負荷量
0.81

4 視野を広げるため，学習している

0.81

3 勉強は好きである

0.80

6 幅広い教養を身につけるため

0.79

5 自分を高めるため，学習している

0.78

2 よく学習していると思う

0.71

(2)3 人生を良い方向に変えた本がある

0.77

2 良書と言われる本を読んでいる

0.73

1 大作を読んだことがある

0.69

4 本を読んで感動することがある

0.67

(3)4 ネット上で役立つ情報を提供した

0.82

3 ネット上で感謝されたことがある

0.72

2 ネット上の質問に回答したことがある

0.61

1 ネット上での悩みにコメントをした

0.56

(4)2 現実生活でよく人から感謝される方だ

0.88

4 現実生活で役立つ情報を提供している

0.58

3 悩んでいる人をほっとけない

0.48

1 よくボランティアに参加する

0.42

(5)2 ネット上で感謝の気持ちを伝える

0.89

3 ネット上での感謝する方である

0.80

0.50

1 ネット上で「ありがとう」と感じる

0.78

0.48

(6)2 現実生活で日頃から感謝する方である

0.84

1 「ありがとう」感じることが多い

0.79

0.56

0.57

因子名
固有値

α
係数

向学心
3.99

0.90

良書
読書
2.54

0.81

ネット
利他
2.42

0.78

現実
利他
2.23

0.73

ネット
感謝
2.31

0.85

現実
感謝
2.24

0.83

3 感謝の気持ちを伝えることがある
0.71
注) 因子欄の左の番号は抽出された順番を，因子欄の()は表 1 の項目
番号を示している．

0.58
0.58

の面接診療で最終的に判断されるため，本研究ではこ
の尺度値が高くなることをテクノ依存症傾向と表現
する 8)．先行研究 2)にはテクノ依存症傾向が啓発効果
の三要素を低下させているが，啓発的ネット利用はテ
クノ依存症傾向による悪影響を考慮しても啓発効果
があることを示している．
先行研究 2)では，インターネット利用を情報収集と
情報発信に区別し，さらに，情報収集を勉学と趣味・
娯楽に関する情報収集，情報発信をネット利他に絞っ
て調査している．その結果，趣味・娯楽に関する情報
収集はテクノ依存症傾向による悪影響もあり啓発効
果はほぼないが，勉学に関する情報収集は向学心を，
ネット利他は現実利他に対し啓発効果があることが
分かった．しかし，QOL に対しての啓発効果は向学
心・現実利他に比べ低い．そこで本研究では生活に関
する情報収集を加えた．母集団は寮生活や独居生活を
している者も多いため，インターネットを利用しての
家事等の生活関連情報収集も重要である．このような
利用目的が QOL に良い影響を与える可能性が想定さ
れ，他の自己啓発の要素とその影響度を比較してみる．
上記以外にインターネットに関連し，QOL の向上に
寄与するものに感謝が挙げられる．先行研究 9)から感
謝の定義は「感謝は与えられたものに対する情緒的な
反応であり，利他的な行為により恩恵を受けた後に生
じるありがたい気持ち」とする．本研究では，感謝を
現実世界とネット世界に分けて調査する．現実感謝を
現実世界における感謝，ネット感謝をネット世界にお
ける感謝とする．なお，現実世界の対人関係にはメー
ルや SNS 等を使用するなどネット世界と完全に切り
離して分析することは不自然であるため，ネット感謝

0.57
0.60
0.55
0.28
0.30
0.37
0.34
0.11
0.11
0.06
0.11
0.23
0.08
0.34
0.30
0.28
0.33
0.28

注）第一主成分が総合的な主成分であるかどうかは，第一主成分を求
めるための固有ベクトルが全て正であるかどうかで判断した．

の代表として向学心・現実利他・QOL を取り上げた．
また，これらは循環的・連鎖的因果構造にある 2)．
本稿の視点は，啓発的ネット利用に伴うテクノ依存
症という負の側面を考慮したうえで，どの程度啓発効
果を促進するかである．テクノ依存症とは，テクノ依
存度が高いことを意味する．テクノ依存度とは，パソ
コンへの依存のレベルを簡易的に判定する尺度値で
あり，この尺度値が高いほどテクノ依存症になる危険
性が高まる．テクノ依存症であるかどうかは，専門医
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と現実感謝が一部相互に関係しあう場合がある．感謝
が幸福感を向上させることから QOL に対し啓発効果
があると考えられ，利他を促進することから，その効
果はより高まると思われる．また，向学心は現実利
他・QOL と関連するため，感謝も向学心と関連がある
とも考えられる．本研究は新たに感謝を因果推定モデ
ルに加えることで，自己啓発行為による啓発効果を補
強すると考える．
先行研究 2)では，啓発的ネット利用と良書読書によ
る啓発効果を比較しており，良書読書は啓発効果の三
要素を全て向上させている．良書読書の定義は「能動
的にその作品を読むことにより，読者に人生の苦しみ
や喜びへの共感性，試練に対する忍耐力，感動する心
や想像力，精神的活力などを与えて精神的成長を促し，
自他共に幸福になるための目的観・人生観の形成に寄
与する書物」とした 10)．また，良書読書による共感
性や想像力，精神的成長は感謝と関連があると考える．
(3) 作業仮説の設定
前述した理論仮説を検証するために，11 個の構成
概念を提示し，それぞれに観察可能な調査項目群を作
業仮説として設定した．現実利他，ネット利他に関し
ては先行研究に準じた調査項目を設定し 3），同様に
良書読書 10）とテクノ依存症傾向 8），
向学心 6）と QOL11），
趣味・娯楽に関する情報収集・勉学に関する情報収集
2)
も先行研究に準じた調査項目を設定した．現実感謝
とネット感謝，生活に関する情報収集は今回の分析用
として新たに設定した．
(4) 調査の方法
調査は以上のような仮説にもとづいて表 1 に示す
項目で調査票を設計し，A 大学の情報系大学生を対象
として，本調査を 2012 年 11 月に授業等を利用して行
った．その結果，有効回答数は 306 人(母集団は 387
人・回収率 79%)であった．調査票の質問形式は，5
段階評定法(最低得点 1:「あてはまらない」～最高得
点 5:「あてはまる」)を用いた．また各調査項目は原
則として得点が高い人ほど各構成概念のレベルが高
位であることを示すように設定した．

３．結果と考察
(1) 信頼性・妥当性の検討
まず事前に設定した構成概念が因子としてデータ
の背後に潜在しているかを確認するために，先行研究
で何度も検証済みの QOL，テクノ依存症傾向と単項目
以外の調査データをもとに因子分析を行った．その結
果，想定した構成概念と同一の因子が抽出された．な
お，各因子間には，関連性がみられたので斜交回転を
適用した．その結果，各因子に振り分けられた調査項
目の因子負荷量が全て 0.3 以上となり，因子的構成概
念の妥当性が検証された(表 2)．
信頼性は，内的整合性（Cronbach の α 係数）で検
証し，表 2 に示した．この表から，各因子の α 係数
は全て 0.7 以上で信頼性に問題が無いことが分かる．
(2) 共分散構造分析による因果推定モデル
共分散構造分析を適用して，因果推定モデルを作成

165

現実感謝
0.17

0.18

テクノ依存症傾向

情報収集
趣味・娯楽

0.22

ネット感謝

0.64

0.16

0.14

情報収集
勉学

0.18

0.47
ネット利他

0.28

良書読書
-0.16

0.33

現実利他

0.19

0.23

-0.10

0.15

0.27

向学心
0.24

0.29

-0.24

0.40

0.19

情報収集：生活
0.50

0.11

0.28

-0.15

WHOQOL
GFI=0.98
注）

AGFI=0.96

RMSEA=0.00

誤差変数は↑で示し，パス係数は全て 5%以下で有意である．

図1

因果推定モデル

するための参考資料として使用するために，次の総合
化の処理後に相関分析を行った．総合化するには，一
次元性の根拠ともなる各構成概念の因子的構成概念
妥当性と信頼性が検証されている必要があるが，前節
より検証済みである．総合化の方法は，主成分分析に
よる第一主成分得点を適用した．なお，第一主成分が
総合的な主成分であるかどうかは，第一主成分得点を
求めるための固有ベクトルが全て正の値であるかど
うかで判断した．その結果，該当の係数は全て正の値
を示した．その得点算定のための固有ベクトルは表 1
の調査項目一覧に示している．共分散構造分析を適用
して，各構成概念間での相関係数を参考にしながら，
因果の方向性を論理的に考慮し，分析用に用いたソフ
ト(Amos)の総当たり機能も併用しつつ複数の候補モ
デルを作成した．作成したモデルは，仮説以外の考え
られる因果経路も設定した多数のモデルから，適合度
指標やモデル選択指標，モデル解釈の合理性を総合的
に判断して選択し，最終的なモデルを確定した．なお，
構成概念とその構成要素数が多いので，構成概念を観
測変数として扱い，そのデータは前述の第一主成分得
点を適用した．
図 1 より，啓発効果の三要素は連鎖的・循環的因果
構造を示している．また，各インターネット利用と良
書読書には啓発効果があることが分かる．また，現実
感謝が現実利他，ネット感謝がネット利他を促してい
ることもこの図から分かる．ほかにも趣味・娯楽に関
する情報収集はネット感謝を，ネット感謝は良書読書
を促しているなど，自己啓発行為と感謝の間にも連携
的な因果関係が示されている．
この図から，直接的な効果はパス係数から分かるが，
他の構成概念を介する間接効果は分からない．そこで
直接効果と間接効果の和である，標準化総合効果を求
める．この総合効果を用いて，仮説を検証する．
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0.35

向学心

現実利他

QOL

テクノ依存症傾向

0.25
0.15
0.05
-0.05
-0.15

情報収集
勉学

図2

情報収集
生活

情報収集
趣味・娯楽

ネット利他

良書読書

ネット感謝

現実感謝

各構成概念が啓発効果の三要素とテクノ依存症傾向に与える標準化総合効果
発効果を分析・比較したところ，現実利他のみ前者の
方が高く，良書読書はバランスの良い啓発効果を示し
た．本研究も先行研究と同様の結果になり，本研究で
も良書読書の重要性を再認識することになった．
以上のことから，自己啓発を目的としたインターネ
ット利用には，本研究で示された下記の啓発的なネッ
ト利用の促進的連鎖効果が参考になると思われる．向
学心・現実利他・QOL は連鎖的・循環的に高められて
おり，向学心に対しては勉学目的の情報収集，現実利
他に対してはネット利他の活用から，さらに感謝が伴
うことでその連鎖的啓発効果は促進されていく可能
性が示された．今後はこのような実態を踏まえ，情報
リテラシ教育の中でも啓発的なネット利用を奨励す
る必要があると考える．
最後に，本研究はあくまで横断調査であるため，因
果の方向性の可能性を検証したに過ぎない．今後は縦
断調査も行い，因果の方向性を厳密にしていきたい．

図 2 に各構成概念が啓発効果の三要素とテクノ依
存症傾向に与える標準化総合効果を示す．ここから，
QOL は自己啓発行為の中では良書読書が最も高く，啓
発的なネット利用による啓発効果はとても低い．これ
はテクノ依存症傾向が QOL に悪影響をもたらすこと
と，啓発的ネット利用は全てテクノ依存症傾向を高め
ることが原因として考えられる．
向学心は，良書読書が最も高く，勉学に関する情報
収集が続いている．テクノ依存症傾向による悪影響を
考慮したうえで勉学に関する情報収集には啓発効果
が望めるが，他の情報収集目的は向学心を低下させて
いる．ここから，勉学に関する情報収集から別の利用
目的へと逸脱して向学心を低下させてしまう危険性
が示されている．
現実利他はネット利他が最も高く，これに対し良書
読書はわずかに低い値を示している．ネット利他は，
ネット世界における利他的な行動であるため，ネット
世界での経験が現実世界に反映されていると考える．
テクノ依存症傾向については，図 1 から現実利他・
現実感謝・QOL に悪影響をもたらすことが分かる．さ
らに，図 2 からインターネットに関連するものは全て
テクノ依存症傾向を高める危険性も示されている．た
だし，ネット利他と勉学に関する情報収集は，テクノ
依存症傾向による悪影響を考慮したうえで，前述の啓
発効果を示している．
最後に，図2から現実感謝とネット感謝による向学
心の向上はあまり期待できないが，QOLと現実利他の
向上に寄与していることが検証できた．特に感謝が
QOLに対する向上効果は良書読書やネット利他による
啓発効果よりも高く，感謝を伴う自己啓発行為は啓発
効果を補強する可能性が示唆された．

参考文献
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本研究では，仮説1「啓発的ネット利用と良書読書
における自己啓発効果は，現実利他に対しては前者が，
QOLと向学心に対しては後者の方が高い傾向を示す」，
仮説2「感謝が伴う自己啓発行為は，自己啓発効果を
補強する傾向を示す」という仮説を設定した．仮説1
は，先行研究2)で検証された結果をもとに設定した仮
説であるが，本研究でも同様な傾向が検証され，安定
した因果的傾向性が示された．仮説2は考察で述べた
ように，啓発効果を補強する可能性が示唆された．
本研究は先行研究 2) のパス図に感謝と生活に関す
る情報収集を加えることで，どのような影響がみられ
るかを検証するものであった．作成した図から先行研
究と同様に啓発的なネット利用と良書読書による啓

166

1) Noah W. Sobe(2010) :Concentration and civilisation:
producing the attentive child in the age of
Enlightenment,『Paedagogica Historica』No.46 Issue
1/2, pp.149-160.
2) 尾関邦義・廣田智明・乾貴史・坂部創一(2012):インタ
ーネット利用が学生に与える自己啓発効果の分析，
『2012
年 社 会 情 報 学 会 (SSI) 学 会 大 会 研 究 発 表 論 文 集 』
pp.151-154.
3) 乾貴史・坂部創一・山崎秀夫・守田孝恵(2011) :インタ
ーネット環境における利他的な情報発信が QOL に与える
影響, 『環境情報科学論文集』 No.25, pp.449-454.
4) 蔵永瞳・樋口匡貴(2011):感謝の構造:生起状況と感情体
験の多様性を考慮して,『感情心理学』No.18,pp.111-119
5) 望月文明(2011):感謝と幸福感：近年のポジティブ心理
学の研究から,『モラロジー研究』No.68,pp.31-44.
6) 浅野志津子(2002) :学習動機が生涯学習参加に及ぼす影
響とその過程：放送大学と一般大学学生を対象とした調
査から, 『教育心理学研究』 No.50(2), pp.141-151.
7) 坂部創一・谷本誠(2008):情報環境が及ぼすテクノ依存
症傾向に対する複合的予防策に関する研究,『環境情報科
学論文集』 No.22，pp.345～350.
8) 春日伸予(1999) :現代社会におけるテクノ依存症傾向の
類型化の試み,『心身医』No.39(5), pp.349-354
9) Emmons, R. A・Crumpler, C. A(2000): Gratitude as a
human strength:Appraising the evidence, 『Journal of
Social and Clinical Psychology』No.19(1),pp. 56-69.
10)柴田雅雄・坂部創一・山崎秀夫・守田孝恵・張建国(2010):
良書の読書と CMC が文章と口語の主観的な表現力に与え
る影響の研究,『環境科学論文集』No.24，pp.339-344.
11)田崎美弥子・中根允文『WHOQOL 短縮版とその手引き』,
金子書房，1997.

Ⅲ-1 情報社会論3（インターネットの影響）

インターネットツールの利用が対話力に及ぼす影響に関する研究
Research on Influence on Communication Skills in Face-to-Face Situation
Caused by Use of Internet Tools
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邦義・坂部
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Abstract

Soka University graduate school of engineering

There are previous studies that analyzed the influence on communication skills in face-to-face situation

by the use of the Internet tool. Then, we add a new construct (degree of good relationship and interpersonal stress,
emotional stress tolerance) to the analysis model, and revised the survey items of communication skills in face-to-face
and non-face-to-face situation, and made the causal relationship clearer, analyzed a detailed influence. And, we
conducted a cross-survey information university students, and analyzed by the structural equation model. As a result,
we obtained the same results as previous studies.
キーワード

インターネットツール，対話力，QOL，共分散構造分析
どの狭く限定された交際関係への変化 3)など，さまざまな

1．はじめに
近年，情報環境（情報機器・ネットワーク・コンテンツ

状況と推測からネットツールによる CM の問題点が挙げら

などの情報を取り巻く環境）が，情報行動（情報機器やイ

れてきた。

ンターネット（以降，ネット）の利用，人間が情報と関わ

ネットツールの CM 利用が対話力に与える影響を分析し

る行為全般）を介して，生活全般へ功罪両面にわたり影響

た先行研究がある 4)。これは，CM 能力を対面と非対面の 2

度を増しつつあり，その分析も重要な社会的課題となって

つの状況に分類し，信頼性と妥当性を検証した尺度を新た

きている。本稿での情報行動とは主にネットツールをコミ

に作成したもので，ネットツールの非対面状況での CM 利用

ュニケーション（以降，CM）に多く利用することであり，

が，対面状況の CM 能力に影響を与える因果的経路として，

影響の対象は現実世界での対話力とそれに関わる QOL

正と負の 2 つの効果を想定し比較分析することで，ネット

（Quality of Life）である。なお，本稿での対話力とは後

ツールのCM 利用が対話力を低下させるという論調 3)は科学

述するように「対面状況における CM 能力」を意味し，QOL

的根拠に欠けることを示唆している。本稿では対話力の構

とは生活の質で，WHO は「個人が生活する文化や価値観の中

成要素に自己主張を含め，対人ストレスと情動的ストレス

で，目標や期待，基準または関心に関連した自分自身の人

耐性，人間関係良好度を分析モデルに新たに追加し，前述

1)

生の状況に対する認識」と定義している 。

の 2 つの CM 能力の調査項目を改訂する。これにより，対話

情報通信技術が発展し，対面以外にも他者と CM を図るこ

力に関連する各要素の因果関係をより明確にし，詳細な影

とができるメールや SNS のようなネットツールがさまざま，

響の分析をすることが目的である。

考え出されてきた。そして，ネットの普及に伴い，現実生
活に与える影響について多くの議論がなされてきた。ネッ

2．研究の方法

ト利用の低年齢化も問題の 1 つである。その一方で，若者

(1)研究の手順

の CM 能力低下が指摘されている。これは主に対面状況での

ネットツールと対話力の関連について理論仮説を設定し，

CM を意味している。近年では，採用選考の際に大半の企業

それを検証するための作業仮説を設定する。なお，本研究

が CM 能力に重点を置いている 2)。そのため，若者の CM 能

の母集団は，日頃，情報環境に接することが多く情報行動

力向上に向けてさまざまな機関で取り組みがなされている。

も多くなりがちな情報系大学生を想定して理論仮説と作業

若者の CM 能力低下の現象と，ネットの普及とその利用の低

仮説を設定した。その作業仮説にもとづいて，調査票の選

年齢化がほぼ同時期に起きている。また，携帯やネットを

定と作成を行い，調査を実施した。その調査データを使用

利用した親しい少人数の仲間同士とばかりメールをするな

して，単純集計，相関分析，多変量解析（因子分析，主成

167

Ⅲ-1 情報社会論3（インターネットの影響）
表 1 対話力関連の調査項目

表 2 調査項目一覧

対話力
総合化のための第一主成分固有ベクトル
1 対面で相手の言動をよく観察できる
0.29
2 対面状況で相手の意見を自分なりに分類したり、要旨を整理できる 0.31
3 対面状況で自分の価値観と異なる意見・考え方を否定しない
0.17
4 自分の感情を言葉で表現できる方だ
0.27
5 対面で筋道の通った分かりやすい表現で自己表現できる
0.30
対面でタイミングを外すことなく、ジェスチャーなども利用して
6
0.30
情報を正確に伝えることができる
7 グループ・集団での作業・行動をすることができる
0.29
8 円滑な人間関係に努めながら組織に溶け込むことができる
0.32
9 対面状況で相手との意見交換を円滑に行うことができる
0.36
10 目上（家族を除く）の人に自分の意見を主張できる
0.26
11 たとえ言いにくくても、間違っていることは指摘できる
0.26
12 話し合いの場で、進んで自分の意見を主張する
0.30
注) 第一主成分固有ベクトルとは,12 個の変数を用いて主成分分析を行い,その
第一主成分得点（元の変数群の要約された情報量の一番大きな主成分)を算定す
るときに用いたウェイトである。

人間関係良好度
総合化のための第一主成分固有ベクトル
1 現実生活での友人は多い方だ
0.44
2 気軽に相談できる人に恵まれている
0.52
3 喜びや苦しみを共有できる友人に恵まれている
0.54
4 側にいてリラックスできる友達は多い
0.50
ネット利他
ネット上で悩みを打ち明けている文章に励ましの
1
0.47
コメントをしたことがある
2 ネット上でレビュー評価や知恵袋などの質問に回答したことがある 0.42
3 ネット上（メールも含む）で感謝されたことがある
0.55
4 ネット上（メールも含む）で役立つ情報を提供したことがある
0.55
現実利他
1 現実生活の中でよく人から感謝される方だ
0.62
2 現実生活の中で悩んでいる人や困っている人がいたらほっとけない 0.56
3 現実生活の中でよく役立つ情報を提供している
0.55
テクノ依存症傾向
1 パソコンをよく活用する（パソコンゲームを含む）
0.28
2 パソコンは好きである（パソコンゲームを含む）
0.30
3 パソコンの前に座るとほっとする
0.37
パソコン作業に没頭して時間を忘れたり、
4
0.34
ほかの用事を忘れたりすることがある
5 イエスかノーかをはっきり言わない人にイライラする
0.11
6 話をするときは結論を早く言ってほしい
0.11
7 自分にとって無駄なことにエネルギーを使いたくない
0.06
8 パソコンや人の反応が遅いとイライラする
0.11
9 長時間パソコン作業をした時は周囲の状況をすぐに把握できない
0.23
10 日ごろ急いで歩くことが多い
0.08
11 パソコン作業の後もなかなかパソコンのことが頭から離れない
0.34
12 パソコン作業中に話しかけられたりすると腹が立つ
0.31
13 インターネット上だけの友人の数が現実生活の友人よりも多い
0.28
インターネット上での交流の方が現実生活での人との交流よりも
14
0.33
楽しい
15 インターネット上で実名や素性を知らない友人が多い
0.28
メール利用
1 メール（パソコン、携帯電話）が好きだ
0.55
2 メールで勇気付けたり、励ましたりする方だ
0.61
3 メールで悩みや思いを共有できる
0.58
SNS 利用
1 SNS(mixi,Facebook,twitter,mobage など)を利用している
0.58
2 SNS から情報をたくさん得ている
0.59
3 SNS で友人（ネット友人メル友も含む）と会話している
0.57
掲示板利用
1 掲示板を利用している
0.61
2 掲示板でコメントを書くことがある
0.54
3 掲示板でコメントを読んでいる
0.58
情動的ストレス耐性
1* 失敗すると、気がくじけてしまう
0.57
2* 些細なことでも嫌なことがあると、それが頭について忘れられない 0.60
悲しいことやつらいことに直面すると、
3*
0.56
何も考えられなくなってしまう

分分析，共分散構造分析）を行い，仮説を検証した。
(2)理論仮説の設定
今回，理論仮説を先行研究と同様に「インターネットツ
ールをコミュニケーションに多く利用しても，
QOL に悪影響
を及ぼすほど対話力は低下しない」と設定した。この理論
仮説の検証に関連する各要素の定義を以下に示す。
本稿での対話力の定義を「対面状況における CM 能力」と
し，伝える能力・聴く能力・協調性・自己主張の 4 つで構
成する。相手に情報や自分の感情を表現するという伝える
能力と，相手の言動をよく観察し解釈するという聞く能力
に加え，相手との関係性をうまくとり組織に溶け込む協調
性があることで，聴く・話すという言葉の相互交流の中に，
共感・合意への努力・相手の人格の尊重などを伴った円滑
な対話を可能にする。また，本稿で新たに追加した自己主
張は対人圧力が強いと思われる環境において自己を主張す
る能力である。これは，先行研究 4)の対話力指標に CM の相
手に関する属性等が明示されておらず，よりストレスのか
かる環境での自己主張の度合いが考慮されていない可能性
が懸念される。そこで，自己主張の調査項目を，社会的自

対人ストレス
1 嫌いな人ともつきあわなければならないこと
2 周囲の人の無理解
3 他人から不愉快な目にあわされたこと
非対面CM 能力
1 文章を書く際、誤った表現がないか注意する
2 文章を書く際、顔文字なども利用して工夫する
3 文章を読む際、内容が理解できるまで熟読する
4 文章を読む際、顔文字などにも注意する
5 文章を読み書きする際、相手との関係性を考慮する
WHOQOL
身体的関連6 項目、心理的関連7 項目、社会的関連3 項目、
環境的関連8 項目の計24 項目

己制御尺度 5)を参考に作成した。各構成概念に対して，表 1
の上から 3 項目ずつの調査項目を設定し，計 12 項目から構
成される指標を作成した。
CMC（Computer-Mediated Communication）における感情
の伝達についての研究で，
CMC において人は自身の感情を明
示したり，顔文字等を利用することにより会話のギャップ
を埋めると示唆したものがある 6)。これを考慮するととも
に，対話力と対応できるよう先行研究の文章処理能力の調

0.58
0.56
0.59
0.40
0.44
0.48
0.48
0.43

注) 固有ベクトルについての説明は表1 の注)に示している。
*は分析時に5 段階評価得点の方向性を逆変換している。

査項目を改訂した。そして，概念名を非対面 CM 能力とし，
「非対面状況における CM 能力」と定義した。聴くことは受

推測するテクノ依存症は，
PC の利用者が PC にのめり込むこ

け手が言語情報・非言語情報を理解することであり，文章

とにより，人間としてのアイデンティティを失った症状で，

を読み，理解することに通じる。また，伝えることは同様

過剰適応の一種であり，現実の生活，人間関係からの逃避

に言語情報・非言語情報を表現することであり，文章を書

でもある。その結果，寝不足で体調や生活が乱れ，会社や

き，表現することに通じる。構成概念は計 5 項目で構成さ

学校で遅刻・欠勤を繰り返すようになる。また人間的な感

れる指標を作成した。

性が乏しくなって機械的な思考をするようになる傾向を示

本研究において，対話力と QOL を連鎖的に低下させると

す 7)。テクノ依存症の人にとって，PC に関わることは苦痛
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表 3 対話力の因子分析結果

表 4 各構成概念の因子分析結果

因
子

調査項目内容
因子 因子名
α
（省略形）
負荷量 固有値 係数
2 組織に溶け込むことができる
0.92
協調性
(1) 1 集団行動をすることができる
0.70
0.85
2.32
3 意見交換を円滑に行うことができる
0.61
2 間違っていることは指摘できる
0.80
自己主張
(2) 1 目上の人に意見を主張できる
0.69
0.77
2.04
3 話し合いの場で意見を主張する
0.59
3 情報を正確に伝えることができる
0.78
伝える力
(3) 2 分かりやすい表現で自己表現できる
0.63
0.74
1.98
1 自分の感情を言葉で表現できる方だ
0.47
1 対面で相手の言動をよく観察できる
0.72
聞く力
(4) 2 相手の意見を整理できる
0.60
0.64
1.78
3 価値観と異なる意見を否定しない
0.32
注) 因子欄の（)内の番号は抽出された順番を, 調査項目内容の左の番号は表1
の項目番号を示している。また,全体のα係数は0.81 である。

因
子

調査項目内容
因子 因子名 α
（省略形）
負荷量 固有値 係数
2 気軽に相談できる人に恵まれている
0.90
人間関係
3 喜びや苦しみを共有できる友人に恵まれている 0.83
(1)
良好度 0.84
4 側にいてリラックスできる友達は多い
0.70
2.74
1 現実生活での友人は多い方だ
0.48
1 SNS を利用している
0.91
SNS
(2) 2 SNS から情報をたくさん得ている
0.86 利用度 0.89
2.47
3 SNS で友人と会話している
0.77
4 ネット上で役立つ情報を提供したことがある
0.88
ネット
3 ネット上で感謝されたことがある
0.82
(3)
利他 0.78
1 ネット上で悩みに励ましたことがある
0.50
2.42
2 ネット上で質問に回答したことがある
0.41
3 文章を読む際、内容が理解できるまで熟読する 0.66
4 文章を読む際、顔文字などにも注意する
0.65 非対面
(4) 5 文章を読み書きする際、関係性を考慮する
0.58 CM 能力 0.73
2.39
1 文章を書く際、誤った表現がないか注意する
0.53
2 文章を書く際、顔文字なども利用して工夫する 0.49
1 掲示板を利用している
0.91 掲示板
(5) 3 掲示板でコメントを読んでいる
0.78 利用度 0.83
2.25
2 掲示板でコメントを書くことがある
0.68
2 嫌なことがあると、頭について忘れられない
0.85 情動的
ストレス
(6) 1 失敗すると、気がくじけてしまう
0.72
0.80
耐性
3 つらいことに直面すると、何も考えられない
0.67
2.13
1 メール（パソコン、携帯電話）が好きだ
0.72 メール
(7) 2 メールで勇気付けたり、励ましたりする方だ
0.61 利用度 0.75
2.00
3 メールで悩みや思いを共有できる
0.57
2 周囲の人の無理解
0.69
対人
(8) 1 嫌いな人ともつきあわなければならないこと
0.67 ストレス 0.71
1.90
3 他人から不愉快な目にあわされたこと
0.67
1 現実生活の中でよく人から感謝される方だ
0.69
現実利他
(9) 2 現実生活の中でよく役立つ情報を提供している 0.62
0.72
1.93
3 困っている人がいたらほっとけない
0.42
注) 因子欄の（)内の番号は抽出された順番を, 調査項目内容の左の番号は表1
の項目番号を示している。

というよりむしろ満足度の高い快適な行為である。従って，
知らず知らずのうちに PC にのめり込んで PC による病理を
深めていくことになる。これが本人に自覚症状が出づらい
理由であり，かなり深刻になってから周囲の人に勧められ
て診察を受けに来る人が多いのが現実である。そのため，
テクノ依存症に関する系統的な報告は数少ない。重症化し
た症例としては，睡眠不足からくる全身疲労感，不安，緊
張，恐怖，焦燥，不眠症やうつ状態などが報告されており，
症例によっては治療効果が表れないケースもある 8)。また
テクノ依存度はPCへの依存のレベルを簡易的に判定する尺
度値を用いることで表すことができ，この値が高いほどテ
クノ依存症になる危険性が高まることが臨床的に検証され
ている 9)。テクノ依存症であるかどうかは専門医の面接診

達度と伝達感の 2 つの観点から検討し，人はネット CM に比

察で最終判断されるので，本研究では尺度値が高くなるこ

べ，対面 CM の方が伝えたいことが相手に伝わりやすい（伝

とをテクノ依存症傾向と表現する。テクノ依存度には，PC

達感）と信じているが，実際は対面で会話するよりも，ネ

やネットの全般的活用度が含まれている。これは，調査対

ットを用いた会話の方が，話し手が発言した内容が正確に

象とした情報系の学生はオンライン利用とともにオフライ

聞き手に伝達されている（伝達度）という結果が導かれた。

ンでの利用（プログラミングなど）も多く，生活全般に与

これらの先行研究の分析結果から，以下の推論を行った。

える影響を無視できないと考えたためである。

各ネットツールの CM 利用が増加すると，その行為を維持し

次に，今回新たに追加した 3 つの構成概念を定義する。

やすくするためにネット利他が増加する。そこで相手から

人間関係良好度を「現実の人間関係に関わる質と量の充足

感謝されたり生きがいを感じたりするような経験が，現実

度」と定義し、調査項目の内容は人との直接的交流の量と

利他（現実生活での共生や慈愛を重視する行動）を促進し

質とする。対人ストレスを「対人関係に起因するストレス」

ていくなどの現実生活への波及効果につながる。その対人

とし、対人関係関連でストレスを受けた機会の頻度を問い、

と自身との間における利他的交流の中で対話力が鍛えられ，

情動的ストレス耐性は「ストレス事態への耐性に関するス

人間関係を良好にし，その生きがい感が QOL を向上してい

キル」とし、ストレスを受けた際の情動的な反応を問う。

くと思われる。また一方で，過度のネット利用はテクノ依

以上の定義を踏まえ，理論仮説の根拠を以下に示す。

存度を高める。テクノ依存症傾向は人間関係良好度を低下

ネットツールの CM 利用の正の効果を調査したものに次

させるとの先行研究 13)から，その中間的要因として対人関

のような研究がある。電子メールが会話，問題解決，仕事

係に関連するストレスを受ける機会とストレスに対する耐

スキルから構成される社会的スキルを高める効果があるこ

性が考えられ，これらを悪化させた結果，対話力と人間関

10)

とを示唆したもの ，ネット世界における利他的な動機に

係良好度を低下させ，
QOLに悪影響を及ぼすと考えられる。

もとづく情報発信（以降，ネット利他）が前述の社会的ス

この正と負の効果は先行研究 4)より同程度と推測する。

11)

キルを向上させるという研究がある 。また，情報を伝達

本稿ではメールなど文字を主な媒体とするCMについて分

するという機能に焦点を絞り，ネットと対面 CM を比較した

析するため，音声なども含む言語情報のうち文字，絵文字，

実証研究がある 12)。この研究では情報の伝わりやすさを伝

顔文字を文字情報とする。なお，IP 電話や Skype などによ
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る音声を媒体とする CM の場合，非文字情報や非言語情報が

の調査項目を検討し，表 1 と 2 に示す項目で調査票を設計

強く影響するため，対面状況に近いと思われる。そのため，

し，関係部局への事前承認後に倫理的配慮に注意しつつ

対話力低下の要因とは考えにくいとし，今回はさまざまな

2012 年 11 月に授業などを利用してアンケート調査を行っ

ネットツールのうち文字情報を主な媒体とするメール，SNS，

た。調査にあたり，学年ごとの必修科目や受講者の多い科

掲示板に注目し，これらを CM に利用した場合の影響を分析

目の授業中もしくは休憩中に20分程度時間を割り当てても

するために，3 つのネットツールの CM 利用度を測る調査項

らい，調査票を配布して調査の主旨を説明した後，学生に

目を用意した。次に，ネット利用がもたらす悪影響として

無記名で回答させ，その場で回収した。このデータで信頼

さまざまな研究で取り上げられるテクノ依存症を対話力低

性・妥当性を検証した後に仮説を検証した。調査対象は，

下の要因として適用する。また，先行研究から文章表現力

日頃，情報環境に接する機会が多い A 大学の情報系学生を

などに良い影響を与えるとされるネット利他を対話力や非

対象とした。その結果，有効回答数は 289（母集団は 399

対面 CM 能力向上の要因として用意する。本研究ではネット

人・回収率は 72％）であった。調査票の質問形式は 5 段階

ツールのCM利用が生活全般への満足度や幸福感に支障をき

評定法（最低 1 点，最高 5 点）であり，
「あてはまらない，

たすほど対話力が低下すると問題であるとの観点から QOL

あまりあてはまらない，どちらともいえない，ややあては

を適用する。なお，本研究での構成概念は全て主観評価で

まる，あてはまる」の中から選択する形式をとった。ただ

ある。本稿では，最終的に主観的な QOL の低下に寄与する

し，対人ストレス項目については最近 3 か月の間に経験し

かを重視しており，それへの影響度も主観的要因に左右さ

たり，感じたりしたことがあるか，それがどの程度気にな

れると考える。例えば対話力は，情報や自分の感情などを

ったかについての評定を求める形式とした。回答は「経験

CM の相手と臆さず積極的に相互交流を繰り返す中で鍛えら

していない，経験したがほとんど気にならなかった，経験

れ，非対面 CM 能力も日記やレポート，人との文章的交流な

して少し気になった，経験してかなり気になった，経験し

どを数多く経験する中でしか向上しないと思われる。これ

てとても気になった」の 5 段階である。各調査項目は，原

らはある程度，対話や書く能力への自信がないと実践でき

則として得点が高い人ほど各構成概念のレベルが高いこと

ず，持続することもできない。そして，それらの能力への

を示すように設定した。しかし，回答のしやすさを考慮し

自信が QOL に連動していく 14)。その場合，過大評価や過小

て，一部問の方向性を逆にしている項目があり，分析時に

評価などのバイアスも含まれてくるが，ネット上や現実生

得点を逆変換した。

活での人からの反応や評価というフィルターを通して，
徐々に是正されていくと思われる。このような理論仮説を

3．結果と考察

もとに，原因と結果が複雑に入り組んだ現象を解析する統

(1)信頼性・妥当性の検証結果

計学的手法として共分散構造分析を用いて検証を進めてい

情動的ストレス耐性尺度は，回答者のマイナーな調査へ

く。

の心理的負担や回答項目量の負担軽減を考慮し，以下の手

(3)作業仮説の設定

順で短縮版を適用した。情動的ストレス耐性尺度は 2012 年

前述した理論仮説を検証するために，12 個の構成概念を

予備調査のデータをもとに木島の SCSS 尺度

18)

の第一因子

設定した。対話力，非対面 CM 能力，人間関係良好度，対人

10 項目の中から 3 項目を以下の方法で選定し，本調査用の

ストレス，情動的ストレス耐性，現実利他，ネット利他，

短縮版として使用した。短縮の方法は，全 10 項目で主成分

テクノ依存症傾向，メール_CM 利用度，SNS_CM 利用度，掲

分析を行い，第一主成分固有ベクトルの上位 3 項目を短縮

示板_CM 利用度，WHOQOL である。WHOQOL は WHO が開発した

版として使用した。その短縮版尺度の信頼性は内的整合性

QOL の指標であり，既に先行研究

11)

等で信頼性・妥当性が

（Cronbach の α 係数）
で検証した。
その値は 0.72 であり，

検証されている WHOQOL 指標を適用した 1)。同様の理由で人
15)

11)

11)

0.7 以上の基準を満たし，信頼性に問題はないと判断した。

4)

なお，短縮版の情動的ストレス耐性尺度と 10 項目の第一主

間関係良好度 ，現実利他 ，ネット利他 ，SNS 利用 ，
4)

掲示板利用 は先行研究の調査項目を設定した。対人スト

成分得点間相関は 0.91 という強い関連を示し，短縮版とし

レス尺度は大学生ストレッサー尺度 17)の簡略版 13)，情動的

て十分適用できると判断した。対人ストレス尺度も，上記

18)

ストレス耐性尺度は SCSS の短縮版を適用した。メール利

と同様な方法で予備調査のデータをもとに島の短縮版 13)の

用は今回新たに調査項目を設定した。また，各構成概念に

一般ストレス 5 項目から対人関係関連 3 項目を適用した。

設定した具体的な調査項目は，
表1 と2 に示す通りである。

次に，対話力の信頼性と妥当性の検証を行うために，回収

なお，構成概念名は調査票に記載していない。

した調査データをもとに，対話力項目のみで因子分析（斜

(4)調査の方法

交回転）を行った。その結果，固有値 1 以上の 4 因子にお

理論仮説に基づき，各構成概念に対応する具体的な複数

いて，因子負荷量が 0.3 以上のデータ項目を選択してグル
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ーピングされたのが表 3 である。信頼性は内的整合性で検

WHOQOL

証した。各因子の α 係数はほぼ 0.7 以上あり，対話力全体
-0.17

の α 係数も 0.87 と良好な値を有している。また表 1 の背
後にある構成概念に対応した 4 因子が抽出されたため，抽

-0.14
-0.12
-0.12
テクノ依存症傾向
-0.14

出された因子の構成概念の妥当性も検証された。さらに内
めた。なお，各構成概念は 3(2)で後述する理由と方法の主

0.25 0.47

-0.11 0.31
掲示板利用

向と QOL は前述の先行研究などで既に信頼性・妥当性が検

0.25

0.17
非対面CM 能力

0.19

概念相互の関係が，理論的にも整合性がとれていると考え
0.31

0.12

0.24

ネット利他

られ，内容の妥当性も検証された。また，テクノ依存症傾

対話力

0.33

現実利他
0.13

0.33

人間関係良好度

関係数は相互に0.4～0.6以上の有意な値を示した。
これは，
各構成概念が密接に関係し合っていると考えられる。構成

0.24

0.37

成分分析得点で総合化している。対話力の構成概念間の相
伝える能力の高さは聴く能力と協調性に左右されるなど，

情動的ストレス耐性
-0.13

0.13

容の妥当性の検証を行うために構成概念間の相関係数を求

0.25

-0.33

対人ストレス

0.18

0.21

0.20

SNS 利用

0.21
0.30

メール利用

証され，独立した尺度として一般的に利用されている。そ
GFI=0.98 AGFI=0.97 RMSEA=0.00

こで，この 2 つの構成概念を除く調査項目で，信頼性と妥

注) 誤差変数は↑のみで示し，パス係数は全て 5％以下で有意である。

当性を検証するために因子分析を行った。その結果，9 因子
が得られ，想定した構成概念と一致した（表 4）
。なお，各

図 1 因果推定モデル

構成概念間には関連性が想定でき，実際に因子間に相関が

終的なモデルを確定した。なお，構成概念とその構成要素

みられたので斜交回転を適用した。その結果，因子負荷量

数が多いので，構成概念を観測変数として扱い，そのデー

が全て 0.3 以上であり，因子の構成概念の妥当性が検証さ

タは前述の第一主成分得点を適用した。

れた。
信頼性は表 4 から，
α 係数がほぼ 0.7 以上と良好で，

(3)因果推定モデルの分析結果と考察

構成概念が尺度としてそれぞれ統一的に形成していること

図1に，
本稿の因果推定モデルとそのパス係数を示した。

が分かる。

この図より，各ネットツールの CM 利用が増加すると 2 つの

(2)因果推定モデルの構築

効果をもたらすことが分かる。1 つは，ネット利他と非対面

共分散構造分析を適用して，因果推定モデルを作成する

CM 能力が向上し，現実利他が増加する。その結果，対話力

ための参考資料として使用するために，相関分析を行った。

と人間関係良好度，
QOL を良好にするという正の側面である。

そのためにまず各構成概念を総合化する。総合化するには，

もう 1 つは，テクノ依存症傾向を高め，現実利他を減少さ

一次元性の根拠ともなる各構成概念の因子的構成概念妥当

せ，対話力にも悪影響を及ぼすという負の側面である。各

性と信頼性が検証されている必要があるが，3(1)より検証

ネットツールの利用が対話力，QOL に与えるに至る正負 2

済みである。総合化の方法には，単純加算と主成分分析に

つの側面と因果関係は先行研究と同様である。次に，今回

よる第一主成分得点の二種類があるが，後者を適用した。

新たに追加した 3 つの構成概念について述べる。前述した

その理由は，各変数間の相関関係が強い変数ほどウェイト

ようにテクノ依存症傾向は現実利他を低下させると同時に

が高く総合値の精度が向上するからである。なお，第一主

情動的ストレス耐性を弱め，対人ストレスを受ける機会を

成分が総合的な主成分であるかどうかは，第一主成分得点

増加させる。その結果，人間関係良好度と QOL を低下させ

を求めるための固有ベクトルが全て正の値であるかどうか

ていることが分かる。これはテクノ依存症傾向の，現実の

で判断した。その結果，該当の係数は全て正の値を示した。

生活や人間関係などの臨機応変な対応が求められるような

その得点算定のための固有ベクトルは表 1 と 2 に示してい

ものからの逃避傾向が原因と考えられる。これにより、対

る。構成概念間の相関関係から，共変関係の程度が把握で

話の機会が減少したことで、対話力低下や人間関係良好度

きるが，因果関係の方向性は分析できない。そこで共分散

の悪化などの悪影響が引き起こされると推測する。

構造分析を適用して，各構成概念間での相関係数のランキ

本稿の目的である各ネットツールの CM 利用が対話力と

ング表をベースにしつつ，因果の方向性を論理的に考慮し，

QOL に与える影響を分析する。
共分散構造分析における各構

分析用に用いたソフト（Amos）の総当たり機能も併用し複

成概念が他の構成概念に与える影響は，直接効果と間接効

数の候補モデルを作成した。仮説以外の考えられる因果経

果の 2 種類あり，直接効果はモデルのパス係数を見れば分

路も設定した多数のモデルから，適合度指標やモデル選択

かるが，間接効果は他の構成概念を経由して影響するため，

指標，モデル解釈の合理性を総合的に判断して選択し，最

モデルを見ただけでは分かりづらい。そこで，対話力と QOL
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映画的フレーミングによる情報の起源の複数化
Multiplication the origin of the information by the framing in the cinema
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Abstract The attempting in this paper, it is to show a possibility to consider the information from the
viewpoint of framing in the cinema. Consideration to the information from the point of view of system theory,
including cybernetics, there is a danger of falling into reductionism. It is necessary to explore the generation
of information from the side of the duration and spirit, not the material, and indispensable to multiply the
origin of the information by the various types of framing.
キーワード

サイバネティックス, 映画, ドゥルーズ,

『シネマ』における情報概念の「位置」
ジル・ドゥルーズの映画についての著書『シネマ 1
運動イメージ』『シネマ 2 時間イメージ』は、その
「結論」と題された章で情報科学、および情報概念に
対して激しい批判を展開する。
情報を超えるということは同時に二つの側面にお
いて、二つの問いにむけて実現される。発信源は何
か、そして宛先はどこか。…（中略）…情報科学は
これらの問いのどれにも答えない。なぜなら情報の
発信源は情報ではないし、情報を受けとるものも自
身も情報ではないからだ。情報の劣化などありえな
いのは、それは情報そのものが劣化だからである。
（Deleuze, 1985:353=370–371）
この批判は極めて唐突であるように見える。ドゥル
ーズはここに至るまで情報についてほとんど言及する
ことがなく、それが『シネマ』を貫く課題であったと
は到底思えないのだ。「映画の生あるいは余命は、情
報 科 学 と の 内 的 闘 い に か か っ て い る 。」（ Deleuze,
1985:353=371）この後に続くのは、『シネマ』全体の
要約と、次の著作の予告にあてられており、実質これ
が結語となる。この映画による情報科学への闘争宣言
の意味するところは一体何なのであろうか。
実際、この言明は容易に理解することは可能である。
具体的、直接的な経験から出発しようとするベルクソ
ンから、多大な影響を受け、とりわけその思想をベー
スとして書かれているこの著作の作者が、当時の他の
思想家が言語・記号学に積極的に依拠しようとしてい
たのに対し、言語論には冷たく、「記号」はその意味
を大きく変更することなしに採用することがなかった
のは、よく知られている。であるならば、彼が「情報」
についても、また否定的評価を下すのは当然であろう。

173

リュイエ, ベルクソン
それ以前に、そのようなドゥルーズの思想についての
基礎的な知識すら、この言明を受け取るのに必要では
ない。社会学やメディア論的観点からではなく、哲学
的、美学的に映画を扱おうとする『シネマ』において、
情報という概念が「映画」に拮抗するとは到底思われ
ない。さらにここに言われている「情報」を電子メデ
ィア（テレビ・ネット）に繋がるものとみなすならば、
映画対テレビというよく知られた対立——ハリウッド
のスタジオ・システムの崩壊、日本における五社協定
の破綻という、極めて現実的で経済的な崩壊をもたら
した、テレビとの対立図式に過ぎない。要するに、こ
の言明に見られる「情報」批判はそれでほど驚くべき
ものではないのだ。
とはいえ、それゆえに『シネマ』を情報を積極的に
扱わない著作、ただ遠巻きに情報を批判する著作であ
ると結論することはできないように思われる。それは、
この結論とされた部分以外に唯一「情報科学」につい
て言及される、その位置に関わっている。それは『シ
ネマI 時間イメージ』第二章第一節第一段落に現れる。
「後になって訂正することになっても…」という注意
に続いて、映画の「フレーム」について定義する部分
である。フレーム、フレーミングとは、「イメージの
なかに現前するもの——たとえば大道具、人物、小道
具——をすべて含むひとつの閉じられたシステムを既
定すること、それも相対的に閉じられたひとつのシス
テムを規定すること」（Deleuze, 1983:23=23）である。
だが、そうした用語（言語学に係るような用語：
引用者註）フレームの類似物があるとすれば、それ
は言語学の体系に属しているというよりもむしろ情
報科学の体系にぞくしているからだ。以上にのべた
要素は、たいへん多かったり、あるいはきわめて制
限されていたりするが、とにかくデータなのである。
したがってフレームは二つの傾向から切り離せない
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ものである。すなわち、飽和への傾向と、希薄化へ
の傾向である。（Deleuze, 1983:23–24=23–24）
この「情報科学」という用語の出現位置が重要なの
は、第一章が理論のベースとなるベルクソンの思想の
注解に続いて、始めて本格的に映画について語りだす、
その冒頭であるからである。つまり『シネマ 1』『シネ
マ 2』の映画についての言及の全体がそっくりそのま
ま、冒頭と結語の情報概念によって枠付けられている
——つまりフレーミング（cadrage）されているのであ
る。
それだけではない。先の映画による情報科学への闘
争宣言に付された註釈に次のような記述がある。
哲 学 的 に は 、 こ れ は レ イ モ ン ・ リ ュ イ エ が la
cybernétique et l’origine de l’information（『サイバネテ
ィックスと情報の起源』：引用者註）, Flammarion に
おいて行なったことである。自動装置の進化を考慮
しながら、彼は情報の発信源と宛先の問題を提起し、
映画的なフレーミングの問題と無関係ではない「嵌
め込み（encadrant）」という概念を作り上げている。
(Deleuze, 1985:353=(53))
フレーミングの問題に着目するならば、結語を冒頭
へと円環状に接することで、次のように言うことがで
きる。『シネマ』は情報の起源を問い、情報を生成す
るべく、システムを諸映画によってフレーミングして
いるのである。情報の起源としての映画、私たちは
『シネマ』をそのような著作として読むことはできな
いだろうか。

心理的フレーミングから心理のフレーミングへ
フランスの科学哲学者レイモン・リュイエは 1954
年 に 出 版 さ れ た 、 “la cybernétique et l’origine de
l’information” において、ウィーナーのサイバネティッ
ク理論に対して、徹底的な批判を行った。「意識を持
った神経システムを機械によって置き換えてはならな
い。諸機械は生きた神経システムに従属し、それらに
よって枠付けされる（encadré フレーミングされる）
も の と し て 考 え ら れ な け れ ば な ら な い 。」
（Ruyer,1954:72）これはウィーナーが『サイバネティ
ックス』の中で頻繁に、人間まで含めたあらゆる生物
のあり方を、フィードバック機構として捉えることに
対する疑義である。例えば、暖房機器について考えて
みよう。単純な暖房機器であれば、室温が上がりすぎ
た時、人間が機械を操作して、出力を下げ、結果温度
が一定に保たれる。人間が「暑すぎる」という情報を
受け取り、その情報を調整弁を介して機械に伝える。
しかし、フィードバック機構を備えたサーモスタット
であれば、機械自体が室温を情報として把握し、温度
目盛に対する室温の高低に合わせて、燃料油の流量を
調整することで、温度が一定に保たれて機能する。
（ ウ ィ ー ナ ー ,2011:193 ） こ の よ う な 「 印 象
（impression）の流れ、通報の流入、出てゆく通報の
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動作の流れなどによって外部と効果的に連絡する」
（ウィーナー,2011:99）自動装置のモデルから、ウィ
ーナーは生物や人間をも捉えようとする。
リュイエの反論は素朴なものである。なるほど、確
かにサーモスタットからは人間の直接的な介入は排除
されている。とはいえ、快適な室温のもとに居たいと
望む人間の要求なければ、そもそもこのサーモスタッ
トは一体何をしているというのだろうか。サーモスタ
ットの作動に意味があるとするならば、それは生きた
神経システムによってフレーミングされることによっ
てでしかない。
ここでは意識と機械というデカルト的二元論が示さ
れている。情報概念にはあるパラドックスがあり、そ
れは精神的秩序から見るか、あるいは物質的秩序から
見るか、によって情報のあり方が異なってしまい、そ
れを同じものとみなすことに困難が生じるところにあ
る。精神は情報を形相として、ある全体として把握す
る一方、物質的秩序は近傍から近傍への因果作用によ
ってしか進まない。そこで、機械は閾値や鍵を設定す
ることで、物理量の合計を「全体としての考慮」とし
てを実現しようとする。とはいえ、鍵が錠をあけるの
は、構造が一対一対応しているためであって、情報が
伝達されているわけではなく、錠が鍵を「認識する」
と言うのは比喩の域を出ない（Ruyer,1953:11–12）。
リュイエはこの二元論を解消することなく、装置の
組み合わせ（montage モンタージュ）を、精神的なも
のと物質的なものを架橋するものと捉える必要を指摘
する。既に構成され、機能しているメカニズムは受動
的モンタージュであり、それに対して意識が意味の秩
序から結びつきを創造することによるメカニズムであ
る積極的モンタージュを対抗させなければならない
（Ruyer,1953:11）。物理的機械は意識によってフレー
ミングされる。例えば、1）私は暖まりたいと望む、2）
私はサーモスタットを華氏 60 度に上げる、3）暖房の
温度が上昇する、4）私は暖まる、という一連の流れ
において、1、4 という意識が 2、3 という機械的過程
をフレーミングしている（Ruyer,1953:77）。もっと複
雑な例においては、1–2 の間に半-機械的な心理状態
（セット set と呼ばれる）が介入し、3–4 の間に副次的
効果が発生する。レーサーがレースに勝利するために、
1）私は速くゴールに到着したいと望む、1’）最高速
度を維持するという心理状態、2）アクセルの操作、
３）モーターの加速、3’）最高速度の獲得、4）私は
速くゴールに到着する。もしも、自動制御の自動車が
開発されれば、機械的に障害やカーブを認識しながら
最高速度を維持することが可能であるが、これは機械
が心理的「セット」に単に代置可能であるというより
も、それが可能なのは、心理的「セット」がそもそも、
今度は機械（およびレース場という環境）によってフ
レーミングされているからである（Ruyer,1953:80）。
こうしたリュイエのフレーミングという考え方は、
一見、精神による意味付けという素朴な考え方をウィ
ーナーの素朴な自動装置にぶつけているだけで、現代
的なシステム論の観点からは古臭いものに見えるかも
しれない。自動装置がその作動によって、自らを変質
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しながら意味を生成する、というのがそれ以後のシス
テム論の目標であるからだ。しかし、ここでリュイエ
は機械から意識の生成へという一方向の進展を拒否し、
機械↔意識間の双方向での影響関係を問題にしている。
「セット」は機械と環境による心理状態の拘束である
がゆえ、システム論は機械の側から心理的「セット』
を生み出せる。だが、意識にまで到達し得るかは全く
別の問題である。
リュイエは意識から機械へという道を提示するから
といって、意識をもったある生物が全ての始まりであ
る、ということにはならない。1–4 という意識過程自
体をフレーミングする 0–5 というさらに上位のフレー
ミング、「価値論的フレーミング」（Ruyer,1953:83–84）
というものがあるからである。個々の意識のもつ欲求
や欲望、それは自動装置の進展から生み出されるので
はなく、いくつもの感受性、「多様な要求」から意識
を「価値論的自動装置」として生み出す、「超越的な
もの」をリュイエは要請するのだ。

エントロピーと持続
サイバネティックスの自動装置は、外部へと遂行さ
れた行動が情報として自らに帰ってくるという時系列
的事象として、それ自体偶然性をはらんだ、人体や機
械や社会の構成諸部分を、種々の合目的的な目標へと
調整することで、無秩序へと向かう自然界の流れ、—
—つまり、エントロピーの増大——を引き止めようと
するものである。ウィーナーは『サイバネティックス』
第一章「ニュートンの時間と、ベルクソンの時間」に
おいて、この機構における時間の重要性を指摘してい
る。エントロピーの増大は、局所的には食い止められ
るが、全体としては一方向に進んでいく不可逆過程で
ある。古典物理学、つまりニュートンの時間は可逆過
程であり、例えばビリヤードの球同士をある方向から
ぶつけた後に逆方向から正確に同じ強さ、同じ方向に
突けば、初期状態に戻る。だが、不可逆過程ではそれ
はあり得ない。この時間をウィーナーはベルクソンの
時間と呼んで対置してみせる。
だが、ウィーナーはこのようにベルクソンの名前を
出しながらも、熱力学や統計力学の見地から不可逆性
をひき出すのであって、当のベルクソンに対しては
「現代の自動装置は、生物体と同種のベルクソンの時
間のなかにある。したがって、ベルクソンの考察のな
かで、生物体の機能と本質的な様式が、この種の自動
機械と同じではないとする理由はないのである。」と
して、その思想を生気論として放棄する。しかし、ベ
ルクソンの思想は熱力学に由来するものではないし、
彼が生気論者であったとしても、それはウィーナーの
言うように「生物体」にこそ関わっているのではない。
ベルクソンの時間は「宇宙において次々に起こるよ
うに見える予見のできない新しさをもった連続的創造」
（ベルクソン,2010:137）としての持続によって、構想
されている。ベルクソンの出発点は自らの意識である。
私たちは普段の生活においては、いくつかの一まとま
りになった心理状態が継起していくように、それを理
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解しているが、仔細に観察すれば、それらの心理状態
は決していつ始まりいつ終わるといった仕方で区切ら
れたものではなく、互いに相互浸透し合い、決して止
まることなく連続変化していることに気づく。その上、
そうした持続は現在を流れていくと同時に、記憶へと
保存され連続的に膨らんでいく。私たちの意識には、
一瞬足りとも同じ瞬間は存在しない。一まとまりの心
理状態とは、生活の便宜によって、そこから切りださ
れたものに過ぎない。ベルクソンの『創造的進化』は、
この意識の連続変化を、大胆にも宇宙全体へと拡大し、
そこから進化を捉えようとする形而上学的なものであ
る。
意識を宇宙に拡大するこのアナロジーは、とはいえ、
ウィーナーの言うように擬人的なものとは言えない。
絶え間なく蓄積されるベルクソンの記憶は、自動装置
のように自らの分節された行為をデータとして記録し
利用することとは、全く異なっている。それは個人的
なものをどこまでもはみ出し、むしろそこから個人的
なものを生み出すような存在論的基盤なのである。そ
れは一切の機械論に反する、純精神的なフィードバッ
ク装置である。
ベルクソンはこのような「新たなものの連続創造」
を自己を作る過程として提示し、——ただし、ここで
の自己とは宇宙そのものである——エントロピーの増
大として自己解体していく過程として物質性を定義す
る（ベルクソン,2010:312）。記憶は保存されると共に
収縮し、何らかの質を生み出す。赤という色は、ごく
わずかではあっても一定の時間に経過する波長の流れ
を保存し、収縮することで知覚される質となる。逆に
収縮ないし緊張の努力が欠ければ、物質的なものとし
てどこまでも散逸していくことになる。
生物種の進化は、いわば宇宙的記憶ともいえる自己
創造の進展が、物質的なものをにぶつかり、何らかの
仕方で減速した結果、そこから分化したものとされる。
この点については「手を差し込まれた鑢屑」のメタフ
ァーが名高い。ベルクソンは進化について機械論的説
明も目的論的説明も共に間違っていると主張する。進
化を促す生の弾み（élan vital）そのものは、分割する
ことの出来ない連続創造である。この弾みを手の運動
に例えてみる。この手が鉄の鑢屑の中を前進していく。
鑢屑の粒は押しのけられることによって、密度を増し、
手の運動はある点で停止せざるを得ない。この時、鑢
屑に残された形が生物の種の形態を示している。とこ
ろが、こうした進化の運動そのものを捉えず、進化の
結果だけを見ない人々は、鑢屑の粒のなかに、進化そ
のものを見ようとするだろう。ひとつひとつの粒の位
置の理由を、隣接する粒の群れ相互の作用に帰着させ
ようとするのが機械論である。一方、そうした粒の配
置を、前もって用意されていた全体的な計画の実現と
して説明してしまうのが目的論である。しかし、真実
は、生の弾みの不可分な一つの運動があっただけであ
って、生物の種の形態はその後に残された痕跡にすぎ
ないのである（ベルクソン,2010:128–129）。私が先に、
ベルクソンの「生気論」は生物体に関わっているので
はない、と述べたのはこの意味である。
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つまり、エントロピーと持続は同じ不可逆性であっ
ても、全く反対の性質を持っている。生物体はいわば、
この自己創造と自己解体の間で生じると言えよう。生
命の行動性には、「みずからを解体するものを横切っ
てみずからを作る、ある実在」の痕跡を見ることにな
る。確かに、ベルクソン以後の科学の進展を鑑みれば、
物質をただ自己解体するものとして、創造をすべて持
続に委ねる訳にはいかない。プリゴジンの散逸構造の
ように、科学は無秩序から秩序の形成されることを示
唆するが、かといってそのことが持続を無用にするわ
けではない。科学にとって生物体は無秩序から安定し
た構造へと進んだものであるが、一方ベルクソンにと
ってそれは創造の減速である。
「無秩序」という概念をどう理解するかが問われる。
ベルクソンはそもそも「無秩序」とは擬似概念である、
と指摘する。「無秩序はただ私たちが求めていない秩
序である。あなた方は思考によってさえ一つの秩序を
除去しておいて別の秩序が出てこないようにさせるわ
けにはいかない。目的や意志がないとしても、機構は
あるからである。機構が負けると、意志や気まぐれや
目的が勝ってくる。」（Bergson.1934,108=149）ベルク
ソンの側から見て、意志が緩めば、そこに熱力学第二
法則という物理的秩序が浮かび上がってくるだけであ
る。一方、科学の側からは無秩序（物理的秩序）から
自己組織化による秩序の生成に、生物的自律性、「生
存目的」という最低限の目的を導入し 1 、一方そこか
らはみ出すものは、せいぜい偶然性やエラーという無
秩序として扱い、これらを自然淘汰やフィードバック
機構で打ち消されるものとする。彼らは、進化や創発
を語りながらも、決して「新たなものの創造」それ自
体を見ようとはしない。全ては、後で整序される偶然
性、乱雑性として否定的に処理される。しかし、それ
らは持続の観点からみれば、どれもが連続的創造（精
神的秩序）の一部を成しているのである。
現代のシステム論は、生物発生レベルの秩序形成の
あり方に着目し、その知見を階層化することによって
もっと上位の形態、精神の形成や社会システムの形成
へと拡張し、或る種の統一的説明を得ようとする。し
かし、先にリュイエのところで見たように、機械的な
ものから心理的なものへの上昇が可能であるかに見え
るのは、その時に考えられている心理状態が、そもそ
も機械や環境から拘束されているセットの段階に位置
しているからに他ならない。階層が上昇するに連れて、
例外も増していくのだが、これらは偶然ニッチとして
処理され、また一方で規模の拡大とともにせり上がっ
てくる不鮮明さが、抽象的モデルの居直りを招き、あ
たかも問題がないかのように進行する。エントロピー
からの上昇という理論的鮮やかさを棄て、持続からの
様々な分化の果てに生まれる情報、という逆の道を辿
る必要があるのではないか。

1 米山氏は『情報学の基礎』において、「生存目的」
観点から、精神をも説明してしまおうとする科学
者の態度を厳しく批判している。p.107-113
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映画のフレーム
生の弾みとその痕跡である生物体を取り違えること、
ベルクソンはそれをもっと端的に「創造と制作の取り
違え」として示す。とりわけ芸術作品が製作される場
面である。芸術はちょうど科学と（持続に係る）哲学
との中間に位置している。哲学の扱う持続は新たなも
のの連続的創造の絶え間ない過程だが、一方科学はそ
こから繰り返されるもの、同一的なもの、規則的なも
のを引きぬき、法則化するものである。この観点から
哲学は生の弾みに赴き、科学は物質へ赴く。各々にお
いて採用される能力は、前者が直観、後者が知性であ
る。さて、芸術はこの二つの能力が結びついて為され
るものである。第一に芸術家が何らかの素材を加工し
なければならないという意味で、物質のさまざまな要
求に従っている。そこでは技巧が重要であり、彫刻家
は大理石の削り方を学び、画家は筆のタッチや絵の具
の重なりの効果を学ばなければならない。それととも
に自らの身体をどう動かすかということにも習熟する
必要がある。しかし、これら基礎的技巧は一度学んで
しまえば、他の作品制作にも適用でき、半-法則的な
繰り返しに関わっている。それゆえ、技巧をベルクソ
ンは「芸術家の知性的態度」（Bergson.1934,103=142）
と呼ぶ。彼にとって知性とはそもそも、道具の制作に
端を発するもので、身の回りのものを素材として扱い、
それらを互換性のある組み合わせの部品として扱うも
のである。それゆえ、本質的には知性は行動に関わっ
ているのだが、知性はその抽象化能力、概念的理解へ
とそこから離脱する。芸術は一面では、この知性的態
度の具体的行動への復帰である。しかし、芸術は当然
これのみで作られるものではない。いくら技巧に長け
ても芸術にはならない。一方で、芸術家は「実生活の
具体的な物質的な側面を念頭に置いていない」
（Bergson.1934,151=213）ものであって、私たちが日
常、生活し行動しようとする欲求が狭めている知覚か
ら離れ、事象の連続変化そのものを捉えようとする方
向に向かう。そこから彼らは創造の弾みを感じて、具
体的な素材と取り組むのだが、その過程において創造
の弾みそのものは制作に転じてしまう。外から見るな
らば、技巧の鮮やかさだけが際立っているように見え
るだろう。おそらく、哲学だけが行動へ向かう道をさ
かのぼり、弾みそのものを思考するのであろう。芸術
において、直観は知性的なものに関わって、作品の制
作としてフレーミングする。
ベルクソンやリュイエにおいては、フレーミングは
一つの機能へと結びつき、その機能自体が一つのまと
まりを構成しており、持続的なもの直観的なものは、
そこにはほとんど残されていない。創造と制作、フレ
ームとフレーム外があまりにはっきりと分かれてしま
い、具体的な制作のプロセスに入り込む創造、あるい
は物質との関わりにある制作の積極的な部分も消えて
しまうように思われる。
ここで私たちは映画のフレームというリュイエのフ
レーミング論と深く関わりつつも、それをはみ出すも
のについて考察してみよう。そもそも、なぜ映画を扱
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うのか。なぜ映画は創造と制作の問題を扱うのに適し
ているのか。
第一に、映画が時間芸術であることによってである。
しばしば映画はそのフィルムの形態から、諸瞬間を空
間上に等間隔に並べ、停止したり、速めたり、巻き戻
したりできるものとして、純粋な時間を否定するもの
とみなされてきた。ベルクソンが『創造的進化』にお
いて、「思考の映画仕掛け」として批判したのはこの
観点からである。しかし、巻き戻すにせよ速めるにせ
よ、それは時間を無視するのではなく、時間を経過す
る様々な様態、連続的に変化するもののヴァリアント
を発明しているのであって、私たちがフィルムを眺め
るのではなく、その映写を目にする限り、常に不可逆
なものである。第二にカメラによる知覚と行動の結び
つき、感覚-運動系の破壊によってである。通常の知
覚は「現在」の有用性、行動、感覚−運動の紐帯にお
いてある。中枢的な身体の活動によって、知覚の全体
から有用な知覚を図として取り出し、他を地へと追い
やっている。ところが、カメラとは何よりも、非中枢
的な知覚なのである。カメラによる知覚はまず観客の
運動と全く一致していない。モンタージュやカットバ
ックによって、映画作家はカメラの視点を主人公の視
点とみなさせようとすることもあるが、そのような一
致も恒常的であるわけではない。つまり知覚から有用
性、活動の観点が取り除かれるのである。それでは、
運動を絶たれた知覚とは、知性的な客観的な知覚なの
だろうか？そうではない。客観的な知覚は感覚-運動
系から抽出、抽象されて成立するのであって、それを
前提としている。カメラの知覚は、ベルクソンが「純
粋知覚」と呼ぶものに接近する。
こうした観点から映画のフレームを整理してみよう。
カメラの知覚を単純に撮影者の知覚に同一視してしま
えば、フレームはその撮影者の視野でしかないが、そ
のような視覚的同一化が不可能であるのは、以上述べ
た通りである。むしろ、フレームは積極的な構成、フ
レーミングとして考えられなければならない。
第一に、フレーミングとは——本論の冒頭での引用
を繰り返せば——「ひとつの閉じられたシステムを既
定すること、それも相対的に閉じられたひとつのシス
テムを規定すること」であり、その場合、そこにパン
フォーカスのように多数の見るべきものがあるのか、
それともクロースアップによって一つの事物や顔が画
面を占めるように、ごくわずかの見るべきに限るのか、
という情報の濃縮化-希薄化の対がある。
しかしこれだけでは、まだ映画の運動性とフレーミ
ングの積極性を捉えたことにはならない。第二にフレ
ームが対象を配置したり切り取ったりする時に、フレ
ーム自体を空間として予め設定し、そこに人物や事物
を配置するのか（幾何学的構成）、それとも人物や事
物に緊密に依存し、そこからフレームが決定されるの
か（物理学的構成）、という二つに分類される。
第三にシステムの総体の諸部分を分割し再結合する
ことに関わる、フレーム内フレームのあり方である。
この場合もまた、幾何学的構成と物理学的構成に分類
される。一方はフレーム内で明確に分離する線が、フ
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レームの内部にフレームを作り出す。それによって、
尺度の異なる対象を異なるフレーム内に分離し、分離
されたままスクリーンというフレームのフレームにお
いて結合する。「概して、〈自然〉のもろもろの力は人
物や物と同じようにはフレーミングされていず、個人
は群衆と同じようにフレーミングされていず、下位の
要素は項と同じようにフレーミングされていない。し
たがって、フレームのなかには多くの異なったフレー
ムが存在する。ドア、窓、窓口、天窓、車のウィンド
ー、鏡は、ことごとくフレーム内フレームである。偉
大な映画作家たちは、そのような第二のフレーム、第
三のフレーム等々のあれこれと個々に親和している。
そしてまさに、閉じられた総体つまりシステムの諸部
分は、そうしたフレームどうしの入れ子によってこそ、
互いに分離し、またそればかりでなく協同し、再結合
するのである。また、一方物理学的構成においては、
ファジーな総体に関わる。その場合、最初から分離す
る明確な線があるわけではない。影と光の混合におい
て、諸部分が区別しえないときがある。それらは諸価
値の連続的な性質変換のなかで、諸部分が区別された
り混合したりする。つまり、ここではフレーム内の連
続変化から、各々が本性を変えながら、ファジーな総
体から分化したり、また総体に戻ったりするのである。
要するに、「もろもろのフレームのフレームとしての
スクリーンは、共通の尺度をもたないものに共通の尺
度を与える」 （Deleuze,1983:27=28）ことによって、
日常の生活においては尺度の異なるもの、別々の対象
として分離されているものを、脱領土化し、絶え間な
く変異させるのである。
最後に、フレームの外部、画面外という問題である。
この場合も二つの事例に分類される。第一に、フレー
ムによって切り取られたシステムの総体よりも広大な
総体を指し示す場合である。この場合、画面外はフレ
ーム内部からは隠されているだけである、想像的な空
間であって、画面の中に移行し、画面外であるのをや
めれば、具体的な空間に生成するという意味で、相対
的なものである。それに対して絶対的なフレーム外と
いうものがあって、その場合「閉じられたシステムは、
宇 宙 の 全 体 に 内 在 す る 持 続 に み ず か ら を 開 く 。」
（Deleuze,1983:30=33）もはや、システム総体の物理
的・空間的広がりを差すのではなく、絶対的にフレー
ミングするもの、宇宙の新たなものの連続的創造へと
システムを開くのである。

情報の起源の複数化
要するに、映画のフレームは、一つの機能をもつシ
ステム総体としてあるのではなく、それ自体がフレー
ミングを行ったり、フレーム外を指し示す、システム
総体の生成のプロセスとなっている、ということであ
る。『シネマ 1 運動イメージ』『シネマ 2 時間イメージ』
2 部作の試みは、簡単に予告するなら以下のようにな
るだろう。『シネマ 1』はとりわけ、フレーム内部にお
いて、すでにそこに含まれる光と影（そして音）から
なる連続変化する総体からどのように、システムがフ
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レーミングされたり、解体されたり、再フレーミング
されるのかが問われる。『シネマ 2』においては、もは
やフレーム内（およびそこからの延長としての相対的
画面外）での運動が問題なのではなく、もはや見える
もののレベルに属さない、絶対的画面外である持続が
いかにフレームに関わるのかが問題になる。
一つだけ例を出そう。映画の観客はカメラの知覚に
よって、感覚-運動の紐帯を絶たれるのだが、ハリウ
ッド映画はこの失われた紐帯を「行動イメージ」と呼
ばれる仕方で回復しようとする。
メルロ=ポンティは「映画と新しい心理学」という
論文で、古典心理学と現代の心理学の差異を明確にし
ている。古典心理学は、世界を認知する主体を最初に
立て、それを所与としての感覚のモザイクとしてのデ
ータを、知性による知覚野の統一によって処理するも
のとして捉え、研究していた。主体から世界をいかに
知覚するかが問題となっていたのである。それに対し
て、新しい心理学はもはや確定した主体から出発する
ことはない。世界は前もって私の面前に組織化され、
その世界との行動による交渉を介して、自らの現存を
再発見するという過程を経ることになったのである。
「世界に投げ出され、他者の眼差しに委ねられ、自分
が何であるか、彼らから学ぶような意識を提示する」
（メルロ=ポンティ,1983:85）こうしたゲシュタルト心
理学、行動心理学は、人間にかぎらず、動物にも適用
され、生態心理学として発展し、ギブソンのアフォー
ダンス理論へと展開していく。同じことがメルロ=ポ
ンティが見たように、映画でも起こっていた。映画に
おいても、確定した人物から始めることは困難であっ
た。映画評論家ノエル・バーチの指摘を借りて、ドゥ
ルーズは「大形式 S-A-S’」と呼ばれるハリウッド映画
特有の様式を分析する。それは、人物から始めるので
はなく、全体の状況をまず示すこと、状況が示唆する
特権的な行動へと収斂させ、その行動によって次の状
況へとつなぐことであった。いわば、フレーム内を一
つの環境として構築し、そこで機能する自動装置とし
て人物を行動させるのである。これに対して、 「小形
式 A-S-A’」と呼ばれる別のタイプがあって、今度は明
確にサイバネティックス的自動機械に近いものとして
人物は構成される。人物は観客がその行動を理解でき
ないままに、とにかく行動を始める。人物はその都度、
限定的な状況——情報——を受け取って次の行動へと
接続していく。観客はその一つ一つの行動を追うこと
で、次第に状況と人物をある種ののフィードバックプ
ロセスを介して了解していくのである。つまり、ハリ
ウッド映画は環境と自動装置のループによって、失わ
れた行動を作り上げるのである。いわば、映画の中で
行動心理学とシステム論を構築するのである。
だがこのような「行動イメージ」の構築は、ハリウ
ッド映画の一部において限定的に行なわれたに過ぎな
い。（たとえ、この構築によって私たちの日常的な感
覚-運動系の類似物が形成されたがゆえに、今なお世
界を席巻するものとなっていようとも。）こうしたシ
ステムの作動とそこにおける情報というもののあり方
は、他にもあり得る別の形態のなかでのごく限られた
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ものにケースに過ぎないのである。
ドゥルーズは『シネマ 1』の冒頭で、この研究は、
映画史ではなく、ひとつの分類学である、と述べてい
る（Deleuze,1983:1=1）。一つの歴史的な流れを作るの
でもなく、またある限られた理論によって、様々な映
画を分析しようとするわけでもないのだ。むしろ、
個々の映画において、個々の映画とともに思考し、そ
れと共に情報をフレーミングすることになる多様なあ
り方を理論の増殖によって探るのである。一つ一つの
映画は多種多様な実験室である。それは条件を純化し、
獲得物を一般化して流通させるような科学的実験室で
はなく、各々が極めて不純で、獲得プロセスそのもの
をそのまま保存し、決して一般化することなく多重化
するものである。こうしたものが情報を絶え間なくフ
レーミングし、フレームをずらし、情報の起源を複数
化し続けるのである2。
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2) アンリ・ベルクソン（2010）：『創造的進化』合田正人, 松
井久 訳,ちくま学芸文庫
3) Deleuze, G. (1983): “Cinéma 1 L'image-mouvement”, puf, 財津
理，齋藤範 訳，
『シネマ１ 運動イメージ』
，法政大学出版
局，2008．
4) Deleuze, G. (1985): “Cinéma 2 L'image-temps”, puf, 宇野邦一，
石原陽一郎, 江澤健一郎, 大原理志, 岡村民夫 訳，
『シネマ 2
時間イメージ』
，法政大学出版局，2006．
5) Levy, P.(1997): “L'intelligence collective”, La Découverte
5) モーリス・メルロ=ポンティ（1983）：『意味と無意味』滝
浦静雄, 粟津則雄, 木田元, 海老坂武 訳,みすず書房
6) Ruyer, R. (1954): “La cybernétique et l'orgine de l'information”,
Flammarion
7) 米山優（2002）：『情報学の基礎——諸科学を再統合する学
としての哲学』, 大村書店．
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2

levy は“L'intelligence collective”の中で、人類学的
スケールで空間を時系列にそって分類し、各々特
有の知のあり方を提示しながらも、乗り越えや移
行ではなく、重層として描くことで、現代の情報
環境の起源を複数化している。
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～ローソンの投稿データによる研究～
A Comparisation between Twitter and Facebook
in Lawson Promotion Data
○植野 大輔
Daisuke UENO
早稲田大学 商学研究科 博士後期課程

Waseda University of Socio-Infomatics

Abstract This paper is a comparison research of characteristic of between Twitter and Facebook that are
major social media in Japan. This research has set Lawson, which is the second largest convenience stores in
Japan. The company posts valuable marketing information to customers periodically from Facebook and
Twitter. In this paper, author conducted statical research by comparing the difference of customers' social
engagement way such as Like or tweeting. Especially by observing the response differences against the same
information, author had tried to identify the different feature between those medias.
キーワード

ソーシャルメディア, SNS，Twitter, Facebook, ローソン

１．はじめに
日本国内では、2004年頃からmixiやGREEと言う国
内SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）
が広がり始めた。さらに2008年頃からは米国発のソー
シャル系サービスである、ミニブログのTwitter、SNS
の Facebook が 日 本 版 の 展 開 を ス タ ー ト し た 。 こ の
TwitterとFacebookは、PCからの月間利用ユーザー数が
それぞれ2010年8月、2011年8月に1,000万人を突破する
など急拡大を見せた。（ニールセン社発表）。その後、
Twitterは1,315万人、Facebookは1,751万人がPC経由で
利用している（同・2013年3月現在）。
mixiやTwitter、Facebookなどのサービスは、匿名性
や機能の違いはあれど、他社とのつながりを持ったイ
ンターネット媒体と言うことから、総称してソーシャ
ルメディアと呼ばれている。スマートフォンの普及も
手伝い、これらソーシャルメディアに多くの消費者が
接触頻度・時間を増やすようになると、当然、各企業
はこのソーシャルメディアを新たな広告販促の場とし
て活用を始めた。
広告販促の手段として、一つは、各ソーシャルメデ
ィア内に設置された広告枠に自社広告を出稿するよう
な従来型のインターネット広告がある。これに加えて、
企業は自らソーシャルメディア内に企業アカウントを
設置して、消費者とそれぞれのソーシャルメディアの
機能を通じて直接、つながりながら、情報発信型のコ
ミュニケーションを実施する取り組みを開始した。
この情報発信型のソーシャルメディアの活用に早く
から注力していた企業に、国内No.2コンビニエンスス
トアのローソン社がある。ローソン社は、2010年4月
にTwitter上で企業アカウントを開設、同年10月には
Facebook上に企業ページを持った。これはいずれも日
本の大手企業の中では、かなり早い段階からの取り組

179

みであり、ソーシャルメディア活用先進企業の一社と
見なされている。例えば、日経BP社が2013年2月に発
表した「第2回ソーシャル活用売上ランキング」では
首位にランキングされている。
本研究では、このローソン社がTwitter及びFacebook
上で情報発信した同投稿コンテンツに対する各ユーザ
ーの反応結果のデータを観察し、統計的に両者の差異
を比較検討する。

２．研究の対象データ
本研究では、ローソン社がTwitter及びFacebook上の
自社の企業アカウントから同時タイミングで発信した
同じ内容の投稿を研究対象とする。具体的には2012年
8月1日～10月31日の3ヶ月間にTwitter及びFacebookで
同時に投稿された同内容の180のコンテンツを用いる。
さらに、このコンテンツに対して、能動的反応の数を
分析対象とした。
TwitterやFacebook上でユーザーは、投稿内容につい
て、評価を表明したり、他のユーザーに投稿を転送し
たり、また自分の意見を表現するなど、様々な能動的
反応を取ることができる。一連の能動的な反応を、広
告分野の専門用語で「エンゲージメント」と呼ばれ、
ソーシャルメディアのマーケティング効果の測定に活
用される。
ソーシャルメディアには様々な種類のエンゲージメ
ントがあるが、本研究ではTwitterの「公式リツイート
数」と、Facebookの「いいね数」を用いることした。
理由は、投稿内容に対する様々なエンゲージメントの
中で最も簡易なものが、「公式リツイート」と「いい
ね」だからである。いずれも、投稿内容の表示画面上
で1～3クリックの操作で行うことができ、両者のエン
ゲージメントの中で最も主流なものであるため、両者
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を比較対象するのにふさわしいと考えた。本稿で特に
断りがない場合は、エンゲージメントとは、「公式リ
ツイート」と「いいね」の２つの行為を指す。

ではTwitter：20万9,653、Facebook：37万8,599であっ
た。
対象期間のそれぞれのアカウント数を日次ごとにグ
ラフ化すると次のようになる。

３．エンゲージメントの補足
単に企業が情報発信を特定ユーザーに行うだけであ
ればメール配信でも可能だが、情報を受けたユーザー
がさらにエンゲージメントを行い、ユーザー自身がつ
ながる他の知り合いにまで、発信された情報が拡大し
て行くことが、ソーシャルメディアならではの特性で
と言える。
具体的には、TwitterまたはFacebook上で発信された
ローソン社の投稿は、ローソン社の企業アカウントま
たは企業ページとつながるユーザーの画面に瞬時に表
示される。ユーザーは、単に投稿内容を見るに留まら
ず、Twitterでは「公式リツイート（RT）」ボタンを押
すことで、自身のアカウントにつながるユーザー（フ
ォロワー）に投稿内容をそのまま転送（リツイート）
をすることができる。Facebookでは、投稿内容に対し
て「いいね」ボタンを押すことで、肯定的な評価を気
軽に示すことができる。

ローソン社Twitter、Facebookアカウント数

推移

大きくアカウント数が上昇するタイミングはそれぞ
れ異なるが、全体的に緩やかな右肩上がりの傾向を見
せている。
続いて、アカウント数の推移について、両者の相関
関係を検証するため、相関係数を算出して検定を行っ
た。

４．ローソン社のソーシャルメディア活用
ローソン社は１日にだいたい４～６程度の投稿を毎
日、様々なソーシャルメディア上で発信している。複
数のソーシャルメディアに同時に同内容の投稿を行う
こともあれば、特定のソーシャルメディアだけに発信
される投稿内容もある。上述の通り、2012年8月～10
月でTwitterとFacebookで同内容の投稿数は180であっ
た。
投稿内容は、特定商品の紹介やキャンペーンの案内
が中心となる。Twitterでは投稿文字数の上限が140字
と言う制限があるため、本来、140字以上の投稿が可
能なFacebookでも、Twitterと共通投稿の場合は同じ文
字数の制約を受けている。

ローソン社Twitter、Facebookアカウント数 散布図

（横軸：Twitter、縦軸：Facebook）
相関係数は0.73428であり、これは標本数180の有意
水準1%の限界値0.182を超えるため、帰無仮説は棄却
され、有意であると言える。

６．エンゲージメント数・率の検証

ローソン社投稿例（左：Twitter、右：Facebook）

５．アカウント数の推移・相関
当研究の対象期間である2012年8月～10月のTwitter、
Facebook そ れ ぞ れ の ロ ー ソ ン の ア カ ウ ン ト 数
（Twitter：フォロワー数、Facebook：いいね数）は、
開 始 時 期 の 8 月 1 日 時 点 で Twitter ： 17 万 8,311 、
Facebook：35万1,678であり、終了時期の10月31日時点

Twitter、Facebookのエンゲージメント数の比較を行
うと、Twitter「公式リツイート」の最大値、最小値、
平均値は、最大値6,257、最小値2、平均値126であった。
他方、Facebook「いいね」では、最大値3,141、最小値
301、平均値1,335であった。
さらにエンゲージメント数をその当日のアカウント
数で割った「エンゲージメント率」で見ると、Twitter
最大値3.367％、最小値0.0011％、平均値0.0675％であ
った。Facebookでは、最大値0.877％、最小値0.08％、
平均値0.3615％であった。
エンゲージメント数、エンゲージメント率共に最大
値こそTwitterがFacebookを上回る。しかし、平均値で
はFacebookがエンゲージメント数はTwitterの10倍以上、
エンゲージメント率はTwitterの5倍以上を記録した。
Twitterは自身のフォロワーに対して、投稿内容を転
送したい意図を持って、2,3クリック（アプリケーショ
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ンによる）の操作が必要なのに対して、Facebookでは
友達ではなく投稿者への気軽な評価を1クリックで示
す。そのため、ユーザーの精神的な気楽さと操作の簡
易さではFacebookがTwitterを上回ることが、エンゲー
ジメント数及び率の平均値の差異に表れていると推察
される。
TwitterとFacebookのエンゲージメント数とエンゲー
ジメント率について、それぞれ相関係数を算出した。

分類ルール(2)：ポイント会員カードやEコマースサ
イト、店舗端末で取り扱う商品などに関する投稿は、
まとめてサービス名でカテゴリー化して、⑦Ponta、⑧
Eコマース、⑨Loppiとした。
分類ルール(3)：アニメやアーティストなどエンタメ
コンテンツとのタイアップのキャンペーンは、一つに
まとめて⑩タイアップ企画とした。
分類ルール(4)：これまでの分類ルールに該当しない、
その他の商品群は、ローソン社のサイト
（http://www.lawson.co.jp）を確認して該当商品のカテ
ゴリーを作った。⑪ファーストフード、⑫新商品、⑬
惣菜・サラダが、該当する。また雑誌やiTunesカード
など登場回数が少ない商品は、⑭その他とカテゴリー
とした。

８．投稿内容別のエンゲージメント比較
180投稿を上述のルールで14カテゴリーに分類して、
詳しい投稿数やエンゲージメントについて比較したの
が下の表である。

散布図
（横軸：Twitter、縦軸：Facebook）

Twitter、Facebookエンゲージメント数

No.
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭

散布図
（横軸：Twitter、縦軸：Facebook）

Twitter、Facebookエンゲージメント率

カテゴリー
から あげクン
パスタ屋
ウチカフェ
マチカフェ
パン（とっておき宣言）
4コマまんが
Ponta
Ｅコマース
Loppi
タイアップ企画
ファーストフード
新商品
惣菜・ サラダ
その他
平均

投稿数
10
7
31
8
12
14
7
16
21
17
13
13
5
6
12.9

Twitter
リツイート数 リツイート率
796
0.4255%
40.4
0.0207%
75.9
0.0408%
39.5
0.0213%
26.1
0.0143%
83.8
0.0449%
1 08.3
0.0599%
17.9
0.0097%
74
0.0393%
3 39.7
0.1862%
71.5
0.0387%
48.4
0.0251%
19
0.0104%
35.2
0.0182%
126
0.0675%

カテゴリー別エンゲージメント

エンゲージメント数の相関係数は-0.046394、
エンゲージメント率の相関係数は-0.04384615で
あり、標本数180の有意水準1％の限界値は0.182、
有意水準5％の限界値は0.139であることから、
いずれも 帰無仮説は棄却されず、有意であるとは言
えない。

７．投稿内容の分類
ローソン社のTwitter及びFacebook上で発信された
180の投稿は、キャンペーン告知、サービスや商品の
紹介について書かれた文章と、さらに詳細な情報が掲
載されたサイトへのリンクURL、そしてキャンペーン
や商品のイメージ画像の3つがセットとなって140文字
以内で構成されている。
投稿内の違いによるTwitter、Facebook上でのエンゲ
ージメントを比較を行うため、180の投稿を内容に応
じて14カテゴリーに分類を行った。分類方法は、それ
ぞれの投稿内容の文章を精査し、次のルールで実施し
た。
分類ルール(1)：何度も登場する強力商品ブランドや
コンテンツは、それ自体をカテゴリーとして、５カテ
ゴリーが作られた。具体的には、①からあげクン、②
パスタ屋、③ウチカフェ、④マチカフェ、⑤パン（と
っておき宣言）⑥４コマまんが）である。
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Facebook
いいね数
1250.5
1386
1643.4
1393.8
1123.8
658.7
1467.4
1168.3
1340.9
1545.8
1615
1438.2
1074.8
806.8
1335.2

いいね率
0.3385%
0.3677%
0.4457%
0.3778%
0.3069%
0.1783%
0.4067%
0.3170%
0.3616%
0.4199%
0.4367%
0.3857%
0.2917%
0.2172%
0.3615%

比較表

（リツイート数、いいね数はカテゴリー平均）
分類された14カテゴリーの投稿数を平均化すると、
1カテゴリーあたり平均で12.9回の投稿数となる。最も
投稿回数が多かったのが、31投稿のあった、ローソン
社のスイーツ商品ブランド「ウチカフェ」であるのに
対して、投稿数が最も少なかったのが「惣菜・サラ
ダ」に関する投稿内容であった。
エンゲージメント状況に注目すると、Twitter上では
ローソン社の主力ファーストフード商品である「から
あげクン」カテゴリーがエンゲージメント（「公式リ
ツイート」）数796、エンゲージメント率0.4255%と、
他カテゴリーより群を抜く高いエンゲージメントを見
せた。続いて、高いのが「タイアップ企画」であるが、
「からあげクン」とはかなり離されている。それ以外
のカテゴリーは上位2カテゴリーとは異なり、あまり
エンゲージメントが起きていない。
Facebookを見てみると、14カテゴリーの内で12カテ
ゴリーが四桁のエンゲージメント（「いいね」）数を
記録しており、エンゲージメント率もそれに応じた高
い水準である。エンゲージメントが最も高いカテゴリ
ーが「ウチカフェ」カテゴリーであるが、続く「タイ
アップ企画」、「Ponta」、「新商品」、カフェ系スイ
ーツブランドである「マチカフェ」と、トップの「ウ
チカフェ」カテゴリーとの差は二割以内である。
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次の表では、TwitterとFacebookのカテゴリーごとの
エンゲージメント率の差を示している。

カテゴリー別 エンゲージメント率比較
（ひし形：Twitter、正方形：Faceobook）

力購買層である、30代、40代男性が好むと思われるか
らあげクンと各種エンタメコンテンツ系の投稿に積極
的にエンゲージメントが行われ、実名制のFacebookで
は、女性向け商品と考えられるスイーツや惣菜･サラ
ダを含めて幅広いエンゲージメントが起きている。こ
れは、匿名のTwitterでは、男性30,40代を対象としたロ
ーソン主力商品であるからあげクンと、目玉となるタ
イアップ企画に都度エンゲージメントが起きやすいが、
実名のFacebookだと個別の投稿内容よりもローソン社
全体に評価がなされる傾向を反映していると思われる。
以上のように、日本国内で多くのユーザーが活用す
るソーシャルメディアとなったTwitterとFacebookであ
るが、ローソン社の企業アカウントから投稿された情
報を検証すると、ユーザーのエンゲージメントには差
異があることが判明した。
今後は、ユーザーの利用意図や個別機能面から両者
の差異を比較考察して行くことで、よりそれぞれの特
性を導出して行くことが期待される。

この表によれば、TwitterまたはFacebook上で発信さ
れたローソン社の投稿で、「からあげクン」、「４コ
マまんが」のエンゲージメント率の差が最も小さいこ
とがわかる。一方、「ウチカフェ」、「ファーストフ
ード」、「マチカフェ」では、FacebookがTwitterを大
きく上回る形で、両者の差がとても大きいことが見て
取れる。

９．ソーシャルメディアの仮説
ロ ー ソ ン 社 の 投 稿 デ ー タ を 活 用 し て 、 Twitter と
Facebookの比較を行って来たが、改めてデータで判明
したことと、そこから導き出される仮説を考察する。
まず、5章で見た通り、両者のローソン社アカウン
ト数の推移では、統計的に有意な相関が見られた。高
い相関係数からは、ユーザーが同時に両方の企業アカ
ウント数とつながる行為をした可能性もありうるが、
推移グラフが形状が必ずしも一致しないことから、そ
れぞれのソーシャルメディアのユーザーが有力な企業
アカウントであるローソン社に、独立してつながって
行った可能性が高いと考えられる。
6章では、TwitterとFacebookにおけるローソン社ア
カウントのエンゲージメント数・率の比較を実施し、
Facebookの「いいね」によるエンゲージメントが、
Twitterの「公式リツイート」を数で10倍以上、率で5
倍以上も上回ることを確認した。6章でも記述した通
り、これは転送と評価の精神性とエンゲージメント操
作の簡易性の違いによるものと思われる。
そして、8章の中で、14カテゴリーに分類された
TwitterとFacebookのエンゲージメント率の差異を検証
した。Twitterでは上位2カテゴリーの「からあげク
ン」と「タイアップ企画」が突出していて、残りのカ
テゴリーはエンゲージメント率はけっして高くないの
に対して、Facebookでは反対に「その他」と「４コマ
まんが」のエンゲージメント率が低いことを除くと、
他のカテゴリーでは一定のエンゲージメント率が保た
れている。匿名性のTwitterはコンビニエスストアの主
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ソーシャルメディアでの情報共有における利他的動機付けについて
Why people share information in the social media? : An analysis of
the motives of information-sharing in Facebook and Twitter
◎松本 涼子，河井 大介
Ryoko MATSUMOTO and Daisuke KAWAI
東京大学大学院

学際情報学府

The University of Tokyo Graduate School of Interdisciplinary Information Studies
Abstract This paper shows actual use of Social Media and its motives of information-sharing. Now there
are over 50 millions social media users in Japan, and they share their feelings, opinions, tips and other things
every day. What make them to write and upload so much information? The desire of friendship, expression,
or recognition? In this paper, we focused especially reciprocity and tried to show the relationship between
information-sharing and reciprocitical motive. Our analysis are based on the internet survey whose research
object are Facebook or Twitter users.
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１．はじめに
フェイスブックやミクシィ、ツイッターなどのソー
シャルメディアは近年急激に利用者を増やしつつあり、
そのサービス内容も多岐にわたる。しかし、その利用
実態や影響については、まだ十分に研究なされていな
いと考える。
ソーシャルメディアは現実の対人ネットワークを反
映しやすく、また従来のメディアと異なりより多様な
意見に接触する機会が増えるため、オンライン環境内
で完結せず、日常的な行動や意識との間にも双方向の
インパクトを持つと考えられる。一部のマスメディア
等では「SNS依存」が取り上げられるなど、否定的見
解も見られるが、橋元ら(2011)によると、SNS依存者
はSNS利用によって生活習慣等でネガティブな影響を
受けているものの、「人にやさしくなれるようになっ
た」「毎日が楽しくなった」といったポジティブな影
響も見られることが分かっている。
本研究では、このポジティブな側面に注目し、ソー
シャルメディア上で情報を共有する際、行為者はどの
ような動機に基づいて行っているのかについて、利他
性・互酬性に注目して明らかにする。さらに、日常生
活での利他意識や社会参加意向との関係も検証し、ソ
ーシャルメディアが社会に与えるインパクトを把握し
たい。

２．先行研究
(1)ソーシャルメディアの利用実態について
ソーシャルメディアの利用実態を包括的に把握した
調査としては、平成 23 年度の情報通信白書が挙げら
れる。ここでは、利用しているソーシャルメディアの
種類や使用端末、利用によって実現したこと等を聴取
しており、それぞれの関係性までは分からないものの、
大まかな利用実態を把握することができる。また橋元
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ら(2011)の調査では、「SNS を見る」「SNS に書き込
む」という項目を聴取しており、それぞれデバイス別
(PC・携帯)に利用傾向を把握している。特定のソーシ
ャルメディアの調査では、mixi を対象としたものが多
い。川浦ら(2005)は、mixi ユーザーを対象とした調査
で、日記やコミュニティの利用実態や SNS 上の人間
関係について明らかにしている。それによると、mixi
は情報探索行動と人間関係の構築・維持のための手段
であるという回答が多かった。
(2)オンライン上の情報行動の動機付けについて
他者との相互作用の影響が示唆された研究としては、
Miura(2007)が挙げられる。この研究では、ブログ執
筆に関する心理的・社会的影響についてオンライン調
査を元に分析を行っている。それによると、ブログの
継続意向には「自己理解の満足感」「他者承認の満足
感」「リテラシー向上の満足感」が影響することが分
かっている。そして、これらのベネフィットには共通
して他者からのポジティブなフィードバックが強く影
響することがわかっており、他者との相互作用が情報
発信の動機付けになることが示唆される。
また、Q&A コミュニティの「Yahoo!知恵袋」ユー
ザーを対象に調査を行った三浦・川浦(2008)は、回答
投稿動機について因子分析を行った結果、４つの因子
を得ている。一つ目は「援助的動機」で、「問題を解
決してあげたい」「人を助けるのは当然」等が該当す
る。二つ目は互酬的動機で、「回答しておけば、いつ
か教えてもらえるかもしれないから」「以前回答して
もらった“お返し”をしたいから」等が該当する。３
つめは「社会的動機」で、「Yahoo!知恵袋が好きだか
ら」「答える行為自体が楽しいから」等が該当する。
最後が「報酬的動機」で、「自分の評判を高めたいか
ら」「感謝されると嬉しいから」が該当する。この研
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究から、互酬性も情報共有のひとつの動機付けである
ことが分かる。
さらに、宮田(2005)によると、オンライン・コミュ
ニティにおける資源(情報)提供理由で最も高かったの
は互酬性であった。ただし、消費者が参加する比較的
オープンなコミュニティにおいては、情報共有に関す
る一般的な互酬性(「他の人と情報を共有したことで
自分も得をするから」)が動機付けとして最も高かっ
たのに対し、育児サポートを目的としたクローズドな
コミュニティでは、コミュニティ内の一般化された互
酬性(「以前このフォーラムのメンバーが私にサポー
トを与えてくれたので今度は私が役立ちたいと思うか
ら」)が最も高いなど、コミュニティの特性によって
動機付けとなる互酬性の内容が異なっていることが分
かっている。さらに、資源提供頻度については、互酬
性よりもコミュニティへの愛着や自己表現の欲求の方
が強く影響することも示唆されている。
これらの CMC に関する先行研究をまとめると、ま
ず、互酬性は情報提供の動機付けになり得ると言える
が、他の動機付けについても考慮して検証する必要が
あると言える。また、コミュニティの特性やユーザー
の関わり方によって形成される互酬性の意味内容が異
なることにも留意する必要があるだろう。さらに、他
者からのポジティブなフィードバックの有無も強く影
響すると考えられる。
(3)オンライン上の互酬性と社会参加意向について
ソーシャルメディアにおいて、同じテーマを扱った
ものは見当たらないが、オンラインゲーム内でのコミ
ュニティを対象とした研究で小林・池田(2005)が挙げ
られる。この研究では、オンラインゲームの「リネー
ジュ」ユーザー間で社会関係資本(コミュニティ内信
頼感・互酬性)が形成されるか、またそれがオフライ
ンにおける社会参加を促進するかをウェブ調査を用い
て検証した。結果より、コミュニティ内の互酬性がオ
フラインの社会参加を促進することが確認された。
(4)ソーシャルメディア利用と幸福感について
河井（2012）によると、特定のSNS利用者へのネッ
ト調査（N=56,272）SNS依存者であっても直接的コミ
ュニケーション機能の高頻度利用者は「毎日が楽しく
なった」といったポジティブな影響があることが示さ
れている。一方で、橋元（2012）によると、10代のソ
ーシャルメディア利用者は非利用者に比べて人生満足
度（主観的幸福感）が低い傾向が示されている。しか
し、これらの研究では、特定のソーシャルメディアで
はなく、ソーシャルメディア一般でどのような機能の
利用が幸福感とどのような関係にあり、またその関係
についての要因については十分に明らかにされていな
い。

複数のソーシャルメディアを対象に利用実態を明らか
にしたものは少ない。本研究では、フェイスブックと
ツイッターユーザーを対象にインターネット調査 1を
実施し、まずは、ソーシャルメディアによる利用の違
いや、利用者のサービス毎の使い分けなどについて利
用実態の全体像を把握する。
(2)ソーシャルメディアでの情報共有の動機付け
ソーシャルメディアでの情報共有を大きく①「自分
の気持ちや日々の出来事を投稿する」、②「自分の意
見や知識を投稿する」、③「公式ページや外部のニュ
ース記事、ブログをシェアする」に分類し、それぞれ
の行為がどのような動機からされているのか、検証を
行う。特に、先に紹介したSNS利用によるポジティブ
な影響の中から「人にやさしくなる」といった対人志
向性に注目し、ソーシャルメディア上の情報のやりと
りにおいて利他性や互酬性による動機付けがなされて
いるかを検証する。
(3)ソーシャルメディアでの情報共有と一般的互酬性、
社会参加意向との関係
オンラインゲームの研究において、ゲーム内で形成
されたメンバーへの互酬性意識はオフライン環境にお
ける社会参加意向を強めることが分かっている (小
林・池田,2005)。ソーシャルメディアにおいても、同
様の結果は得られるのかを検証する。ただし、本調査
はパネル調査ではないため、因果関係を明らかにする
ことはできない。しかし、ソーシャルメディアの社会
的インパクトを推し量る上で、双方の関係性について
も見ておくべきと考える。

４．方法
(1)調査概要
実施方法：インターネット調査
実施時期：2013 年 6 月 15 日～6 月 16 日
調査対象：全国の 20～40 代の男女でフェイスブック
もしくはツイッター利用している人
有効サンプル：N=1233
割付：男女年齢 5 歳刻みが均等になるように割付、
加えてフェイスブックおよびツイッターの
利用者が少なくとも半数ずつになるよう
割付を行った
(2)主な変数
・ツイッター、フェイスブックの利用状況
…友達”の数／フォロー数、利用年月、
プロフィールの公開程度
・ツイッター、フェイスブックの利用内容と頻度
・ツイッター、フェイスブックで情報発信する動機
・ツイッター、フェイスブック利用に関する意識

３．本研究の狙い
(1)ソーシャルメディアの利用実態の把握
これまで特定のSNS利用の実態を明らかにした研究
はあるものの(例えば川浦ら(2005)、小寺(2009)など)、

1

調査は「(財)電気通信普及財団」の助成（2012 年度）に基

づく研究プロジェクト（研究代表者：河合大介）の成果の
一部である。調査の企画・実施に当たっては連名著者全員
で行った。
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表 5-1-2 フェイスブックの利用内容別実施割合3
(％)

･･･ソーシャルメディア上での互酬性、信頼
・心理尺度
･･･一般的互酬性、一般的信頼、援助規範意識尺度
・メディア利用時間
・親しい友人数

５．結果
本調査の実施が直近(2013/6/15-6/16)のため、目的別
の詳細な分析は学会にて発表するものとし、以下、利
用実態の報告のみに留める2。
(1)フェイスブックの利用実態
まず、フェイスブックの利用について概観する。利
用者は全体で 955 名であった。サービスの利用年月は
平均 22.9 ヶ月(SD=17.9)で、“友達”の平均人数は
59.7 人(SD=86.5)であった。
表 5-1 は、“友達”の関係性について聞いたもので
ある。結果から、「同じ大学や小中高の友人・知人」
が他と比べても圧倒的に多く、プライベートで交流の
ある友人とのコミュニケーションが多いことが予想さ
れる。
表 5-1-1“友達”の関係性
平均人数
(1)勤め先の上司・同僚・部下

5.5

(2)勤め先以外の仕事関連の友人・知人

7.3

(3)同じ大学や小中高の友人・知人

26.1

(4)趣味や関心事を通じて知り合った
友人・知人
(5)上記に当てはまらないフェイス
ブックで知り合った友人・知人
(6)その他の友人・知人

10.5
3.3
5.9

次に、フェイスブックの利用内容について、表 51-2 より、投稿の閲覧はほぼ 9 割がしていると回答。
“友達”の投稿に「いいね！」やコメントをするのも
７割を超えていた。「日々の気持ちや出来事を投稿」
「自分の意見や知識を投稿」も５割以上だが、情報の
シェアについては、４割程度であった。

(1)投稿を閲覧する

90.9

(2)自分の意見や知識を投稿する

57.6

(3)自分の気持ちや日々の出来事を
写真付きで投稿する

63.5

(4)自分の気持ちや日々の出来事を
文章で投稿する（写真はなし）

54.5

(5)“友達”の投稿をシェアする

47.0

(6)公式ページなど、“友達”以外の投稿を
シェアする

45.6

(7)フェイスブック以外のニュース記事やブ
ログなどについて、シェアをする

40.7

(8)“友達”の投稿に「いいね！」をする

76.7

(9)公式ページなど、“友達”以外の投稿に
「いいね！」をする

58.0

(10)“友達”の投稿にコメントをする

73.5

(11)公式ページなど、“友達”以外の投稿
にコメントする

30.8

(2)ツイッターの利用実態
次に、ツイッターの利用について概観する。利用者
は 955 名であった。サービスの利用年月は平均 29.7
ヶ月、平均のフォロー数は 92 人(SD=227.4)、フォロ
ワー数は 79 人(SD=236.3)であった。
表 5-2-1 は、フォローしているアカウントの種類に
ついて聞いたものである。結果から、フェイスブック
とは異なり、学生時代の友人は少なく(5.9 アカウン
ト)、ツイッターで知り合った友人・知人が 23.4 アカ
ウントと最も多くなっている。また、趣味や関心事を
通じて知り合った友人・知人も 16.5 人と多く、ツイ
ッターは実際の友人同士のコミュニケーションという
よりも、オンライン上での情報交換のツールとして利
用されていることが推測される。
表 5-2-1“友達”の関係性
平均人数
(1)勤め先の上司・同僚・部下

4.3

(2) 勤め先以外の仕事関連の友人・知人

3.2

(3) 同じ大学や小中高の友人・知人

5.9

(4) 趣味や関心事を通じて知り合った
友人・知人

16.5

(5) ツイッターで知り合った友人・知人

23.4

(6)その他

16.1

2

3

けや心理特性との関係性について、多変量解析等を行って
検証を進める予定である

「していない」以外の「1 日数回以上」「1 日１回程度」
「週に数回」「週に 1 回以下」の合計

フェイスブック、ツイッターそれぞれの情報共有の動機付
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それぞれの利用内容について、頻度を聞いたもののうち、
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次に、ツイッターの利用内容について見てみると
(表 5-2-2)、フェイスブック同様、閲覧は９割を超え
ている。次に高いのが「気持ちや日々の出来事を投
稿」で 65.1％、「自分の意見や知識を投稿」も 6 割
以上がすると回答。リツイートや他の情報のシェアは
４割程度であった。
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表 5-2-2 ツイッターの利用内容別実施割合4 (％)
(1)投稿を閲覧する
90.1
(2)自分の気持ちや日々の出来事を写真付
きで投稿する

65.1

(3)自分の気持ちや日々の出来事を文章で
投稿する（写真はなし）

47.5

(4)自分の意見や知識を投稿する

57.9

(5)ツイッター以外のニュース記事やブロ
グについて投稿する

40.8

(6)投稿をコメント付きでリツイートする

47.7

(7)投稿を公式リツイートする（コメント
はなし）

49.5

(8)投稿を「お気に入り」に登録する

44.4

(3)今後の展望について
ここまでの結果から、フェイスブックとツイッター
では利用年月や利用内容の割合に大きな差は見られな
かったものの、フェイスブックが旧知の友人同士のつ
ながりが多いのに対して、ツイッターはオンライン上
での知り合いをフォローしている割合が高いなど、ユ
ーザー同士の関係性が大きく異なっており、コミュニ
ケーションツールとしての利用のされ方もかなり異な
ることが推測される。
こうした基本的な相違を考慮しつつ、今後は、利用
内容と投稿動機の関係性について、それぞれのサービ
スごとに引き続き分析を進めたい。

4

それぞれの利用内容について、頻度を聞いたもののうち、

「していない」以外の「1 日数回以上」「1 日１回程度」
「週に数回」「週に 1 回以下」の合計
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ソーシャルメディアを活用した自己実現支援サービスの提案
A Proposal of Self-actualization Support Service with Social Media
1

2

○河野 義広 ，大部 由香
Yoshihiro KAWANO and Yuka OBU
1

東京情報大学 総合情報学部 総合情報学科
Department of Informatics, Tokyo University of Information Scienses
2
フリーランス
freelance
Abstract Social media, such as Twitter and Facebook, has been popularized. In the social media times,
personal branding is very important strategy in order to use individual strong points, and contributes to selfactualization. Existence of mentors supports to find own strong points for self-actualization. In this paper, we
propose a personal branding support service "Mentors". The concept is "Everyone has face of both mentor and
mentee". The featuring function is to share components of self-analysis in human life design, that is, value,
mission, and strategy. Mentors aims at promotion of human life by understanding their strong points and using
social media effectively.
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１．はじめに
今日，情報技術の進展や普及，グローバリゼーシ
ョンなどの影響に伴い，採用活動や就職活動，働き
方の多様化が進んでいる．例えば学生の就職活動状
況を見ると，就活サイトを利用した一般的な就職活
動に加え，インターンシップ採用，ソーシャルメデ
ィア採用，あるいは学生起業など数多くの選択肢が
存在する．加えて，今後は自身の活動推進や人生の
幸福度追求のため，複数のコミュニティに属し，有
益な人的ネットワークを形成していくことが益々重
要となると考えられる．このような社会状況におい
て，個人も自分自身の強みを活かし，自律できなけ
れば生き残りが難しい時代といえる．一方，個人の
労働に対する欲求は，年収や役職などの物質的なも
のから，やりがいや仲間などの精神的なものへと変
化してきており，働き方や採用活動の多様化が進行
する要因となる．
特に最近では，Twitter1)，Facebook2)，LinkedIn3)など
のソーシャルメディアが一般的に普及しつつあり，
人々は他者とのつながりや自己成長を求めて，オン
ライン／オフラインに関わらず活動的になっている．
このようなソーシャルメディアの時代は，個人が活
躍する時代であり，パーソナルブランディング4)（自
分の理想と周囲からのイメージを一致させるための
すべての活動のことで，自分の専門性を主張し自分
自身の価値を高めていく）が自分の強みを活かす上
で非常に重要となる 5)．パーソナルブランディングに
は，「なりたい自分を決め，強みを明確にすること
（内面のブランディング）」，「自分のことを発信
し，強みを知ってもらうこと（外面のブランディン
グ）」の2つの側面がある。内面のブランディングで
は自己分析に基づく強みの明確化，外面のそれでは
専門性としての強みの発信を行う．パーソナルブラ
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ンディングによる自己実現においては，自分の強み
を明確にするための相談役，人生の師匠，ロールモ
デルとして「メンター」の存在が重要である．
一方，大学生のためのキャリア教育は，職業選択，
多様な価値観や生き方，自己分析，自己成長，社会
貢献など，人生設計における多くの重要な課題を有
している．企業の新卒採用活動においても即戦力が
重視され，情報感度の高い学生，コミュニケーショ
ン能力に優れた学生の獲得を目的とし，コミュニケ
ーションツールとしてソーシャルメディアを活用す
る企業が増加しつつある．
そこで本研究では，学生がパーソナルブランディ
ングを実践し，「自分で未来を設計し，人生を切り
拓く力」を持った学生の育成を目的とする．そのた
めには，ソーシャルメディアを賢く活用するための
情報リテラシー教育，学生と社会との接点の構築が
不可欠と考える．しかしながら，現時点では前述の
教育実践環境が十分に整備されているとは言い難い．
加えて，学生のパーソナルブランディングを取り上
げた事例も少なく6) ，その有効性を評価した研究も報
告されていない．文献6)では，インターネットマー
ケティングを専攻する学生に対し，ソーシャルメデ
ィアを活用したパーソナルブランディングについて
の講義を行った事例が報告されているものの，日本
の社会状況に特化した研究報告はなされていない．
筆者らはこれまでに，大学生，高校生，および中
学校・高校の教師に対するソーシャルメディアの活
用方法，ソーシャルメディアリテラシー，パーソナ
ルブランディングに関する講義の実施，理解度の調
査研究を行ってきた 7) 8)．その結果，ソーシャルメデ
ィアを活用した情報リテラシー教育は，多くの教育
機関において潜在的な需要を抱える未発達な領域で
あり，時代に即した新たな教育プログラムの早急な
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開発が求められる．本研究は，ソーシャルメディア
を活用したパーソナルブランディングの可能性に着
目し，教育と就職の問題に対し，『学生』『大学』
『社会』への貢献につながる研究を目指して着想に
至った．

２．関連研究
現在，世界的な経済状況の変化，学生の大企業志
向などにより，大学新卒者の就職活動は，依然とし
て厳しい状況が続いている．加えて，企業と学生の
コミュニケーション不足による採用のミスマッチに
より，3 年以内の早期離職率の増加も問題視されてい
る 9) ．このことは，現代社会における新卒一括採用，
終身雇用という慣習が既に崩壊しつつあることを意
味し，個人も自分自身の強みを活かし，自律できな
ければ生き残りは難しい．
大学生の就職活動の問題に対し，大学ではキャリ
ア教育が注目を集めている 10)．キャリアデザインに
関して，メンタリング，コーチング，発達教育，モ
チベーション 11)，自己分析，自己効力 12)など，心理
学 13)の観点から多くの研究がなされている．
一方，人生設計における自己分析として，バリュ
ー，ミッション，ストラテジーの目標設定が人生を
切り拓く上で重要とされる 14)．しかしながら，多く
の学生はこれらについて熟考しているとは言い難い．
そこで本研究では，バリュー，ミッション，スト
ラテジーの共有が「なりたい自分」の実現を促進す
ると考える．

３．自己実現支援サービスのコンセプト設計
(1) メンターとは？
メンターとは，助言を仰ぐメンティーに対し，適
切なアドバイスやコーチングを行うことで，メンテ
ィーの成長を促す相談役である．本研究で対象とす
るメンティーは，なりたい自分が明確でない学生，
あるいはなりたい自分があっても自律的な活動が伴
っていない学生を対象とする．メンターの役割を以
下に示す．
1. 自己実現のための気付きを与えること
2. ロールモデルとなること
3. 人生の哲学を伝えること

は強みの明確化に必要となる．そこで本研究では，
学生のための自己実現支援サービス「Mentors」を提
案する．
Mentors のコンセプトは，「誰しもメンターとメン
ティー双方の側面を持っている」である．その中で
も最も特徴的な機能は，人生設計における自己分析
の要素「バリュー」，「ミッション」，「ストラテ
ジー」の共有である．これら要素の定義は以下のと
おりである．
・ バリュー：人生に対し最も価値を感じること
 例：人の役に立つ，人生を楽しむ，人を愛
する
・ ミッション：本当に成し遂げたいと願う目標
 例：自分の天職を見付ける，切磋琢磨でき
る仲間と出会う，人生の指針を見付ける
・ ストラテジー：バリュー，ミッションを実現
するための TODO リスト
 IT 系資格を取得する，多くの勉強会に参加
する，映画を制作する
図 1 はバリュー，ミッション，ストラテジーによ
る成長過程を図示したものである．メンティーに対
するメンタリングは，以下の 5 ステップとなる．
Step 1. バリューの発見
Step 2. ミッションの設定
Step 3. ストラテジーに関するディスカッション
Step 4. ミッション達成度の評価
Step 5. Step 1 からの繰り返し
上記ステップにおいて，バリュー，ミッションは
内面の課題であるため，Step1，2 はメンティー自身
で決定する必要がある．ここで，ミッションには目
標値と期限が存在する．Step 3 において，メンターと
メンティーはミッションを実現するためのストラテ
ジーについて議論する．ストラテジーは，インプッ
ト（例：勉強，人脈作り，意識改革）とアウトプッ
ト（例：プロトタイプ開発，執筆，作品制作）の成
果に分類できる．Step 4 において，各ストラテジーの
成否により，ミッション達成度を評価する．
以上より，メンティー自身にとって，なりたい自
分の明確化になると考える．その結果，メンターと
メンティーのマッチングも期待できる．Mentors は，
ソーシャルメディアを効果的に活用し，自身の強み
を理解した上で人生の価値を高めることを目指す．

大学の指導教員，キャリアセンターの職員，他の
学生など，上記役割のうち 1 つ以上に該当する人物
はメンターとなり得る．そのため，学生同士が役割
を交代して互いにメンターとなることもある．なお，
メンティー1 人を支援するメンターの数に上限はない．
本研究で目指すゴールは，学生がメンターとの対話
を通じて自力で目標を設定し，自律的な活動により
その目標が実現できることである．
(2) 提案サービスのコンセプト
これまで，学生の自己実現とパーソナルブランデ
ィングについて議論してきた．パーソナルブランデ
ィングにおいて，強みを活かすことは特に重要であ
り，そのために適切な助言のできるメンターの存在

図 1. バリュー，ミッション，ストラテジーによる
成長過程
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図 2 は Mentors の概要である．図 2 において，メン
ティーはバリュー，ミッションを設定し，ストラテ
ジーを洗い出し，TODO リストを確認する．ここで，
メンターもストラテジーを提案し，メンティーに対
して助言を行うことができる．これにより，メンタ
ーとメンティーが Mentors を介して出会うきっかけが
できると考える．Mentors は Forkwell 15)と Wantedly 16)
に似たサービスとなる．Forkwell は，エンジニアやク
リエイターを対象としたスキルベースのソーシャル
メディアであり，エンジニア版 LinkedIn といわれる．
エンジニアは，Forkwell 上で自分のブランドを形成し，
つながりのある他者によって自身のスキルを評価さ
れる仕組みが提供されている．Wantedly は，同じ目
的を持つ仲間（プロジェクトメンバー，勉強仲間な
ど）と出会うためのマッチングサービスである．
Mentors は，メンティーが会いたいと願うメンター
を探すことに特化する．Mentors では，Facebook のソ
ーシャルグラフが実際の人間関係に基づくことから，
Facebook ベースの Web アプリケーションとして開発
する予定である．

自身のバリュー，ミッションの更新が可能である．
加えて，ユーザ自身の人柄を知るために．ソーシャ
ル ア カ ウ ン ト と の リ ン ク 機 能 が あ る ． Twitter ，
Facebook，LinkedIn を観察することで，ユーザ自身の
興味・関心，プライベートな出来事や友人，経歴や
他者からの推薦を知ることができる．これらは，メ
ンターやメンティーを探す上で重要な参考となる．
フォローの機能は，Twitter のフォローと似ている．
メンターはメンティーの動向やストラテジーを観察
でき，メンティーはロールモデルとなる人物の活動
や思考から学びを得ることができる．
ストラテジーの提案は，Mentors の主要な機能であ
り，最も頻繁に利用される機能と考えられる．すべ
てのユーザは．各ミッションに対するストラテジー
を提案できる．これは，Facebook の投稿に対するコ
メントと似ている．投稿されたストラテジーは，メ
ンティーによって，その是非が確認された後，TODO
リストに登録される．TODO リストに登録されたス
トラテジーが完了するとその成果が記録され，最終
的にミッション到達度が評価できる．
フォローの機能では，ユーザの名前，バリュー，
ミッションをもとに検索できる．興味のあるユーザ
を発見した場合，フォローすることで，以後観察で
きるようになる．
(2) DB 設計
Mentors のデータベース（以下 DB）には，”users”，
"values"，"missions"，"strategies"，"follows"の 5 つのテ
ーブルが存在する．表 1 は，Mentors のテーブル定義
表，図 3 は各テーブルの ER 図を示している．各テー
ブル定義表を表 2～6 に示す．

図 2. Mentors の概要

表 1. Mentors のテーブル定義表

４．Mentorsのシステム設計
(1) 機能
本節では，Mentors のシステム設計について説明す
る．主な機能は以下のとおりである．

Table name
users
values
missions
strategies
follows

Description
information of users
value related to a user
mission related to a value
strategy related to a mission
follow relation between users

・

プロフィール
 バリュー，ミッション，ストラテジー
 ソーシャルアカウントへのリンク
 Twitter，Facebook，LinkedIn
・ フォロー
 メンティーの観察
 ロールモデルの活動や思考から学ぶ
・ ストラテジーの提案
 ミッション達成のためのストラテジー提案
・ ストラテジーのチェック
 ストラテジーから TODO リストの選択
 TODO リストの完了確認
・ 検索
 名前，バリュー，ミッションからの検索
プロフィールの機能では，各ユーザは他のユーザ
のバリュー，ミッション，ストラテジーを確認でき，
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図 3. Mentors の DB 設計における ER 図
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表 2. Users テーブルの定義表

参考文献

Field
id
provider

Type
int
varchar

1) Twitter： http://twitter.com/
2) Facebook： https://www.facebook.com/
3) LinkedIn：http://www.linkedin.com/

uid

varchar

name

varchar

created_at
updated_at

datetime
datetime

Key
PRI

Description
primary key
connected social networking
service (ex: Twitter, Facebook)
user ID in social networking
service
user name in social networking
service
created time for column
updated time for column

4) Tom Peters (1997): “The Brand Called You,” August 1997.
http://www.fastcompany.com/magazine/10/brandyou.html.
5) 大元隆志（2011）：『ソーシャルメディア実践の書』，
リックテレコム．
6) Lyle Wetsch (2011): “Personal Branding with Social Media; An
Essential Application of Direct Marketing Skills for Today’s
Students,” Memorial University of Newfoundland, May 2011.
7) Y. Kawano，Y. Obu, Y. Kishimoto, T. Yamaguchi, E. Nunohiro，

表 3. Values テーブルの定義表
Field
id
user_id
name
created_at
updated_at

Type
int
int
varchar
datetime
datetime

Key
PRI
MUL

Description
primary key
foreign key to users table
name of value
created time for column
updated time for column

T. Yonekura (2012): "A Personal Branding for University
Students by Practical Use of Social Media " WSSM-2012 (The
1st International Workshop on Web Services and Social
Media In conjunction with the 15th International Conference
on NBiS-2012). September 2012.

表 4. Missions テーブルの定義表
Field
id
value_id
name
created_at
updated_at

Type
int
int
varchar
datetime
datetime

Key
PRI
MUL

8) Y. Kawano, T. Miya, N. Furuya, Y. Obu (103): “An Education of
Social Media Liter-acy to High School Students in Social
Media Times” AROB 18th 2013, International Symposium on
Artificial Life and Robotics. February 2013.
9) 日本経済研究センター（2011）：『3 年以内の早期離職率
3 割の衝撃：学生、企業双方に多大なコスト』，経済百
葉箱，2011 年度番外編⑥，

Description
primary key
foreign key to values table
name of mission
created time for column
updated time for column

表 5. Strategies テーブルの定義表
Field
id
mission_id
name
status

Type
int
int
varchar
int

created_at
updated_at

datetime
datetime

Key
PRI
MUL

http://www.jcer.or.jp/report/econ100/pdf/econ100bangai20110
715.pdf

Description
primary key
foreign key to missions table
name of strategy
achievement status of the
strategy
(not
yet,
under
execution, completed)
created time for column
updated time for column

10)

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and
Technology (2011): “About the state of the career education
and the vocational education in a future school (in Japanese)”,
Gyosei 2011.
11)
R. Hanzawa (2011): “Studies and Career Development
in Undergraduates : View of Career Research through Studies
at University”. Special Issue of How to Commit to the Youth
Who Create Their Future, Japanese Research Association of
Psychological Science, 32(1), 22-29, 2011.
12)
J. Eccles and A. Wigfield (1985): “Teacher

表 6. Follows テーブルの定義表
Field
id
from
to
created_at
updated_at

Type
int
int
int
datetime
datetime

Key
PRI
MUL
MUL

Description
primary key
foreign key to users table
foreign key to users table
created time for column
updated time for column

expectancies and student motivation”. In. J. B. Gusek (Ed.),
Teacher expectancies. Hillsdale, N.J.; L. Erlbaum. pp.185-226,
1985.
13)
R.W. Lent, S.D. Brown, G. Hackett (2002): “Social
cognitive career thory”, In D. Brown and associates, (Dd.),
Career Choise and Development (4th ed.). San Fransisco, CA:
Wiley. pp. 255-311, 2002.
14)
坪田一男（2008）：『理系のための人生設計ガイ
ド』，講談社， 2008．

５．まとめ
本報告では，自己実現支援サービス「Mentors」を
提案し，そのコンセプト設計，およびシステム設計
を行った．具体的には，「誰しもメンターとメンテ
ィー双方の側面を持っている」というコンセプトの
もと，人生設計のためのバリュー，ミッション，ス
トラテジーの共有により，メンターとメンティーの
マッチング，メンティーの自己実現を目的とする．
今後の予定は，Mentors のサービス提供，およびその
評価である．

15)
16)
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Forlwell, https://forkwell.com/
Wantedly, https://www.wantedly.com/
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情報セキュリティのためのSNS会員資格制度の提案
Proposal of SNS Membership Qualification System
for Information Security
1

1

○佐藤 直 ，岡田康義
Naoshi SATO and Yasuyoshi OKADA
1

情報セキュリティ大学院大学 情報セキュリティ研究科

Institute of Information Security

Abstract For assuring information security of SNS, the paper proposes introducing the SNS membership
qualification system which uses 3 types of licenses and certifications; SNS membership license, security
inspection certificate and access visa. It further describes related organization and operating image of the
proposed system, and finally discusses effects and issues on the proposal from technical and sociological
viewpoints.
キーワード

SNS，情報セキュリティ，会員資格制度，脆弱性評価

１．はじめに
ソーシャルネットワークサービス SNS は，ユーザが
自分の行動や考えを簡単にインターネット上に発信で
きることや，同じ趣味や考えを持つユーザ同士の交流
の場として気軽に利用できることが特徴である．この
ため，多くのユーザを集めているが，反面，悪意ある
者からユーザが狙われるようになった．最近では SNS
のアカウント情報が流出する事件も頻発している．
このような脅威が増す大きな要因の一つとして，
SNS 利用に関する規則が厳密でなく，情報セキュリテ
ィ（以下，セキュリティと示す）上のチェックが十分
行われていないことが挙げられる．そこで， 本文で
は，セキュリティを確保するため，情報の提供者（送
信者）および受容者（受信者）としての条件を満たす
ユーザに SNS 会員資格証を発行し，セキュリティデー
タベース（DB）に基づく会員資格制度を導入すること
で， セキュアな SNS ひいては安心して利用できる情
報通信環境を実現することを提案する．
以降，第 2 章では SNS におけるセキュリティの現状
と対策の課題を，第 3 章では解決への指針を，第 4 章
では SNS 会員資格制度の提案を，第 5 章では組織体制
と提案制度の実現イメージをそれぞれ示す．さらに，
第 6 章では提案の実現性，利点と課題を考察する．

２．SNSにおけるセキュリティの現状と対策の
課題
SNS は多数の送受信者によるコミュニケーションシ
ステムであるため，一旦セキュリティインシデントが
発生するとそのダメージが大きく，マルウェア感染や
詐欺行為のプラットフォームとして利用されることが
ある．ウィルス感染の危険度は電子メールの 10 倍も
高いといわれている．また，著名人のなりすましも相
次いでいる．日本ネットワークセキュリティ協会が
「SNS の安全な歩き方～セキュリティとプライバシー
の課題と対策～」という報告書 1）を示してユーザに
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警告しているが，知識の乏しいユーザがセキュリティ
対策を十分理解して効果的に実行することは難しいと
考える．

３．解決への指針
SNS は普及して間もないため，他の社会システムに
比べ法制度面が未成熟であると考えられる．SNS は情
報を転送するシステムであるが，人や物を転送するシ
ステムである運輸交通と比較した場合，自動車の運転
免許証制度や車検制度等といった利用のためのルール
が確立していないように見受けられる．また，不正行
為をした匿名ユーザを特定したり，利用環境である
PC や LAN のウィルス感染を検査することも義務付け
られていない．
そこで，SNS の利用環境の安全性（セキュリティ）
ための制度導入が必要であると考え，SNS 会員資格制
度を検討する．表 1 は以降の検討の準備のために利用
条件の点から自動車交通と SNS を比較したものである．
表 1 自動車交通と SNS の制度比較
項目
自動車交通
SNS
ユーザライセンス
有
なし
利用媒体
車両
PC，LAN 等
安全性検定制度
車検制度
検定なし
ライセンス登録先
公安委員会
なし

４．SNS会員資格制度の提案
前章までの考察から，運輸交通と比較しつつ SNS
会員資格制度を提案する．具体的には，会員資格を示
す証明書として，SNS 会員証，セキュリティ検査証
明書，アクセス査証，の三つの導入を提案する．
(1)SNS 会員証
公衆道路で自動車を運転する場合，自動車運転免許
証を所持していることが求められる．現在，SNS 利
用において同等の利用資格証は存在しないが，SNS
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のセキュリティを維持するため，導入することが望ま
しいと考える．SNS 利用に関する資格証，すなわち
SNS 会員証の導入によって，SNS の不正使用を抑止
しサイバー犯罪を未然に防止する効果が見込まれる．
表 2 で自動車運転免許証と SNS 会員証を比較する．
自動車運転免許証には，氏名，生年月日，本籍，住
所，交付年月日，免許番号，免許の種別と免許の条件，
有効期間，発行機関（都道府県の公安委員会），優良
ドライバであるか否か，が記載されている．また，免
許所持者の顔写真が添付される．
SNS 会員証の記載事項は自動車運転免許証と同様に，
氏名，生年月日，本籍，SNS アカウント名，交付年
月日，会員証番号，利用条件（SNS 名），SNS 利用
有効期間，発行機関（SNS プロバイダ）とすること
が考えられる．ただし，自動車運転免許証がドライバ
の運転能力を評価して保証しているのに対し，SNS
利用に関して能力を問う必要性はないと考えられるこ
とから，原則全ての SNS ユーザに対して発行する．
また，自動車運転免許証で優良ドライバの表示を行
い，運転の適正性を評価しているのと同様に，SNS
会員証では優良ユーザの表示を行い，サイバー犯罪履
歴やセキュリティ上の過失が無いことを保証する．こ
のような評価や保証を行うことで，ユーザのセキュリ
ティ意識を高め，適正な SNS 利用を促進することが
期待される．
なお，自動車運転免許証は点数制度をとっており，
事故や違反を犯すことによって減点され，減点の累積
値が規定値を超えると免許停止などの処罰が行われる．
SNS 会員証にも同様の点数制度を適用し，SNS 利用
を規制もしくは停止するなどの処罰を行う．
この SNS 会員証の発行・管理は SNS プロバイダが
主管する．SNS 会員証の記述様式や失効管理は，公
開鍵暗号方式における電子証明書と同様に行う．
なお，ユーザは SNS 利用に際して，SNS 会員証の
提示が求められるが，利用の都度，SNS の全ての検
査箇所でその具体的記載事項を検査するとなると，複
数の SNS を利用する場合，SNS プロバイダ側の処理
負荷が大きくなる．これを防ぐには，ユーザが所属す
る SNS の一つで利用の適切性を詳細にチェックし，
表 2 自動車運転免許証と SNS 会員証
自動車運転免許証
SNS 会員証
氏名
氏名
生年月日
生年月日
本籍
本籍
住所
SNS アカウント名
交付年月日，
交付年月日
免許番号
会員証番号
利用条件：眼鏡等
利用条件：SNS 名等
免許有効期間
SNS 利用有効期間
発行機関：公安委員会
発行機関：SNS プロバ
イダ
優良性：表示
優良性：表示
顔写真
無し

予め信頼関係を結んだ SNS 間ではその結果のみを簡
易に調べて利用を許可する．
(2)セキュリティ検査証明書
SNS 会員証がユーザとしての適格性を示すのに対し
て，PC やルータ等の利用機器，すなわちユーザの
SNS 利用環境の適格性を保証するセキュリティ検査
証明書を導入する．このセキュリティ検査証明書は運
輸交通における車検（自動車検査証）に相当する．す
なわち，セキュリティ検査証明書は利用機器や LAN
について，セキュリティ攻撃に対する脆弱性，および
他を攻撃する危険性，がないことを検査した証しとな
る．検査対象の識別情報として，対象が LAN のよう
なネットワークであれば管理者情報が記載され，利用
機器であれば製造情報や所有者情報が記載される．ま
た，利用するハードウェアやソフトウェアの情報，お
よびセキュリティ対策とその検査情報が記載される．
なお，脆弱性を検査する，最新のウィルス対策ソフ
トに更新する，といったサービスはすでに企業におい
て広く実施されている．すなわち，企業ユーザであれ
ば LAN を対象にセキュリティベンダの脆弱性評価サ
ービスを受けたり，検疫サービス（ウィルス対策ソフ
トが最新かどうか検査するサービス）を採用したりし
ている場合が多い．また，多くの個人ユーザはセキュ
リティ対策ソフトをインストールし，更新サービスを
受けている．しかし，これらのセキュリティ検査は標
準化されておらず，その検査内容は公開されていない
のが現状である．この理由は，SNS 等のインターネ
ットサービスの利用の安全性はユーザ個々に確保すれ
ばよい，という発想に基づいているためである．SNS
について言えば，SNS の入り口で統一的にセキュリ
ティ上の脅威を排除してセキュリティレベルを保証し
ようという趣旨でセキュリティ対策を実施しているわ
けではない．
このセキュリティ検査証明書は，末端のユーザ利用
機器から始まって，これらの機器を管理する LAN や
インターネットサービスプロバイダ（ISP）に対して
も発行するものとする．従って，対象となる利用機器
やネットワークの種類に応じて，所要の検査項目や評
価方法をルール化しておく必要がある．検査周期につ
いて，車検のような年単位ではセキュリティ環境の変
化に即応できない．少なくとも四半期あるいは月単位
の周期で実施する必要がある．なお，セキュリティ検
査は対象の包含関係に応じて階層的に実施され，複数
SNS を経由する場合は予め結ばれた信頼関係により，
同時に参加している 2 番目以降の SNS では検査が省
略あるいは簡略化される．
(3)アクセス査証
提案するアクセス査証は，実社会において海外渡航
の際に必要な査証に相当するもので，SNS が独自の
セキュリティポリシーに基づいて発行管理する．SNS
会員証やセキュリティ検査証明書が SNS を利用する
ための一般的資格条件であるとすれば，このアクセス
査証は個別の SNS としてユーザに付与する特殊な資
格条件となる．このアクセス査証を用いない場合のア
クセス条件は一般的資格条件と同じとみなされる．こ
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のアクセス査証の登録管理はセキュリティ検査証と同
様に階層構造をなし，信頼関係に基づいて検査される．
以上，本章では SNS の会員資格を示す証明書とし
て，SNS 会員証，セキュリティ検査証明書，アクセ
ス査証の三つを提案し，その概要と検査方法を示した．
これらの証明書類の内容は多くの場合，攻撃者にとっ
ても有益な情報となるため，保管や転送にあたっては，
認証技術によって送受信双方の真正性を確認するとと
もに．暗号化技術によって十分な秘匿性を確保するこ
とが求められる．

５．組織体制と実現イメージ
提案した SNS 会員資格制度を実施する組織体制と
その役割（機能），および実現イメージを示す．組織
体制は管理組織と実行支援組織に分けられる．

５．１ 管理組織
提案制度をSNS毎に適用すると想定し，SNSにおけ
る管理体制を検討する．自動車運転免許証や車検証は
都道府県の公安委員会が発行・管理しているのに対し，
提案したSNS会員証，セキュリティ検査証明書，アク
セス査証を発行・管理する主管はSNSプロバイダとい
うことになろう．また，利用機器等の登録・管理は管
理組織が関連データベースを連携して実施する．以上
から，SNSプロバイダの管理組織としての業務は以下
のとおりとなる．すなわち，SNSサービスプロバイダ
は，加入ユーザからの利用要求があった時，SNSの受
付ゲートウェイにおいて，SNS会員証，セキュリティ
検査証明書，アクセス査証に基づいて，利用の適格性
を検査・判断し，送受信情報の通過／拒否を実施する．
また，この結果をユーザ毎に管理する．

５．２

実行支援組織

SNS会員証やセキュリティ検査証明書の発行管理や
事件発生後の調査等は，SNSプロバイダが主管になる
と考えられる．しかし，日常のセキュリティ検査やそ
の結果に基づく運用は多くの組織が実行支援すること
になろう．以下，この実行支援組織を4つ（①～④）
に分類し，各組織の役割分担を示す（表3）．
①情報通信機器ベンダ
ハードウェアの利用状況を管理する．
②OS・アプリケーションソフトベンダ
OSおよびアプリケーションソフトの利用状況を管理
するともに，発見された脆弱性も登録管理する．
③セキュリティ対策ソフトベンダ
セキュリティ対策ソフトの利用状況を管理する．ま
た，日々の検査結果を管理する．
④セキュリティ検査サービスプロバイダ
脆弱性評価サービス2），検疫サービス3）を実施し，
検査結果を管理する．
なお，上述した組織はすでに存在しているものばか
りであり，提案制度適用に必要な情報（例．OS・アプ
リケーションソフト登録情報，セキュリティ検査結
果）もすでに管理されていることが多い．しかし，デ
ータは独立に管理されているため，連携して利用され
ていないのが実態である．提案制度に用いる各種情報
には，個人情報に相当するものが多いが，提案制度を
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表3 実行支援組織と役割
実行支援組織
役割
情報通信機器ベンダ
コンピュータやルータ等
ハードウェア利用状況を
管理
OS・アプリケーションソ OS およびアプリケーショ
フトベンダ
ンソフトを管理．発見さ
れた脆弱性に関する情報
を管理
セキュリティ対策ソフト セキュリティ対策ソフト
ベンダ
を管理．同ソフト適用状
況を管理
セキュリティ検査サービ 脆弱性評価サービス．検
スプロバイダ
疫サービス．検査結果を
管理
確立するには，適用規則を公開し，関連組織が協調し
てデータを管理する必要がある．

５．３

実現イメージ

提案したSNS会員資格制度の実現システムと運用イ
メージを示す．一例として，あるSNSサービスに加入
している個人ユーザが，自身が作成したコンテンツを
商用の公開サーバにアップロードしようとしているケ
ースについて示す（図1）．
図1で，前述した管理組織および実行支援組織の機
能がSNS内で実現される．また，本制度に関わる種々
の情報がセキュリティDBに記録され，ディレクトリサ
ービスにより提供されるものとする．なお，簡単のた
め，認証・暗号機能については省略して説明する．図
1において，まず個人ユーザは自身のSNS会員証を管理
機能によって取得するとともに，自身が所持・使用す
るPCやLAN，さらに加入しているISPを，実行支援機能
を通じて登録する．次に，セキュリティ検査を受けて
セキュリティ検査証明書を取得する．また，予めアク
セス査証を得ておくものとする．これらの証明書類は
セキュリティDBに登録・保管されており，個人ユーザ
の利用履歴も同様に保管される．これらのデータは必
要に応じて更新される．証明書類はディレクトリサー
ビス機能によって個人ユーザに提供される．個人ユー
ザがSNSを利用する場合，呼設定の過程において，SNS
会員証，セキュリティ検査証明書，アクセス査証が
SNSの入り口に設置された受付ゲートウェイに送信さ
れる．受付ゲートウェィはこれらの免許・証明書情報
SNS
セキュリティDB

管理機能
SNS会員証
セキュリティ検査証明書
アクセス査証

個人ユーザ

図1

受付
ゲートウエイ

実行支援
機能

検証情報

ディレクトリ
サービス
機能

公開サーバ

SNS会員資格制度の実現イメージ
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の真正性を検証してSNS利用可否の判断を行う．利用
可の場合は接続が許可され，個人ユーザのIPパケット
に検証済みの情報を記して公開サーバに転送する．利
用不可と判断された場合，すなわち，個人ユーザがサ
イバー犯罪履歴を持つためSNS利用が許可できない，
使用するアプリケーションプログラムでサービス不能
攻撃する可能性がある，年齢制限などにより公開サー
バ利用条件を満たしていない，などと判断された場合
接続が許可されない．

６．考察
最初に，提案制度の実現性を技術的実現性，拡張性
およびコストの面から考察する．
（a）技術的実現性
提案制度は，技術的にはすべて既存技術の組み合わ
せで実現可能と考えられる．また，組織体制について
も概ね既存組織で構成できる．
（b）拡張性
セキュリティ DB の規模について，現在のストレー
ジ技術によれば，対象ユーザが地球規模であっても運
用できると考えられる．提案した SNS 会員証，セキュ
リティ検査証明書，アクセス査証をユーザ毎に運用・
管理する必要があるが，通常の運用については SNS シ
ステム内でリアルタイムで自動実施可能であり拡張性
上の（量的な）問題はないと考えられる．ただし，イ
ンシデントが発生した場合，結果を証明書に反映しな
ければならない．ただし，大量の個人情報漏洩が発生
した場合に備えて，証明書類を失効するなどのための
管理リソースを準備しておく必要がある．
（c）コスト
本制度のコスト負担は SNS ユーザや SNS プロバイダ
等の関係者のコンセンサスによる．すなわち，SNS 関
連者がセキュリティの重要性に鑑み，自ら応分のコス
トを負担しても，あるいは利便性の低下を犠牲にして
も，SNS のセキュリティを維持したいと希望するか否
かにかかってくる．実際に必要なコストを見積もるの
は困難であるが，実社会で運用されている運輸交通制
度に比べれば，提案制度は主に情報システム内で運用
されるため比較的低いコストで実現できると推定され
る．
次に，提案した SNS 会員資格制度が導入された場合
の効果を以下のⅰからⅲにまとめて記す．
ⅰ．ユーザのセキュリティ対策負担の軽減
前述したように，現在，インターネット利用に関す
るセキュリティ対策は主にユーザが個々に負担してい
る．本制度導入により，セキュリティ対策の主体が
SNS プロバイダに代わると，悪意のある情報がユーザ
に到達しにくくなるので，ユーザ負担が軽減すると想
定される．SNS 側の負担は従来に比べて増加するが，
対策機能が集約されるため，全体の負担は低減すると
推定される．
ⅱ．SNS 資源の有効利用
前述したように，受付ゲートウェイにおいて，送信
者側の攻撃性をチェックするので，不正アクセスや有
害情報の SNS 流入を防ぐことができる．このため，

SNS に使用される帯域その他の資源がより有効に活用
される．
ⅲ．セキュリティ事件・事故の減少
本提案制度は属人的側面と技術的側面を合わせたセ
キュリティ対策といえる．そのため，ボットネットに
よる組織的な犯罪や機密情報の漏洩といったインシデ
ントの防止に役立つ．さらに，ユーザのセキュリティ
ポリシーが統一化され向上する，あるいは，サイバー
警察等の公的捜査機関との連携が円滑化される，とい
った効果が期待できる．
一方，導入にあたって検討すべき課題として，以下
のⅳ，ⅴがある．
ⅳ．利便性とセキュリティのバランス
提案制度が導入された場合に SNS ユーザの利便性が
現状より低下するのは避けられない．セキュリティと
利便性をどうバランスさせるのか，あるいは止揚策が
あるのか国民的な議論が必要である．
ⅴ．法制度及び社会的コンセンサス
提案制度導入にあたっては，電気通信事業法で定め
ている，通信の秘密や検閲の禁止 4）と提案制度との
整合性について検討する必要がある．このような法制
度面からみた検討の他，ユーザ，管理組織，実行支援
組織を交えた議論による社会的コンセンサスの醸成が
必須となる．

７．まとめ
セキュアな SNS 利用環境の実現に向け，SNS 会員
資格制度の提案を行った．具体的には， 3 種類の資格
証明書（SNS 会員証，セキュリティ検査証明書，ア
クセス査証）を発行・管理し，セキュリティデータベ
ースに基づく会員資格制度を確立して SNS を運用す
ることを提案した．さらに，提案制度を実現するため
の組織体制，実現イメージを示すとともに，技術およ
び社会の両面から提案制度の実現性，効果と課題を考
察した．今後，本提案の実現にむけ関係諸氏との議論
を進めていく．
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  Abstract	
 	
 	
 This paper shows the proposal and development of the new web system with social media for

sightseeing, and design how to use information of tourism. We enable a tourist him/herself to send
information in place of a public relations depertment or tourism office. This system consists of a smartphone
application used for submit some information in tourism area and a web system used for seeing it. This paper
is focused on the application for tourists to take some pictures. We prove the value of it by an experiment.	
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１．はじめに

を収集するのは非常に困難である (図 2)。
	
  こういった問題の解決に対して，観光用のスマートフォン
アプリが近年増加している。しかし情報量が多く使いにくい
という点や，交流が図りづらいという課題があげられる。そこ
で，本研究では，シンプルな情報でガイドを行う事と，利用
者による投稿を促す事，かつ集まった情報を再発信するよ
うな観光用の Web システムを開発して観光エリアの支援を
行うことを目的としている(図 3)。一連の研究では，観光エリ
ア向け写真投稿・一覧システムを提案している。これは，観
光客が現地で写真を撮影・投稿できるスマートフォンアプリ
と，投稿された画像を場所毎に一覧表示するウェブサイト
からなっている(図 4)。詳細については，これまでの研究
(1)(2)
を参照されたい。本研究ではその内，観光地で使用す
るスマートフォンアプリの開発と評価を行った。

	
  本研究は，ソーシャルメディアを用いた観光用システム
を構想・実証することで，観光地の発展に寄与し，新たな
観光情報の活用方法を提案するものである。これまで観光
情報の発信は観光エリア側からの一方向の発信が中心に
なっており，観光客が観光地でどのような印象を抱きどこに
興味を惹かれたのかという情報は，観光エリアへ十分なフ
ィードバックが行われてこなかった。観光用スマートフォン
アプリではSNSと連携する事により，観光客からの投稿を促
し情報を集めようと試みている例もあるが，同時に別の課題
も生まれている。そのような現状の問題に対して本研究で
は，観光地で情報を投稿するシステムと，投稿された情報
を閲覧できるWebシステムを開発することで，これまで活発
に行われてきた，自治体・団体側からの情報発信とは別に，
観光客が自由な視点で観光情報を投稿・発信・閲覧するこ
とを可能にした。筆者らは2012年度から観光支援のための
写真投稿共有システムの運用をテーマに研究を進めてい
る (1)。そのうち本研究では，システム一部分であるスマート
フォンアプリの設計を行い，実証実験を通してその効果を
評価した。将来的には，システム全体の制作を行い，利用
者が情報を投稿し，投稿された情報をWeb上で閲覧できる
ようにすることで，本研究の目的を達成する所存である。

図 1 観光情報と観光客視点の情報

２．現状の課題と本研究の目的
	
  自治体・団体が持つ観光情報の発信が充実してきた一
方で，未だに活用しきれていないのが観光客視点の情報
である。これまで観光情報の発信は観光エリア側からの一
方向の発信が中心になっており，観光客が現地に訪れた
際，どういった箇所を観察し，どういった地点を移動し，ど
んな部分に興味を惹かれたのか(図 1)，このような情報は
口コミや SNS で無数に広められている情報であるが，観光
エリア側にフィードバックされてこなかった。多くの観光客か
ら意見を集めるには大変な手間がかかる上，得られる情報
にも限界がある。かといって口コミや SNS から適切な情報

図 2 観光客視点の情報収集の現状
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「ゆかりの地を尋ねて」や「東区元気スポット」など
カテゴリーに分け，多数の写真と解説を交えながら東
区の様々なスポットを紹介している。
	
  総合公園やテーマパークと違い，エリアそのものが
市民が生活している「町」であり，町全体が深い歴史
を持つ空間であるのが文化のみちの特徴である。その
歴史は，書籍やガイドボランティア，市民によるブロ
グによって伝えられている。
図 3 本研究の目的
①スマートフォンアプリ（撮影・投稿）

商店街・公園などの観光エリア

②Webサイト（閲覧）

図 4 システム構成図

３．研究対象
(1) 観光エリアの定義
	
  本研究では，観光の対象物が点在しており，徒歩で周
遊できる程度の広さという条件を備えた観光エリアを対象と
して研究を行った。また，システムの常設・継続的運用を最
終的目標としているため，システムの運用を行うことのでき
る管理者がいる観光エリアを対象に選定を行った。その結
果，愛知県名古屋市東区にある文化のみちエリアを選定し
た。
(2) 文化のみちの概要
	
  名古屋市東区の名古屋城から徳川園までのエリアに
は，市政資料館や旧豊田佐助邸など歴史的な価値のあ
る建造物が点在している。このエリアは「文化のみ
ち」と呼ばれており，名古屋市の文化的遺産が集まる
スポットとして市民から親しまれている (3)。白壁町や
主税町付近は江戸時代の武家屋敷の面影が残されたま
ま，綺麗な町並みが整備されている。毎年文化の日で
ある 11 月 3 日には，「歩こう！文化のみち」という
ウォーキングイベントが文化のみちエリア一帯で開か
れる。
	
  文化のみちでは，エリア内外に居住する市民によっ
て，各種情報発信がされている。文化のみちには，文
化施設や史跡について案内をするガイドボランティア
が存在し，「東区文化のみちガイドボランティアの
会」という組織をなしている (4)。文化のみちのエリア
にある二葉館や旧豊田佐助邸といった歴史的建造物で，
建物内の造形について無料で解説する取り組みがなさ
れている。
	
  東区の市民コミュニティサイトである「ひがしネッ
ト」 (5)では，市民のためのイベント，防犯，生活，福
祉といった各種の情報を提供するサイトへの玄関とな
るポータルサイトとしての役割を果たしている。
	
  また，市民ブログのひとつである，「東区を歩こ
う！」 (6)では，東区民である秋田氏が身の回りにある
東区の魅力を日々取り上げ，記事にを投稿している。

(4) 文化のみちを本研究の対象に選定した理由
	
  文化のみちエリアは全体でスタンプラリーイベント
が開かれる程度の規模のため，歩き回るのに適した広
さである。エリア内には，歴史的な建造物が多数存在
し，利用者が情報発信する際に様々な点に興味を持つ
事が可能である。また地域の歴史に詳しく，自ら地域
情報を発信する市民が存在しており，本研究を進める
にあたり情報提供の協力を得た。以上の理由により，
文化のみちを本研究の対象とした。

４．システム設計
(1) フォトラリーを利用した写真投稿アプリ
観光客にアプリを利用して写真を撮影してもらうために，
本研究では指定された複数の箇所で写真を撮りながら特
定のエリアを周遊する「フォトラリー」という仕組みを取り入
れた。今回文化のみちを対象にアプリを制作するにあたり，
撮影箇所となるスポットを 17 ヶ所選定した。文化のみちに
訪問し，実際の状況を見ながらスポットとなる箇所を選んだ。
各スポットの情報に関しては市民ブログ「東区を歩こう」の
運営を行う秋田氏などに協力をいただき，東区発行の「ひ
がし見聞録」を参考に構成を行った。
本研究では，多くのスマートフォンに標準装備されている，
GPS 機能を用いてスポット判別を行った。GPS 機能で読み
取った端末の位置は数十 m 程度の誤差が発生することが
あるため，まず利用者が複数用意されているスポットのなか
から写真を撮影するスポットを選び，その後 GPS 機能によ
る位置情報の判別を行うことでこの問題を解消した。
(2) フォトラリーアプリの機能説明
続いて，試作した Android 用アプリの機能を説明する。フ
ォトラリーアプリはトップページの他に，マップ・アルバムお
よび各スポットページの 4 種類で構成した(図 5~8)。画面
下部にはタブを設け，マップ・アルバムの各ページに遷移
するボタンを配置した。
マップでは現在地と各スポットの位置が地図上にアイコン
で表示され，これから撮影したいスポットを探す際に用いる。
アルバムでは，利用者がこれまでにフォトラリーアプリで撮
影した画像を場所毎に一覧する事ができる。まだ撮影して
いないスポットには「未撮影」アイコンを表示する。スポット
を選択するとスポットページに遷移する。
	
  このアプリのメインとなるスポットページには，スポットの
画像を挟んで，カメラ・クイズ・概要の 3 種類のボタンが設
置されている。1 番上のカメラボタンを押すと，GPS を用い
て端末の位置情報を判定の上でカメラが起動し，撮影を行
えるようになっている。撮影後，上部のスポット画像が自分
が撮影した画像に変化する(図 9)。
クイズボタンを押すと，そのスポットにまつわる二択クイズ
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が表示されるようになっている(図 10)。スポットによっては
足を運んだだけではどういったスポットなのかわかりづらい
箇所もある。スポットに関する知識をクイズ形式にして提供
する事で，老若男女問わず楽しみながら理解を促せるよう
心掛けた。回答すると正解不正解に関わらず，解説を見る
ことができる。
概要ボタンでは，クイズに載せきれなかったスポットに関
する基本情報を載せるために設置した。

連の研究の中で，過去 2 回の実験を愛知県長久手市の総
合公園である愛・地球博記念公園（モリコロパーク）で行っ
ている(2)。本研究では同様のアプリを街の観光で利用する
際にどのような結果となるかを調査した。調査項目では，以
下の 4 項目に焦点を当てた。
① エリアに対する関心は増幅するか
② 画像共有に対する参加者の意識
③ アプリの機能性や操作性について
④ 利用度や写真の内容について
(1) 実証実験の概要
日程
11 月 1 日，11 月 3 日
場所
名古屋市東区 文化のみち 全域
参加者
計 39 名
本実験は，11 月 1 日と 3 日の 2 回に分けて行った。11
月 1 日の実験では，30 分ほどアプリに関する説明をした後，
1 時間半ほど自由行動の時間を設け，その後アンケートを
とった。11 月 3 日は，同様にアプリ関する説明をした後，
時間に制限を作らず自由にエリア内を散策してもらい，散
策が終了した方に対してアンケートをとった。また，実験当
日の一般参加も受け付けた。実験参加の希望があった方
に随時説明の上，エリア内を自由に散策してもらった。

図 5 トップ画面

図 6 マップ画面

(2) 実験結果
本実験で得られたアンケート回答結果を表 1 に記す。質
問 1~13 に関しては，「とてもそう思う」を 5，「全くそう思わな
い」を 1 とした 5 段階評価になっており，表 1 には各回答
結果の平均値を記載した。比較対象として，モリコロパーク
で 2012 年 9 月に行った第１回実験の結果を載せた。
表１ 実験結果
質問

図 7 アルバム画面

図 8 スポット画面

第１回実験

本実験

1) フォトラリーを使ってエリア内を巡るのは楽しかったか

4.2

4.4

2) 各スポットで撮影するのは楽しかったか

4.2

4.4

3) エリア内をまわる時の視点や意識は変わったか

4.1

3.7

4) 撮影時，撮影対象を意図的に探したか

4.3

4.5

5) クイズの内容は適切だったか

4.2

4.0

6) クイズに答えるために周囲を観察することがあったか

3.6

3.7

7) フォトラリーを使うことでエリアへの理解が深まったか

3.9

4.1

8) また公園に期待という気持ちは増幅されたか

3.8

3.9

4.2

4.3

4.2

4.1

11) アプリの操作はしやすかったか

3.4

3.9

12) カメラの起動時間は快適だったか

2.9

3.7

13) 地図は使いやすかったか

3.4

3.5

項目 1) 訪問スポット数 (箇所/中央値)

8.0

8.0

項目 2) 撮影枚数 (枚/中央値)

20.0

19.5

9) 今後写真が投稿できるようになったら，他の人が撮影
した写真を見たいか
10) 今後写真が投稿できるようになったら，自分が撮影
した写真を投稿したいか

図 9 スポット撮影後

図 10 クイズ画面

５．実証実験
前章で解説したスマートフォンアプリが観光支援におい
て有用であることを確かめるために，実証実験を行った。一
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① エリアに対する関心は増幅するか (質問 1~8)
フォトラリーを利用してエリア内を巡ったり写真を撮影する
事に対しては非常に高い評価を得る事ができ，多くの方が
楽しんだことがわかる(質問 1)(質問 2)。フォトラリーを利用
することで，文化のみちエリアを観察したり異なる視点で見
るようになったと答えた方が多かった。クイズの回答時以上
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に，撮影時に意識的に撮影対象を探すという結果が得ら
れた。中には，フォトラリーを利用では，文化のみちへの観
察に影響を及ぼさないと答えた方もいた(質問 3)(質問
4)(質問 6)。また，フォトラリーの利用が，文化のみちエリア
への理解につながり，再訪意欲にも結びつくという結果が
得られた(質問 7)(質問 8)。日頃からカメラを利用して印象
深いものを撮影する習慣を持つ人にとっては，本アプリで
は新たな興味を引き出せなかった事が考えられる。しかし，
参加者からは「フォトラリーを利用する事で，遠くのスポット
まで足を運んだ」というコメントも寄せられたため，観光支援
としての役割は十分に果たせたと言える。
② 画像共有に対する参加者の意識 (質問 9~10)
他の人が撮影した写真への関心に対しても，自分の撮影
した写真の投稿に対しても，積極的な意見が多かった。画
像を公開して利用者同士でコミュニケーションを取りたいと
いうコメントも寄せられた。
③ アプリの機能性や操作性について (質問 11~13)
過去の実験を受けアプリを改良した結果，以前と比べて
良い評価を得た。特に GPS による位置情報取得を行うカメ
ラ起動については大きく変化した。また，情報の表示方法
や，アルバムの機能面についても改良を重ねる事で，利便
性を高めることができた。カメラの起動時間に対して，快適
だと回答する方も多かった。利用者からは，次のスポットを
探す際に参考になる情報の掲載や，撮影した写真の編集，
感想の投稿等の要望が寄せられた。
④ 利用度や写真の内容について (項目 1~2)
17 ヶ所あるスポットで，おおよそ 8~10 ヶ所程度回った方
が多かった。中には 1 日かけて全 17 ヶ所のスポットに訪れ
た方もいた(項目 1)。 写真は最大で 70 枚近く撮影した方
もいたが，おおよそ 20 枚程度撮影する方が多かった。1 ス
ポットにつき 2~3 枚撮影していることが明らかになった(項
目 2)。
また多数の写真が集まることで，幅広い内容の写真群と
なった。文化のみちエリアは歴史的な建造物が多数存在し，
スポットにも採用している。そういった建造物の屋内外にお
ける細かな装飾に焦点を当てている写真が多く見つけられ
た。気付きにくい細かな装飾であっても，歴史的な意義が
あるものが多く，アプリを通して多くの人がそういった技巧
に気付いたり，注目したりすることには大きな価値がある。
(4) 考察
	
  通算 3 回目の実験となるが，過去の実験と比べて全体
的に高い評価を得る事ができた。過去 2 回の実験からの
反省をもとに，アプリを改良した事，文化のみちエリアが撮
影に適したエリアであったことがあげられる。利用者から，
一般的なスタンプラリーと比較して，フォトラリーが面白いと
いった感想も寄せられ，アプリ自体を非常に楽しんで利用
していたことが示された。
時間の制限が設けなかったこともあってか，全てのスポッ
トを回ったり，70 枚以上の写真を撮影した方も見られた。し
かし，おおよそ 1 人につき 8 ヶ所 20 枚程度という結果とな
った。これは過去の実験とほぼ同じものとなった。このアプ
リを利用するにあたり，この程度の利用が標準的な利用と
なることがわかった。この結果は，利用者にインセンティブ
を与える際の利用ノルマを設定する際に参考となる。
文化のみちでフォトラリーアプリを利用してもらう事で，歴

史的な建造物の細かな装飾に利用者が気付いたり注目し
たりするという効果があることが本実験で明らかになった。
画像の共有に関しては，前向きな意見を得た。参加者の
多くが日頃 SNS で画像を投稿していることも関係している
と想定できる。
機能的な面においては不足している面も大いにある。利
用者からのコメントでも寄せられたが，近くのスポット情報を
提示することはアプリの利便性を高めるために必要である
と言える。現在近くのスポットを探すためには，マップ画面
から現在地とスポットの位置を見比べて決める必要がある。
現在地付近のスポットを距離や方角の情報と合わせて提
示する事で，初めて訪れた地であってもスポット選択に困ら
ないと考えられる。

６．おわりに	
 
本研究では現状，観光情報の発信が一方向になってし
まっている点と観光アプリの課題について取り上げた。そし
て課題を解決するための Web システムを提案し，一部を
開発・評価した。その結果，本アプリを利用する事で，エリ
アに対して観察や注目が増す点や，理解が深まるといった
点が上げられた。また，アプリの利用により，多様性のある
写真を収集する事が出来，エリアの新たな魅力の発見・発
信につなげられる事が明らかになった。本研究で取り扱っ
たのは，システム全体の構想のうちの一部分である。今後
はスマートフォンアプリの機能改善，スマートフォンアプリで
撮影した写真を投稿する機能，投稿された写真を一覧でき
るようにする Web システムの開発を行っていく。最終的に
は，全体の Web システムを開発させ，特定のエリアにおい
て本システムを常設し継続的な運用がなされることを目指
している。
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観光情報の公開API化による地域PRモデルとその課題
A Regional PR Model by Providing Tourist Information as Open API
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Abstract Recently, In regional activation,Used Open Data attract attention and provide for Various
information. Moreover, Sightseeing expected to use to regional activation. In this study, We propose a
regional PR model by providing tourist information as Open API. As the result, we made it clear that this
model is useful to provision of information and discussed issues of them.
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１．はじめに

２．地方自治体の情報公開の現状

我が国では地域の活性化が重要課題とされ，その実
現のために様々な活動が行われている．その多くは行
政を中心としており，著者らも瀬戸市と協働で，地域
の情報化を推進するデータ放送コンテンツを制作して
いる 1)．しかし，地域は様々な要素により構成されて
おり，行政主導ではカバーできる範囲に限界がある．
このため，現在，2 つのアプローチが注目されている．
1 つは地域力という，地域の住民が主体となり地域の
問題を解決する運動であり，著者らもウェブコミュニ
ティを用いた支援モデルを提案し，実証実験を行って
いる 2)．もう 1 つは，オープンデータという，行政の
持つ情報を公開し，広く利用可能とするものである．
様々な人が利用できることで，行政が提供する従来の
コンテンツにはなかった発想による，情報の様々な活
用が期待できる．
一方，観光は地域の総合力と形容されるなど，地域
活性化において重要な役割を担うとされ，様々な振興
活動が行われている．観光客の誘致のためには，観光
情報の周知が重要である．このため，様々な形での情
報発信を可能とするオープンデータは，観光情報の提
供に適しているといえ，実際に提供する自治体も増え
てきている．しかし，多種多様な利用を実現するため
には，提供する情報の量や種類，また，加工のしやす
さといった面に考慮する必要がある．
そこで本研究では，観光情報を公開 API として提供
することで，それを利用して制作されたコンテンツを
通じて地域の観光情報の周知を行う，地域 PR モデル
を提案する．提案する PR モデルに基づき，観光情報
を提供する公開 API を作成し，それを用いてコンテン
ツを試作する．この試作により，提案モデルにおける
情報提供の多様性を示すとともに，オープンデータの
提供における課題について考察する．

行政は地域に関する様々な情報を有しており，それ
を活用したコンテンツを提供している．その提供手段
として，オープンデータに注目が集まっている．
(1) 行政による情報配信とその課題
イベント案内や防災防犯など，行政は様々な目的で
様々な情報を配信している．著者らもクーポンの配信
による観光振興モデルを提案し，瀬戸市と協働で，実
証実験を行っている 3)．このように行政自身がコンテ
ンツを制作して情報の配信を行う場合，立場上，公共
性や公平性への配慮が必要となる．そのため，コンテ
ンツは画一的なものが多くなってしまう．また，作業
にあたる人員も限られることから，多くのコンテンツ
を制作することも困難である．
(2)オープンデータの提供
上述の課題の解消にもつながる，オープンデータと
いう概念が広まりつつある．これは，著作権等の規制
が一切なく，誰もが自由に簡単に利用できるデータを
提供するという考えである．様々な組織がオープンデ
ータ化に取り組んでおり，なかでも，多種多様な情報
を持つ行政が率先して行っている．2009 年 5 月のアメ
リカ政府をはじめ，既にいくつかの国ではデータ配布
サイトを公開している．我が国でも，2012 年に総務省
が中心となり「電子行政オープンデータ戦略」を掲げ，
Open DATA METI Beta というデータ配布サイトを試験
的に運用している．また，政府だけではなく，自治体
もオープンデータ化にも取り組んでいる．福井県鯖江
市では，「データシティ鯖江」として，様々なデータ
を同市の公式サイトに公開しており，API や XML の
形で情報取得ができる．このように，行政のみで配布
していた情報が様々な人や企業から配信され更なる情
報拡散や，新事業の展開にも期待できる．
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(3)観光振興におけるオープンデータ
一方，配信情報を限定している自治体もある．青森
県では，同県の観光国際戦略局が，県内の観光情報に
特化したオープンデータを配信しており，利用者は申
請をすることで利用できる．観光は，自然や歴史，文
化など独自の地域資源を活用することにより，地域の
個性を打ち出すことで，地域活性化へつながると期待
されており 4)，様々な観光振興活動が行われいる．観
光促進のためにはその情報の周知が重要であり，この
ことからも様々な情報を容易に活用できる，オープン
データは観光情報の配信に適しているといえる．先述
の２つの事例においても，観光情報のオープンデータ
化は行われているが，その課題も多い．福井県鯖江市
では，地域の観光スポット情報を配布しているが，
様々なデータを扱っているため，公開している店舗毎
の情報量が少ない．また，青森県においては，情報を
限定したことで，充実した内容になっているが，利用
するために申請が必要であり，実際に活用されている
例が少ない．

(2) 公開 API の作成
XML 形式により観光スポット情報を提供する．ま
た，容易なデータの利用を実現するため，対話的に情
報の取得が行える公開 API の形で提供する．
・情報の構造
観光情報は，名称や所在地に加え，営業時間や定休
日などの訪問のために必要な情報が多く，また，ジャ
ンルにおいても情報に違いがある．例えば，飲食店で
はメニューや座席数，禁煙席数など，観光施設では入
館料やイベント内容などが必要である．そこで，構造
の自由度，柔軟性が高い XML を利用する．XML は，
各要素に親子関係を持たせた構造になっており，図 2
のように，ジャンル固有の情報やメニューといった可
変的な情報も店舗情報の１つとして扱うことができる．
本研究では「施設・店舗名，住所，緯度経度，ジャン
ル，説明，営業時間，定休日，写真，駐車場，アクセ
ス」の各情報により観光スポット情報を構成する．
名称

観光
スポット

３．観光情報の公開API化による地域PRモデル

情報の加工

電話
入館料

ジャンルごとの
固有の項目

予約
メニュー

１
可変的なデータ

２
…

口コミ的な情報伝達により，観光情報の周知を行う
地域 PR モデルを提案する．また，モデルを実現する
ための公開 API を作成し，実際にそれを用いてコンテ
ンツを制作する．
(1) 地域 PR モデルの提案
口コミは情報の伝達の手段として広く用いられてい
るメディアである．身近な人を媒介に様々な情報がや
り取りされることから，人同士の距離が近い地域とい
う枠において，情報を拡散する手段として適している
といえる．一方で，口コミでは情報を配信する人によ
って情報の広まりに差が生じる．これは，その人物が
対象物の魅力を理解しているか，その魅力を伝える表
現力などの能力を有しているかといったことに左右さ
れる．つまり，口コミが広まるためには，能力を持つ
人物の存在が必要不可欠であるといえる．したがって，
能力を持つ人が情報に到達できるように，多くの人に
とって容易なアクセスができる環境が必要がある．
そこで，様々な人が情報を利用できる公開 API の仕
組みを利用する．API とは，個々の開発者が使用した
い機能のために一からプログラミングするのを省くた
め，あらかじめ機能を用意する仕組みである．その中
でも全ての情報を公開しており，自由に使用できる
API を公開 API という．公開 API により観光情報を提
供することで，多くの人が情報を利用できるようにな
り，口コミのような情報配信が実現できる．

共通の項目

所在地

図2

XML による観光スポット情報の構造例

・API の仕様
公開 API は，図 3 で示すように，URL の形式で取得
したい情報のキーワードを指定することで，その指定
したデータのみを取得する仕組みとする．指定された
キーワードを基に，公開 API 内でデータを格納してい
る MySQL に問い合わせを行い，そのキーワードに見
合った情報のみを取得する．取得した情報は，XML
の形で自由に利用できる．キーワードは様々な指定が
でき，例えば，飲食店などジャンルや名称、説明文な
どデータ全体を対象に指定したキーワードを持つ施設
店舗を返したり，ある緯度経度から半径○km 以内に
ある施設・店舗を返したりといったように様々な指定
の仕方ができる．
HTML
ソース

http://www.seto-marutto.info/list.xml?genre=×××
お店全体 選択したい情報

伝達

サーバ
結果
観光情報
DB

行政

観光
情報

発行
公開API

データの選択

配布

図1

図3

地域 PR モデル
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(3) コンテンツの試作
前節で示した公開 API を用いて，利用者や利用シー
ンの異なる，複数のコンテンツを試作する．
・デジタルサイネージ向け観光情報提供コンテンツ
デジタルサイネージでの情報提供に活用した例を示
す．このコンテンツでは，利用者がデジタルサイネー
ジの前に立ち，Twitter でハッシュタグをつけてツイー
トすることにより，ツイート中に含まれる単語を持つ
情報がサイネージに表示される．ツイートを形態素解
析により単語単位に分割することでキーワード化して，
API により当該キーワードを含む情報を取得すること
で実現している．図 4 は「うなぎ」というツイートを
投稿した結果を示している．このように，ツイートに
より対話的に操作していくことにより，利用者はデジ
タルサイネージを通じて，様々な観光情報へのアクセ
スが可能となる．

図4

・グルメグランプリ
飲食店の情報を利用したグルメグランプリの例を図
6 に示す．瀬戸市では，「瀬戸焼そば」という地域特
有の食べ物があり，中部圏の B1 グランプリでも取り
上げられるなど人気がでてきている．そこで，その
「瀬戸焼そば」に注目し，瀬戸焼そばを提供している
店舗の紹介し，訪問者の投票によって，その中からグ
ランプリを決定するコンテンツを提供する．掲載する
店舗情報の選別は，公開 API にジャンルとして「瀬戸
焼そば」を指定することにより行う．瀬戸市特有の食
べ物であるため，地域の PR にも効果があり，店舗も
利用者の意見として取り入れることができる．

デジタルサイネージ向けコンテンツ

図 6．瀬戸焼そばグランプリ

・写真投稿サイト
写真投稿サイトの図 5 に例を示す．このサイトでは，
撮影した瀬戸市内の写真が投稿でき，スポットごとに
閲覧，共有できる．公開 API により，すべての観光ス
ポット情報を抽出しているため，著名な観光スポット
はあらかじめ登録されている．そのため，投稿時にリ
ストから選択できる．また，写真ファイルに緯度経度
の情報が付加されている場合には，その位置に近い観
光スポットが候補として表示される．撮影したスポッ
トがリストにない場合は，地図から選択することで自
分で登録できる．スポットを増やせることで，新たな
観光スポットの発見にもつながる．

図5

写真投稿サイト
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４．考察
観光情報を公開 API として提供することによる観光
振興について，試作したコンテンツから，その効果を
考察する．また，API の作成やコンテンツの試作を通
して，オープンデータ化における課題についても考察
する．
(1) オープンデータによる情報の広がり
前章で示したように，公共性の高いデジタルサイネ
ージによる情報配信，利用者参加型の写真共有サイト，
グルメグランプリといったように，公開 API を用いて
内容，媒体の異なるコンテンツを試作した．これらの
コンテンツは，観光客や写真愛好家，美食家というよ
うに，それぞれ対象とする人が異なっている．これは，
公開 API を活用することで，嗜好などの属性の違う
様々な人々に，共通のデータを活用して地域の PR が
可能であることを示していると考えられる．また，2
章で述べたように，公平性の観点などから，従来の行
政主導型の取り組みでは扱うことが難しかったランキ
ング形式での情報提示や，一部の情報に限定した掲載
もできるようになり，コンテンツ制作の幅が広がった
ことも示している．このように，公開 API という仕組
みを用いることで，様々な人が様々なコンテンツを制
作・提供できるようになる．これにより，従来に比べ
て，口コミ的な観光情報の周知が促進されるとが考え
られる．
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(2) オープンデータの利活用における課題
上述のように，観光振興におけるオープンデータの
活用の有効性が示された．一方で，公開 API の作成や
コンテンツの試作を通して，情報のフォーマットとい
った組織間の連携に関する課題がみつかり，情報量と
いった従来の地域も抱えていた課題も改めてクローズ
アップされた．
・情報のフォーマット
前章で示した試作例を含め，現存するオープンデー
タを活用したコンテンツは，単一の組織が提供するデ
ータのみを利用したものが，そのほとんどである．し
かしながら，観光であれば，当該自治体の周辺にも観
光スポットは存在する．また，お祭りや名物といった，
異なる自治体間で共通する観光の要素もある．このた
め，近隣自治体の情報も扱ったり，また，共通の要素
によりカテゴライズするといった情報提供が行えると，
コンテンツ制作の幅が広がる．
そのためには，複数自治体のオープンデータを活用
することになるが，現在は各自治体がそれぞれ独自に
情報を公開しており，情報の種類や形態に差異が存在
する．自治体間で保持されている情報に統一性がなく，
各情報も表記が統一していないと，扱えるデータはそ
れぞれの自治体のフォーマットの最大公約数的なもの
に限定され，制作可能なコンテンツの幅を狭めてしま
う．したがって，今後，オープンデータの利活用を更
に広めていくためには，異なる機関のデータと併用さ
れることを踏まえたうえでの，情報の公開が必要にな
ると考えられる．
・情報の量と更新頻度
現在配布されているデータは既に行政が各自のウェ
ブサイトで公開しているものと変わらず，本質的には
ウェブサイトによる情報提供と余り変化がない状況に
なっていく可能性がある．現に，Linked Open Data の
活用基盤として，大規模データの格納・検索技術が開
発されており，従来のウェブサイトの情報が自動で格
納することが可能となる．これにより，従来の地域コ
ンテンツが抱える問題である情報量と更新頻度がオー
プンデータにおいても課題となり，如何にしてオープ
ンデータ化する情報を収集するかが重要となる．
地域情報の収集は，既に様々な研究がされており，
Twitter のつぶやきを利用したおでかけ情報の生成 8)や，
XML 構造化支援 9)といった手法があげられる．これら
の研究は，地域住民から情報提供を促す取り組みであ
り，オープンデータ化においても，行政のみではなく，
住民もデータ収集に協力する仕組みがこれらの課題の
解決に繋がると考えられる．例えば，今回制作した写
真投稿サイトを，パブリックドメインで写真を投稿し
てもらうコンテンツに変えることにより，オープンデ
ータの収集の場として機能するようになる．このよう
に，行政によるオープンデータを基軸にして，住民が
そこに更なるオープンデータを提供するなど，行政だ
けではなく住民も一丸となってデータを育成する体制
の実現が，これからのオープンデータの普及にとって
重要になると考えられる．

５．おわりに
本研究では，観光情報の公開 API 化による地域 PR
モデルを提案した．モデルを実現するための公開 API
を作成し，それを用いることで制作が可能なコンテン
ツ例を示した．また，この試作を通して，オープンデ
ータによる情報提供を行った場合の課題について考察
した．
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  Abstract

In this paper, we present an approach of developement of a digital archive system for social
education by project-based learning under cooperation of regional communities. A digital archive for fishes
which live in Hokkaido prefecture was built by using the system. We assume to use this digital archive in a
elementary school of the regional community. The details and the subject of the approach are shown.
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１．はじめに
国内では，少子高齢化に伴い，人々が安心して生活
できる持続可能な社会の実現が大きな課題となってい
る．さらに，情報通信技術の発達は，人間の意思決定
に影響を与え，人々のライフスタイルや価値観を多様
なものへと変化させている．社会の在り方や人々の生
き方が急速に変化する中で，学生が将来，それぞれに
与えられた社会的役割を果たすためには，専門的な知
識 ， ICT （ Information	
  Communication	
  Technology ）
を活用できる能力，自立する人間力を身につけること
が不可欠である．そのため，多くの高等教育機関では，
この課題に対するアプローチの一つとして，プロジェ
クト型学習（Project-based	
 Learning）が採用されて
いる．この教育手法では，複数の学生による協調作業
を通じて，学生の主体的な学習が促されることにより，
プロジェクトに関わる知識，プロジェクトの運用に必
要なマネジメント能力，コミュニケーション力を身に
つけさせる[1]．	
 
本学では，ICTを活用して問題解決を行うことがで
きる人材を育成するために，地域社会と協力し実践的
なソフトウェア・コンテンツ開発をプロジェクト形式
で行う情報系プロジェクト教育を積極的に展開してい
る	
 [2,	
 3,	
 4]．幾つかテーマを設定し，その一つでは，
地元のNPO（Non-Profit	
 Organization）と連携し，運
用を意識した地域ポータルサイト向けWebシステム・
コンテンツの開発を試みてきた．学生にとって，社会
と接点を持って学習することにより，積極的に問題解
決に当たる姿勢が生まれ，情報系分野の学習に効果が
あることが確認できた．また，学習により開発された
システム・コンテンツを運用に対応できるものから順
に地域ポータルサイトに提供した．	
 
昨年度は，これまでの取り組みの経緯から，小学校
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やそれ以外の教育施設における総合学習・環境学習で
の利用を想定した，社会教育向けデジタルアーカイブ
システムの構築をテーマとするプロジェクト型学習を
行った．社会教育とは，学校以外での組織的な教育活
動を指し，図書館・博物館などの教育施設で提供され
る事業，婦人会・青年会などの事業，などがそれに当
たる．今回は，地元の水族館である千歳サケのふるさ
と館，千歳市立信濃小学校と連携して，北海道の全魚
類を対象としたデジタルアーカイブを構築した．本稿
においては，これらの取り組みの詳細および今後の課
題について報告する．	
 

２．本学における情報系プロジェクト教育
本学では，学部2・3年生を対象に，システム・コン
テンツの設計・開発を行うプロジェクト型学習を正規
科目および課外活動として積極的に行っている．プロ
ジェクト型学習では，学生は興味を持ったテーマのグ
ループに所属し，協調学習を行う．個々のテーマは，
教員と地域社会の団体・組織との間で決定される．学
習期間中，学生は，地域の担当者との打ち合わせを適
宜，行う．学習の最終週では，地域の担当者を交えて，
成果報告会を実施している．
本プロジェクト教育の実施に当たり，学科として，
情報系科目全般の見直しを行い，プログラミング科目
とプロジェクト型学習科目の連携を図っている[5]．こ
れにより，学生に対して，学習したプログラミング実
習の内容が社会でどのように活かされるのか，常に出
口を意識させた教育を実施している．講義・実習系科
目としては，2年生春学期に，プログラミングスキル
においてC言語によるプログラミング実習を行い文
法・論理的思考・アルゴリズム等を学習する．2年生
秋学期には，オブジェクト指向プログラミングにおい
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ーバ＆クライアント型モデルである．データベースの
構造を表すERD（Entity	
 Relation	
 Diagram）の一部を
図 1 に 示 す ． 本 シ ス テ ム は ， Java	
  Servlet コ ン テ ナ
Apache	
 Tomcat，Webアプリケーションフレームワーク
Apache	
 Click[11]，WebサーバApache	
 HTTPD，データ
ベ ー ス シ ス テ ム PostgreSQL[14] ， JPA （ Java	
 
Persistence	
 API）[12,	
 13]，JDBCドライバ，を用い
て構築された．内容型画像検索は，画像データの色彩
分析を行い，画像の特徴をベクトルデータとして表現
している．これにより，ベクトルの内積値から類似画
像を検索している．図2にデジタルアーカイブ構築用
データ登録フォームの画面，図3に書誌情報の閲覧ペ
ージの画面を示す．図4に例示画像による画像検索の
検索結果一覧の画面を示す．	
 
	
 

てJava言語によるプログラミング実習を実施し，継
承・Swing・イベント処理について学習する．3年生春
学期には，Webアプリケーション開発においてJavaサ
ーブレットについて学習する．また，プロジェクト科
目として，システムデザインプロジェクトBにおいて，
学習テーマに地域向け新しい情報システム・サービス
の提案を設定させ，グループによる議論とポスターに
よるプレゼンテーションを行う．3年生春学期のシス
テムデザインプロジェクトCと3年生秋学期のシステム
デザインプロジェクトDにおいて，地域のニーズに基
づいた情報システム・コンテンツの開発を行う．それ
ぞれ全科目週2コマ・全15週としている．表1に学部2,
3年生のプログラミング科目とプロジェクト科目の配
置について示す．さらに，正規科目以外に，課外活動
として幾つかの情報分野の学生プロジェクトがあり，
情報分野に興味のある学生は，積極的に参加している．
表1	
 プログラミング科目とプロジェクト科目	
 
春学期
秋学期
2
年
生

3
年
生

プログラミングスキ
ル（必修）
システムデザインプ
ロジェクトA（必修）
Web ア プ リ ケ ー シ ョ
ン開発（選択）
システムデザインプ
ロジェクトC（必修）

オブジェクト指向プ
ログラミング（必
修）
システムデザインプ
ロジェクトB（必修）

システムデザインプ
ロジェクトD（必修）

本報告の社会教育向けデジタルアーカイブシステム
の構築に関するプロジェクトは，学部3年生計6人，シ
ステムデザインプロジェクトCと秋学期の課外活動に
おいて実施された．教員は情報系分野の教授1名，助
教1名，TA（Teaching	
 Assistant）1名により，学生に
助言等与えながら，学習を進行させた．また，協力組
織の千歳サケのふるさと館，千歳市立信濃小学校から
は，それぞれ1名，担当者として参加した．

	
 
図1	
 デジタルアーカイブシステムのERDの一部	
 
	
 
北海道の全魚類図鑑[8]を参考に，約620匹の魚の詳
細情報を収録した．また，千歳サケのふるさと館から
の魚のコメントを入力できるようにした．魚類データ
ベースに登録した項目は次の12項目である．	
 
・	
  種番号	
 
・	
  観察魚の名前(日本語)	
 
・	
  観察魚の名前(英名)	
 	
 
・	
  観察魚の名前(学名)	
 	
 
・	
  観察魚の記号	
 
・	
  観察魚の形態	
 
・	
  観察魚の生態	
 
・	
  観察魚の分布	
 
・	
  観察魚の利用	
 
・	
  地方名	
 
・	
  観察魚の目名	
 
・	
  観察魚の科名	
 
	
 
	
 

３．プロジェクト型学習により開発したシステ
ム・コンテンツ
３．１	
  北海道の全魚類を対象とした社会教育向けデ
ジタルアーカイブシステム
特定分野のデジタルアーカイブを構築するために，
データ登録・編集・検索・閲覧を行うWebアプリケー
ションシステムおよびデータベースを構築した．本シ
ステムでは，データ登録・編集者は，Webブラウザを
用いて画像データとその画像の書誌情報を入力する．
入力された情報は検索可能な形式でデータベースに登
録される．データ検索者は，キーワードにより登録さ
れているデータを検索することができる．さらに，デ
ータ検索者は，１枚の画像データを問い合わせとして
入力することにより，内容型画像検索によりデータを
検索することができる．	
 
開発したデジタルアーカイブシステムのシステム構
成は，データベース接続を伴う一般的な三層構造のサ
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・	
 
・	
 
・	
 
・	
 
	
 

水質	
 
水温	
 
所感	
 
観察窓1〜7までに実測された推定の魚名（雄雌）	
 

	
 
図2	
 デジタルアーカイブ構築用データ登録フォーム	
 
	
 

	
 
図4	
 例示画像による画像検索の検索結果一覧	
 
	
 
３．２	
  千歳市立信濃小学校ホームページ

	
 
図3	
 書誌情報の閲覧ページ	
 
（ライセンスの都合上，画像部分をぼかし処理済）	
 
	
 
また，千歳サケのふるさと館では，館が開設されて
から毎日，観察窓から千歳川に生息する魚を観察し，
記録を行っている．このデータもデジタルアーカイブ
用のデータベースに登録し，北海道の全魚類のデータ
との関連づけを行った．これにより，千歳川に生息す
る魚の情報を全魚類データから引き出せるようにした．
千歳サケのふるさと館の観察窓データベースに登録し
た項目は次の6項目である．	
 
・	
  実測時間	
 
・	
  天気	
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図5	
 千歳市立信濃小学校ホームページ	
 
	
 
これまで，千歳市立信濃小学校のホームページは，
千歳市の行政ネットワークで管理されてきた．しかし，
公開できるデータサイズに制限がある，伝送速度が遅
い，サーバサイドでプログラムを実行できない，とい
った諸問題があり，構築したデジタルアーカイブシス
テムを小学校に導入できる状況ではなかった．そこで，
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ーブルをリバースエンジニアリングし，Java のエンテ
ィティクラスを生成する．
（5）Java エンティティクラスの永続化を行う DAO
（Data Access Object）クラスとそれを利用するコント
ローラクラスを生成する．
（6）Apache Click を継承したサーブレットと HTML
をコーディングする．
	
  支援がどの程度学生に効果をもたらしたか比較等に
より確認する必要がある．

日々の情報更新もやり易いようにするために，コンテ
ンツ管理システムを用いた千歳市立信濃小学校のホー
ムページを構築した．構築したホームページとデジタ
ルアーカイブシステムを地元のNPOが運営する地域ポ
ータルサイト「ハローちとせ」のホスティングサービ
スに移設した．移設により，デジタルアーカイブシス
テムとコンテンツ管理システムを一元的に管理できる
ようにした．なお，使用したコンテンツ管理システム
は，一昨年度，学生プロジェクトにより構築したシス
テムを利用した．	
 

５．まとめ
５．学生・協力組織・教員から見たプロジェク
ト型学習の効果と考察

大学での情報系プロジェクト教育を通じて，小学校
やそれ以外の教育施設における総合学習・環境学習で
の利用を想定した，社会教育向けデジタルアーカイブ
システムの構築を行った．今後はプロジェクト型学習
の効果についてより良い検証方法を検討する．
	
 

学生主体の情報システム・コンテンツ開発を行うプ
ロジェクト型学習の効果について，今回のプロジェク
ト型学習に参加した学生6名へのヒアリング結果を示
す．	
 
・	
  プロジェクトに参加して開発スキルが少し身に付
いた．
・	
  データベース設計からコード生成までの開発プロ
セスを自動化できることが勉強になった．	
 
・	
  地域社会と協力した取り組みを行ったことについ
て，就職活動の面接ときに話すことができ，人事
の人も興味を示した．	
 
・	
  画像処理に興味が出てきた．	
 
・	
  地域の人向けにマニュアルを作ることも大切だと
分かった．日本語が難しかった．	
 
・	
  開発期間が少ない．もっと時間が欲しい．	
 
	
  さらに，協力組織へのヒアリング結果を示す．
・	
  学生が短期間でこれだけのソフトを作ることがで
きるのはすごい．
・	
  記録しっぱなしだった観察窓のデータを活かした
新しい情報サービスが実現するとよい．
・	
  ホームページを作っていただいてありがとうござ
いました．	
 
	
  例年，ヒアリング調査を行っているが，昨年同様，
関係者から肯定的なヒアリング結果を得ることができ
た．しかし，本取り組みに参加している学生，地域の
担当者の数が少なく，あくまで定性的な評価しかでき
ていない．プロジェクト型学習の効果を客観的に示す
新たな指標を設定することが必要である．	
 
	
  一方，教員からプロジェクト型学習の効果を見た場
合，学習の効果を高めるために，学生が情報システ
ム・コンテンツを短期間で開発できるようにするため
の技術的な支援が欠かせない．今回は，Eclipse[9]，
AmaterasERD[10] ， Apache Click[11] ， JPA[12, 13] ，
PostgreSQL[14]などのフレームワークを組み合わせる
ことにより，開発期間の短縮を図った．コーディング
の手順は次の通りである．
（1）AmaterasERD により，表形式データの枠組みを
設計するために使われる ERD を描く．
（2）ERD からデータベースを生成するための DDL
（Data Description Language）を生成する．
（3）Eclipse 上からデータベースを生成する．
（4）Eclipse JPA ツールを使って，データベースのテ
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コミュニティ・ネットワークの応用による
レジリエンスを備えた日本社会の構築に向けて
Steps towards constructing a resilient social system in Japan
based on the concept of Community Network
2

天野 徹
Toru AMANO
明星大学人文学部 人間社会学科

Meisei University

Abstract After the Great East Japan Earthquake, disaster recovery assistance activities have been carried
out extensively than ever. But we lacked efficient and effective techniques and equipment to leverage the aid
for the disaster victims. Then lots of supplies for the victims resulted havoc in the disaster-affected
municipalities . Now, the administration and local governments have a policy not to accept any donated
goods from the private sector at least officially. But I think that is wrong.
In this paper, I discuss better logistics for disaster recovery assistance activities by stage of recovery. Then,
I present how to use the stockpiled supplies in local governments and donated goods from the private sector
efficiently and effectively, as well as present an overview of the information system to support the process
from the view-point of community network.
キーワード

社会情報, 論文集, 執筆要領, 日本語, English

１．問題設定
阪神大震災以後、大災害の発生時に、官の支援に加
えて民の支援、中でもボランティアやNPO、NGOによる
支援が、この日本でも盛んになされるようになってき
た。しかし、その活動団体は大小さまざまで、活動内
容も多岐にわたるたため、災害時に行われたすべての
活動を包括的にとらえることは難しい。そこで本報告
では、支援物資の調達や仕分け・保管・配送に関する
活動に限定して、考察することにしたい。
さて、高度情報ネットワーク社会の特性は、組織や
セクタの壁を超えた多元的・重層的なネットワークの
形成と、それを通した資源動員が可能になったことに
ある。平時における地域社会の問題解決行動やまちづ
くり活動においては、そうした性質を持つ活動はすで
に珍しくなくない。そして、東日本大震災の後に行わ
れた様々な支援活動の中にも、そうしたいわゆるコミ
ュニティ・ネットワーク(以下、CN)の特性を備えたも
のが多く認められる。
しかしながら、その内容をつぶさに、被災者の視点
に立って検討すれば、それらには改善の余地が多々あ
ることがわかる。そしてこのポイントこそ、災害大国
日本において、いつ発生するかわからない大災害に際
して、迅速・果敢、効果的・効率的に被災者支援を行
うことのできるシステムを構想し構築していく上で、
非常に重要な事柄といえる。
本論ではこのような立場から、東日本大震災の後の
各期間に行われた、物資関連の支援活動に注目し、
(天野、2005)で示されたCNの分析枠組みを用いて分類、
考察した上で、各々の活動の意義と可能性について検
討する。その上で、CNのコンセプトに基づいて、災害
大国日本をレジリエンスの高い社会にするための、構
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想を示す。最後に、そうした構想を実現する為の情報
システムの在り方について検討し、実証実験の試案を
提示することにしたい。

２．分析枠組みの設定
(1) コミュニティ・ネットワークの類型設定
さて、(天野、2005)は、CN の概念規定を行った後、
CN の分類枠組みとして四つの分類表を提案している。
支援物資関連の活動を分析する上では、物資調達の範
囲と物資配送上の方法論が大きなポイントとなると思
われることから、本報告ではこれらのうち、資源動員
の範囲と問題解決の性質に着目した第Ⅲ分類表を用い
ることにしたい。(天野、2005)によれば、この表から
導出される CN の四つの類型は、以下のような特性を
持っている。
a)狭域─効率型
問題の所在とその解決法が自明であり、地域の中に存
在することがあらかじめわかっている様々な資源を、
ネットワークによって結びつけることで、問題解決を
図るタイプ
b)狭域─創発型
問題の定義や解決法は未知であるが、地域の中で同
じような問題を抱えていると思われる人同士の自由な
つながりやコミュニケーションを通して、様々な集団
を形成し、グループでの活動やコミュニケーションの
過程で新たな意味や価値を発見・創造することによっ
て、問題発見・問題解決法の創造・問題解決を図ろう
とするタイプ
c)広域─効率型
既存の組織や制度を拡張し、広域の組織連携に基づ
く活動を行うことにより、問題解決を図るもの。広域

Ⅲ-3 地域情報（情報の共有）

─創発型に対して、機動力や柔軟性、多様性といった
面では劣るものの、システマチックな対応である点、
持続性・安定性を期待できるという点では、遥かに勝
る。
d)狭域─創発型
地域社会が直面する問題を、広域的な資源動員ネッ
トワークづくりを手探りで行いながら解決していこう
とするもの。ネットワーク形成やコミュニケーション
の過程で、新たな価値や問題が発見されたり、思いが
けない方向に活動が展開することも少なくない。
(2) 被災者支援の内容に関する時期区分
被災者支援の難しさは、発災直後の救助活動の時期
とから避難所の状態が安定する時期、そして支援体制
が確立し、インフラが回復するなど、様々な段階によ
って、求められる支援の内容が目まぐるしく変わるこ
とだ。東日本のある被災地における自治体の支援活動
の内容の変化をもとに、発災後の支援活動の時期を分
ければ、次のような時間枠組みの設定が可能であろう。
1)発災直後～72 時間の間
被災直後は、現地での火災の沈下やがれきの撤去、
要救助者の捜索と救助が至上命題となる。遺体の収容
と確認、行方不明者の捜索とともに、災害で行政機能
を喪った被災自治体における、治安維持活もまた、重
要な課題となる。被災者は避難所に出向いて備蓄物資
で生命を維持することになるが、今回のような大災害
では備蓄物資自体も多く失われており、各避難所への
緊急支援物資の配送もまた、大きな課題であった。
2)四日後～30 日後
避難所が開設され、被災者が収容されると、避難所
コミュニティの運営方法が課題となる。人間関係の濃
い村落地区の避難所と、それが希薄な都市部の避難所
では、運営方法が大きく異なる。一般的に都市部の方
が、避難所の運営は難しくなる傾向がある。さて、被
災状況が全国に知られるようになると、被災自治体に
は大量の義援物資が届けられ、職員が半減した自治体
はその対応に追われることになる。行政では被災者対
応と同時に、外部からの応援を得ながら機材やソフ
ト・ハード、そしてネットワークや電源の復旧と行政
機能の回復への努力が、始まることになる。
3)二か月目～三か月目まで
発災後二か月目になると、避難所も落ち着いてがれ
きの撤去も進み、宅配便業者などの協力を得て避難所
からの支援要請についての情報を定期的に収集する体
制も確立して、ロジスティックの体制が整ってくる。
電源・コンピュータ・ネットワークなどの環境が徐々
に回復し、他自治体からの応援を得ながら、行政業務
を再開すると、各種手続きや相談、証明書の発行に押
し寄せる市民への対応に、追われることになる。この
ころになると、住民の心の整理ができるようになり、
地震で壊された家屋・津波で流された家屋の撤去作業
が進むとともに、仮設住宅の紹介と申込みが始まる。
4)四か月目以降
仮設住宅の建設が進むと、徐々に入居者も決定され、
避難所からの移動が進む。避難所は次第にその役割を
終えて閉鎖され、被災者の生活は仮設住宅を中心とし

たものになるが、そこにはまた新たな問題が待ち構え
ている。被災地の問題の中心は、復旧・復興まちづく
りへと移行する。
4)四か月以降
仮設住宅の建設が進むと、徐々に入居者も決定され、
避難所からの移動が進む。避難所は次第にその役割を
終えて閉鎖され、被災者の生活は仮設住宅を中心とし
たものになるが、そこにはまた新たな問題が待ち構え
ている。但しこの期間のロジスティック上の課題は、
第三期と類似した性格を持つので、ここでは考察の対
象にしない。
2-3.CN 類型と時間枠組みから見えてくるもの
被災地支援の活動を、この二つの軸で分類して考察
することにより、東日本大震災における物資に関する
活動の特性が、明らかになる。また、その後行われて
いる物資面での防災計画のについて分析することで、
国や自治体にかけている発想・計画内容が理解できる
であろう。それらを単に分析だけに終わらせずに、次
の大災害が発生する前に我々がなすべきことをきちん
と構想し、綿密に計画し、着実に実行することが、求
められているものと考えられる。

３．事例と分析
東日本大震災の後、被災地のコミュニティを支援す
る活動には、CN 的な特性を持つものが多い。
(1) 広域─創発型
広域─創発型の活動としては、地域に限定されず被
災地をピンポイントで支援する広域 NGO である Civic
Force、Civic Force と連携して支援物資を送り出し
た静岡県袋井市、被災自治体を後方から支援する自治
体と共に、物資とボランティアの両面で被災地支援活
動を続けた遠野まごころネット、遠野市との連携を基
にまごころネットの支援を受けて被災者の支援活動を
行った釜石市、宮古市、大船渡市、陸前高田市、住田
町、大槌町、山田町、川井町(現・宮古市)などをあげ
ることができよう。また、全国に展開する 22 の地域
SNS が地域ごとに支援物資を募り被災地支援を成功さ
せた「村つきリレープロジェクト」は、中心を持たな
い分散型の問題解決として、高度情報社会における新
しい可能性を示すものである。
さて、こうした支援では充足されない個人レベルで
の細かい要望に対しピンポイントの支援を行うものと
して、「ふんばるぞ東日本」による物資支援がある。
これは、被災者からの要望と事情を電話で受けて HP
上で支払い代行をしてくれる支援者を募るもので、
数々の支援を成功させている。
(2) 広域─効率型
これに対し、行政や企業、研究機関が行った支援の
中には、広域─効率型 CN の特性を持った活動も多い。
被災自治体だけでなく、自衛隊・警察・消防そして地
元 NPO と連携しながら、発災直後から長期にわたる支
援活動を行った岩手県遠野市および、自らの被災経験
をもとに、発災直後から被災自治体に駆けつけ、ヒ
ト・モノ・ノウハウなどすべての面で支援を行った関
西広域連合加入自治体や新潟県、福井県は、その代表
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的な例といえよう。その他、杉並区など広域連携を基
に被災者受け入れや被災地支援を行った自治体は少な
くない。
阪神大震災の反省をもとに、災害支援に柔軟に対応
できるようになった自衛隊や警察・消防および、新し
く創設された緊急医療チームのシステムである D-MAT
も、広域からの資源動員による被災地支援という意味
では、CN の特性を備えているといえよう。特に自衛
隊には、発災直後の情報収集や支援物資の配送、被災
地で活動する NPO との情報共有と役割分担など、被災
者の立場に立ち、他の機関・団体と柔軟な役割分担と
コラボレーションを行う事例が散見されたが、これは
被災地支援の新しい可能性を拓くものといえる。
その他、防災科技研の行った情報システムの再構築
に関する支援、ソフトバンクや au、NTT や IBM による
情報環境の提供は、被災自治体・被災者たちの環境改
善に大いに貢献したし、それぞれのルートを介して思
い思いの地域で支援活動を展開する NPO の情報を HP
にまとめて公開したきたかみ震災復興ステーションな
ど、このタイプに分類されるべき活動も多い。
(3)狭域─創発型
地域や自治体内部における組織やセクタを超えた資
源の動員による問題解決は、支援側の自治体、支援さ
れる自治体の双方で、散見された。関西の自治体では、
発災と共に社会協議会がボランティアセンター(以下、
VC)を開設し、被災自治体からの要請に従って連携し
ている企業に物資の提供を依頼。ボランティアの協力
を得て VC で仕分けして、自治体に送る活動を継続的
に行っている。これは、遠隔自治体における狭域─創
発型の CN 活動と考えることができよう。同様の活動
は、後方支援自治体である遠野においては、さらに大
規模に、大きな広がりを持って行われている。
さらに後方支援自治体や被災自治体では、支援物資
の配布について、行政側は平等・公平の原則を守って
組織的に行い、NPO は個別の事情を考慮して効果的・
効率的に行うという、役割分担が見られた。遠野にお
ける行政と NPO の協働、石巻における自衛隊・行政・
社協・NPO の役割分担を通した協働などが、それにあ
たる。こうした支援活動は、それまでの縦割り型で相
互交流のない支援活動を脱し、被災者の需要により近
い形の支援を実現していくための、一つの方向性を示
しているものと考えてよいであろう。
(4) 狭域─効率型
さらに、様々な機関や組織の連携による支援活動の
効率化の動きもまた、被災自治体、支援自治体の双方
に見られた。たとえば、被災自治体の多くでは、全国
から寄せられる義援物資に対応するため、様々な宅配
便業者と連携してロジスティックの支援を受けている
が、物資の受け取りから仕分け・保管・集荷・出荷・
配送だけでなく、震災後喪われた雇用の確保という意
味でも、その効果は絶大であった。彼らとの協働によ
り、自治体職員は、ロジスティックの質のチェックを
安心して行えるようになり、継続的な被災者支援を安
定して行うことができたのである。
その他、被災自治体に派遣された支援自治体の職員
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の協力や様々な工夫、被災自治体の災害対策本部にお
ける被災者支援計画作成の支援や復興計画作成上の支
援、日赤などによる被災自治体でのボランティアセン
ター開設支援、地元大学のキャンパス開放による被災
者および行政機関の受入れなど、災害支援のために
様々な機関が、提供できるノウハウや人材、スペース
を提供し、それが現地における様々な問題解決に役立
てられたのである。

4.考察と提言
(1)各々の期間における支援活動についての考察
①発災後 72 時間以内
自衛隊・警察・消防・D-MAT などによる、人命救助
を目的とした救援活動が中心である。そのため、この
期間における支援物資の配送は例外的といえる。発災
後は被災地への車両の進入が制限されるため、一般的
には支援物資の配送ができないはずであるが、遠野市
は発災直後から支援物資の確保に動くとともに、発災
わずか 3 時間後に消防職員 3 人、救急車 1 台を釜石市
に派遣。14 時間後に、毛布、非常食、水と灯油を積
み込み、大槌町に消防職員を派遣している。その後
13 日には「東日本大震災後方支援活動本部」を設置。
同日には釜石市、14 日は大船渡市と越前高田市、16
日には山田町へも支援活動を広げるなど、迅速な対応
を行った。こうした支援を迅速に行うために、遠野市
では市内の備蓄物資を活用するとともに、発災直後か
ら支援物資の買い集めを行い、迅速かつ効率的な活動
ができるようにするための準備を行っていた。
その他、災害支援 NGO である Civic Force は、いち
早くヘリを飛ばして現地の被災状況を確認。静岡県袋
井市からの物資提供を受け、様々な自治体に支援を申
し入れていたが、気仙沼市から支援の受け入れを許可
されたことを機に、支援活動を開始している。被災直
後に迅速な対応ができるのは、日ごろから備蓄物資を
管理している行政だけといわれるが、公平・平等の原
則に縛られた自治体自身は、十分な被災情報が集まら
なければ動けない。その点、連携する NGO を通して支
援を行えば、迅速かつ効果的・効率的な支援が可能と
なる。そうした意図を持っての事前連携が、発災時に
大きな成果を生んだといえる。惜しむらくは、東日本
大震災の被災自治体との事前連携がなかったため、受
け入れ側の自治体から理解を得るまでに時間がかかり、
そのため初期の支援活動に遅延が発生したと思われる
ことである。
②4 日目～30 日目
被災状況が徐々に判明し、被災地域に至る道路の通
行が可能になると、マスコミやジャーナリストが「虫
食い」的に現地に入り込んで取材活動を行い、被災地
の窮状についての報道合戦が始まる。支援物資の配送
ルートが整備されると、被災自治体には大量の義援物
資が集まるってくる。その際に被災自治体が直面した
のは、膨大な物資の受け取り・管理であり、被災者の
需要とのマッチングであった。被災自治体には、大量
の物資を捌くためのロジスティックのノウハウも、
個々の避難所に被災者が何人いて何を必要としている
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かについての情報も、存在しなかったからである。当
時の彼らにとって、この時点では新聞だけが、支援物
資に関する唯一の情報源だった。
インターネット上のマッチングサイトや、Facebook、
twitter などは、あるにはあった。しかし、それを使
うノウハウを持っている人はわずかだった。さらに、
通信回線が途絶していたうえに、停電が続いていた。
殆どの被災者にとって、自前の備蓄と、地元自治体か
ら届けられる支援物資が、全てだった。釜石市ではそ
のような中、行政職員と自衛隊が、定期的に食料を配
布して回っていた。避難者たちの状態が正確につかめ
ず、しかも時々刻々と変化する状況には、事前に想定
したシステムでは対応できず、ロジスティックのシス
テムを組みなおす必要があった。
③二か月目～三か月目
宅急便業者がロジスティック支援を行うようになる
と、事態は劇的に改善する。業者は自らのノウハウを
活用して受け入れ時間を設定し、入荷した物資を品目
に基づき仕分け、物資の種類ごとに適切な保管庫を設
定して保管し、避難所から寄せられた要請リストに基
づいて集荷・配送するロジスティック・システムを作
り上げた。こうして、平等・公平の原則に基づいて配
布する自治体と、個々の被災者の事情を考えて効果
的・効率的に配布する NPO・NGO の、補完的活動が作
られていく。
しかしこの頃になると、キッチンカーなどにより突
発的な炊き出しが発生したり、市の側に物資が大量に
送り込まれたり、マスコミ報道による誤解から行政の
システムに対しての疑いがもたれて、避難所に直接物
が送り付けられたりする。個人間、業者間の支援も活
発化し、被災自治体の中の避難所間で格差が拡大。こ
れへの対応が、非常に大きな課題となった。
④四か月目以後
仮設住宅の建設と入居者の決定が進む。避難所の人
数が日々変動するとともに、インフラの回復と共に被
災者の要求も大きく変化し、かつ、多様化していくの
で、これへの対応が重要な課題となる。
※紙数の制約のため、今回の報告では、第四期は考察
の対象としない
(2)災害大国日本のレジリエンスを高めるために
東日本大震災における支援物資の調達・配送で生じ
た問題の特徴は、大略次のようにまとめることができ
るだろう。すなわち、①72 時間の段階で、被災地の
ために備蓄物資を放出して支援する自治体が、少なか
ったこと。②支援物資を送る側に、物資内容の表記法
も含めて、被災自治体での効率的な作業を可能とする
ためのノウハウが存在しなかったこと、③被災自治体
には、膨大な支援物資・義援物資を捌くノウハウも、
それら全てを補完するためのスペースも、存在しなか
ったこと。④避難所の状態が変化し、時が経過すると
ともに刻々と変化する被災者の需要に応じて、支援物
資を効果的・効率的に配布するための、情報が不足し
ていたこと。⑤行政を介さない支援、民民の支援が盛
んになるにつれ、避難所間の格差が拡大していったこ
と、である。

こうした問題をすべて完璧に解決することは不可能
だが、(a)72 時間以内に、日本全国の自治体が備蓄し
ている物資を、迅速かつ柔軟に被災地支援に活用でき
る仕組みをつくること。(b1)支援物資を送る側と受け
取る側で、荷物の内容物の表示を統一するための、標
準化されたタグと表記法に関する情報を共有すること。
(b2)個人単位の義援物資は被災自治体に直接送るので
はなく、遠隔自治体や後方支援自治体でいったん受け
て仕分け・保管し、被災自治体・後方支援自治体の要
請に応じて発送するシステムを整備すること。(c)市
町村単位で、宅急便業者との間で災害時のロジスティ
ック支援に関する協定を結んでおくこと、(d)支援物
資の配送について、少なくとも、公平・平等を原則と
する行政ルートと、効果的・効率的な支援を可能とす
る NPO・NGO ルート、および、ピア・ツー・ピアでピ
ンポイントの支援を可能とするルートを確保しておき、
これらが相補的に機能するようなデザインを行うこと。
(e)高度情報化社会においては情報を発信するところ
としないところで支援内容に大きな違いが発生するこ
と、ライフスタイルが多様化した今日の災害支援に第
二次世界大戦直後のような「結果の平等」を求めるこ
とは時代遅れであることを、被災者の方々に理解して
もらうこと、等の対策を講じることで、事態は劇的に
改善されるものと考えられよう。

5.まとめと展望
本論で考察した事例と、それに基づく被災者支援の
デザインを支える情報システムの構築及び自治体と
NPO・NGO の協力を得た実証実験を、計画しています。
この実験が成果を上げ、このシステムに参加する自治
体、NPO・NGO が増えていけば、日本の災害支援シス
テムは、①内閣府を頂点とした垂直型の支援システム、
②自治体間での迅速で柔軟な資源動員を可能にする水
平型の支援システム、③被災者の個性と状況に応じた
柔軟な支援を可能にする NPO・NGO のネットワーク、
④個々の被災者の需要に個別の支援者からの支援で応
じるピンポイントな支援システム、の三層プラスワン
の資源動員ルートが構築され、相互補完的に機能する
ことになる。
それぞれの資源動員ルートを、それぞれの特性を活
かすような形で支援し、異なるレイヤーの支援活動の
相乗作用が生まれるような形で支援していくためのシ
ステムの在り方・情報支援のあり方・マネージメント
の在り方について、今後とも考察を進めていきたい。
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地方自治体におけるオープンデータ公開の現状と課題
〜

自治体オープンデータ項目一覧表からの考察

〜

The problem of open data by Local government.
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Abstract The aim of this paper is to examine create an open data item list of advanced local government and
considered these issues order to promote open data published widely in local government.As a result, to
discuss the propulsion of open data, it became clear that Cooperative work at local government and citizens,
NPO , distribution is required.
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１．はじめに
2013 年 6 月 14 日，政府の「世界最先端ＩＴ国家創
造宣言」が閣議決定された．本宣言では，目指すべき
社会・姿を実現するための取組として，オープンデー
タの活用の推進が筆頭にあげられている(高度情報通
信ネットワーク社会推進戦略本部，2013）．同時に閣
議決定された「世界最先端 IT 国家創造宣言 工程表」
では，公共データの民間開放（オープンデータ）の推
進について，2013 年度にデータカタログサイトの試行
版を立ち上げ，2014 年度から本格運用し，2015 年度
末には，他の先進国と同水準の公開内容を実現するこ
とが目標とされている．
オープンデータとは，政府，自治体，公共機関等が
保有する大量の情報を公開し，インターネットを通じ
て誰もが無料でアクセスしてダウンロードして利用で
き，自由に再利用・再配布することができるデータの
ことである(Open Knowledge Foundation Japan，2013）．
さらに 2013 年 6 月 18 日に英国・北アイルランド，
ロックアーンで開かれた主要 8 カ国（G8）首脳会議が
採択した首脳宣言では，各国首脳が「オープンデータ
憲章」に合意したことが盛り込まれている．この「オ
ープンデータ憲章」では(1)プライバシーは守った上で
原則としてデータをオープンにする．(2)質と量を確保
する．(3)誰でも利用可能にする．(4) データ収集や基
準，公開プロセスの透明化等，ガバナンスの改善を目
指す．(5)技術革新や将来の技術者の育成を目指す．と
いった内容となっている(外務省，2013）．これに基
づき，今後，日本では先進国としての責務として，オ
ープンデータ推進を進めていかなければならない．
オープンデータとして公開されるデータはマシンリ
ーダブルで変更可能な様々なフォーマットに対応する
使いやすい方法で提供され，他のデータとの組み合わ
せも許可される形となる．主にクリエイティブ・コモ
ンズ・ライセンス（CC ライセンス）により，データ
は原作者のクレジットを表示，もしくは，同じ条件で
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配布することを守れば，原則，改変や非営利目的や教
育目的での利用に限ることなく，営利目的の二次利用
も許可される形態となる(クリエイティブ・コモン
ズ・ジャパン，2012）．
オープンデータの提供を通じて，政府・行政の透明
性の向上を図るとともに，市民の政治への参画を促し，
さらには，オープンデータの活用による民間事業者の
参入により，付加価値をつけたデータコンテンツが提
供され経済の活性化につなげていくことが重要となる．
このオープンデータによる経済効果は，2012 年で
5,139 億円に上ると試算されている．さらには，市民
生活の向上や行政の効率化につながることが期待され
ている(経済産業省，2012）．
このオープンデータに関する研究は，緒に就いたば
かりであり，既往研究は未だ少ない．庄司(2012)は，
国内外先進事例に基づき，オープンデータを具体的に
進めるために，ポータルサイトの作成やアプリ開発コ
ンテスト等の開発イベントの実施，仲介者・中間支援
組織の活動，評価の可視化の必要性を指摘している．
また，仁木(2012)は，オープンデータの取り組みで先
行する各国の現状を明らかにし，日本における必要な
取り組みを指摘している．さらに，生貝(2013)は，欧
米では，図書館，博物館，美術館の所蔵物をデジタル
アーカイブ化する文化芸術デジタルアーカイブによる
オープンデータ公開が大きな流れとなっていることを
指摘した上で，文化芸術デジタルアーカイブのオープ
ンデータ化の障壁である EU 孤児作品指令型の著作権
法改正を行うべき点を指摘している．
このような，国の取り組みや既往研究に先行して，
先進的な地方自治体では，オープンデータが実際に公
開され，その活用が進められつつある．一般社団法人
日本経済団体連合会による「公共データの産業利用に
関する調査結果」においても，利用したい公共データ
の保有機関では地方自治体が最も多く，オープンデー
タへの期待が最も高いのは，地方自治体の情報である
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ことが示されている(一般社団法人 日本経済団体連合
会，2013)．
しかし，この地方自治体において先進的に公開され
ているオープンデータ項目を一覧表に整理した上で，
その傾向を考察し，他の地方自治体がオープンデータ
公開を進めていくための課題について考察した研究は
未だない．そこで，本研究では，オープンデータにつ
いての国と地方自治体，民間を動きをふまえた上で，
日本における先進地方自治体のオープンデータ事例の
現状を自治体オープンデータ項目一覧表に整理し，他
の地方自治体がオープンデータ公開を進めていくため
の課題について考察する．

表1

①
国
民
の
政
策
決
定
へ
の
参
加
促
進

２．オープンデータの取り組み
日本におけるオープンデータへの政府の取り組みは，
①「国民の政策決定への参加促進」，②「行政情報の
公開・提供」の両輪からなる国のオープンガバメント
推進施策の②に該当する．これまでの国，地方自治体
と民間団体による日本におけるオープンガバメント推
進への取り組みを示したものが表 1 である．
① 「国民の政策決定への参加促進」
本取組は，2009 年度より各省庁で始まった．2009
年 10 月 14 日の経済産業省「電子経済産業省アイディ
アボックス」を始めとして，内閣府「ハトミミ.com
『国民の声』」，経済産業省「経済産業省アイディア
ボックス」，文部科学省「政策創造エンジン 熟議カケ
アイ」等，各省庁が ICT 技術を通じて，直接，国民か
らの意見を聞く取り組みを始めた．これに続いて，
2010 年 5 月 11 日に高度情報通信ネットワーク社会推
進戦略本部（IT 戦略本部）で公表された「新たな情報
通信技術戦略」で，「オープンガバメント等の確立」
が明記されている．
② 「行政情報の公開・提供」
本取組である国のオープンデータに関する主要な決
定は，2011 年 8 月 3 日にＩＴ戦略本部において，電子
行政推進に関する基本方針のおける新たな情報通信技
術戦略 工程表（改訂案）に「電子行政オープンデータ
戦略」を策定することが明記されたことに始まる．
その後，IT 戦略本部は 2012 年 7 月 4 日に「電子行
政オープンデータ戦略」を策定し，同戦略に基づき公
共データ活用の推進と環境整備を実施することを公表
した．その「電子行政オープンデータ戦略」工程表で
は，2012 年，2013 年においてオープンデータについ
て，総務省，経済産業省，内閣府にて取り組む内容が
明示された．
2012 年 7 月 31 日には，電子行政オープンデータ戦
略をはじめ公共データの民間開放や利活用の取り組み
方針が示された「日本再生戦略」が閣議決定された．
これに基づき，2012 年 8 月 30 日に経済産業省の「Ｉ
Ｔ融合フォーラム 公共データワーキンググループ」で
は，公共データ開放に必要なルール設定やインセンテ
ィブ付与等を，実際に経済産業省が保有するデータの
開放を通じて検討を行い，得られたノウハウを各府省
と共有することで政府全体のオープンデータ戦略の推
進に協力していくことを目的として，経済活性化の促

主体

内容

2009年10月14日

経済産業省

「電子経済産業省アイディアボックス」開始

2010年1月18日

内閣府

「ハトミミ.com『国民の声』」開始

2010年2月23日

経済産業省

「経済産業省アイディアボックス」開始

2010年4月17日

文部科学省

「政策創造エンジン 熟議カケアイ」開始

2010年5月11日

「新たな情報通信技術戦略」を公表し「オープ
ＩＴ戦略本部
ンガバメント等の確立」を明記

2010年6月22日

観光庁・経済
産業省

「休暇分散化アイディアボックス」開始

2010年7月29日

経済産業省

「オープンガバメントラボ」開始

2010年9月24日

内閣府行政
刷新会議

「国民の声アイディアボックス」開始

2010年12月24日

一般社団法人「オープンストリートマップ・ファウンデーショ
ン・ジャパン」（略称OSMJP）設立

2011年8月3日

IT戦略本部

「電子行政推進に関する基本方針」における
新たな情報通信技術戦略 工程表（改訂案）」
に「電子行政オープンデータ戦略」の策定が
明記

2012年1月30日

鯖江市

トイレ情報等を二次利用可能なXMLで公開

2012年7月26日

国土地理院 新しい「電子国土Webシステムサービス」開始

2012年7月1日

「Open Knowledge Foundation Japan」（略称OKFJ）設立

2012年7月4日
2012年7月27日
2012年7月31日
2012年8月1日
②
行
政
情
報
の
公
開
・
提
供

オープンガバメント取組一覧表

日時

IT戦略本部

「電子行政オープンデータ戦略」決定

「オープンデータ流通推進コンソーシアム」設立
内閣府

「日本再生戦略」を閣議決定

「オープンデータ革新協議会（略称ODIC）」設立

2012年8月30日

経済産業省

「ＩＴ融合フォーラム 公共データワーキンググ
ループ」検討開始

2012年9月27日

会津若松市

人口などの統計データや公共施設マップなど
の所在データなどのオープンデータ公開

2012年11月7日

「横浜オープンデータソリューション発展委員会」設立

2012年11月30日

内閣府

2012年12月15日
2013年1月11日

「日本再生加速プログラム（閣議決定）」公表

IT戦略本部 「電子行政オープンデータ実務者会議」開始
内閣府

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」閣議
決定

2013年1月25日

武雄市，千
「ビッグデータ・オープンデータ活用推進協議
葉市，奈良
会（仮称）」設置発表
市，福岡市

2013年1月28日

経済産業省

「Open DATA METI」公開

2013年2月1日

内閣官房，
総務省，経
済産業省

「オープンデータアイディアボックス」公開

2013年2月23日

OKFJ

「International Open Data Day」開催

2013年6月14日

IT戦略本部

「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」閣議決定
「世界最先端ＩＴ国家創造宣言 工程表」公表

2013年6月18日

G8首脳会議

「オープンデータ憲章」に合意
※網掛けは民間活動を示す

進を図る「DATA METI 構想」の実現に向けた検討が
進められた．
注目すべきは，国の 2012 年 7 月 4 日「電子行政オ
ープンデータ戦略」決定に先立って，2010 年 12 月 24
日に，民間で一般社団法人「オープンストリートマッ
プ・ファウンデーション・ジャパン」（略称
OSMJP）が設立されている点である．OSMJP は自由
に利用でき，自由に編集できる地理空間情報に関する
オープンデータを作成する共同作業プロジェクトであ

212

Ⅲ-4 電子政府/電子自治体

表2
自治体

オープンデータ項目
市内公園等のトイレ情報
鯖江百景の位置情報等

福井県
鯖江市

5つ
位置
公開形
星評
座標
式
価
XML,RDF

XML,RDF

4
4

有
有

災害時の避難所の位置情
報

XML,RDF

4

有

市内のＡＥＤ情報

XML

4

有

避難所、一時避難所

XML

4

有

鯖江市の施設

XML

4

有

市内のwifiの設置場所

XML

4

有

さばえ検定１００問

XML

4

-

人口、気温

XML

4

-

さばかん情報

XML

4

-

公式ホームページのＲＳＳ

XML

4

-

市内のwifiの設置場所

XML

4

有

市営駐車場情報

XML

4

有

議員名簿

XML

4

-

鯖江市文化財

XML

4

-

西山動物園の動物

XML

4

-

ツツジバスのバス停

XML

4

有

提案型市民主役募集事業
一覧

XML

4

つつじバス位置情報

JSON

4

古地図データ

JPG

1

さばえ街なかぶらりＭＡＰ

JPG

1

道路工事情報

XML

4

自治体

オープンデータ項目

位
5つ
公開形
置
星評
式
座
価
標

自治体

オープンデータ項目

位
5つ
公開形
置
星評
式
座
価
標

AED設置場所

EXCEL,CSV,
RDF

4 有

平成24年度横浜市予算
【部局別主要事業明細】

EXCEL,CSV,
RDF

4 -

避難場所等

EXCEL,CSV,
RDF

4 有

土砂災害ハザードマップ

PDF

1 -

災害用井戸

EXCEL,CSV,
RDF

4 有

横浜市統計書 第1章 土地
及び気象

EXCEL

2 -

EXCEL,CSV

3 有

横浜市統計書 第2章 人口

EXCEL

2 -

EXCEL

2 -

EXCEL

2 -

EXCEL

2 -

EXCEL

2 -

EXCEL

2 -

EXCEL

2 -

EXCEL

2 -

EXCEL

2 -

EXCEL

2 -

EXCEL

2 -

EXCEL

2 -

EXCEL

2 -

EXCEL

2 -

EXCEL

2 -

EXCEL

2 -

EXCEL

2 -

公共施設所在地（コミュニ
ティ施設）
公共施設所在地（生活関連
施設）
公共施設所在地（保健施
設）
公共施設所在地（福祉施
設）
公共施設所在地（子育て施
設）
公共施設所在地（教育施
設）
公共施設所在地（青少年施
設）
赤ちゃんほっとスペース
（授乳・おむつ替えスペー
ス）
公共施設所在地（勤労者施
設）
公共施設所在地（環境・清
掃施設）

EXCEL,CSV

3 有

EXCEL,CSV

3 有

EXCEL,CSV

3 有

EXCEL,CSV

3 有

EXCEL,CSV

3 有

EXCEL,CSV

3 有

EXCEL,CSV

3 有

EXCEL,CSV

3 有

EXCEL,CSV

3 有

ごみの収集曜日

EXCEL,CSV

3 -

ごみの分別・処分方法

EXCEL,CSV

3 -

公共施設所在地（スポーツ
施設）
公共施設所在地（文化施
設）

EXCEL,CSV

3 有

横浜市統計書 第3章 事業
所
横浜市統計書 第4章 農林
業及び漁業
横浜市統計書 第5章 工業
横浜市統計書 第6章 商業
及びサービス業
横浜市統計書 第7章 金融
及び保険
横浜市統計書 第8章 貿易
及び港湾
横浜市統計書 第9章 道
神奈川 路、運輸及び通信
県
横浜市 横浜市統計書 第10章 建物
及び住宅
横浜市統計書 第11章 電
気・ガス及び上下水道
横浜市統計書 第12章 物価
及び家計
横浜市統計書 第13章 労働
横浜市統計書 第14章 社会
福祉
横浜市統計書 第15章 衛生
及び環境
横浜市統計書 第16章 教育
および文化
横浜市統計書 第17章 司法
及び治安
横浜市統計書 第18章 市民
経済計算及び産業連関表

EXCEL,CSV

3 有

-

埼玉県
公共施設所在地（公園）
流山市

EXCEL,CSV

3 有

有

公共施設利用可能種目

EXCEL,CSV

3 -

-

野外活動用貸出備品

EXCEL,CSV

3 -

-

文化財

EXCEL,CSV

3 -

横浜市統計書 第19章 財政

EXCEL

2 -

有

流山100か所めぐり

EXCEL,CSV,
RDF

4 -

横浜市統計書 第20章 選
挙、議会及び市職員

EXCEL

2 -

農産物直売所

XML,RDF

4

有

年齢別の人口推移

XML,RDF

4

-

ごみの収集日

XML,RDF

4

-

さばえブランド大使

XML,RDF

4

-

観光施設

CSV

3

有

文化・芸術施設

CSV

3

有

生涯学習施設

CSV

3

有

公共施設

CSV

3

有

出張所

CSV

3

有

児童館

CSV

3

有

スポーツ施設

CSV

3

有

石川県
福祉・健康施設
金沢市

自治体オープンデータ項目一覧表

桜の名所

EXCEL,CSV

3 -

公共施設マップ

フィルムコミッション（CM編）

EXCEL,CSV

3 -

スポーツ施設

EXCEL,CSV

3 -

観光施設

EXCEL,CSV

3 -

公園

EXCEL,CSV

3 -

EXCEL,CSV,
RDF

4 有

EXCEL,CSV

3 有

自転車関連施設

EXCEL,CSV

3 有

障害者施設

EXCEL,CSV,
RDF

4 有

文化施設
防災施設

フィルムコミッション（ドラマ
編）
フィルムコミッション（映画
編）
フィルムコミッション（その他
編）
駐輪場（自転車駐車場）
公共施設所在地（消防・防
災施設）
公共施設所在地（水道施
設）
公共施設所在地（全ての施
設）
公共施設所在地（市役所・
出張所）

EXCEL,CSV

3 有

部署の所在地・連絡先

EXCEL,CSV

3 4 有

CSV

3

有

公共施設Wi-Fi設置場所

EXCEL,CSV,
RDF

産業施設

CSV

3

有

字（あざ）・郵便番号

EXCEL,CSV

3 -

学校施設

CSV

3

有

XML

4 有

公園施設

CSV

3

有

XML

4 -

駐車場・駐輪場施設

CSV

3

有

XML

4 有

ふらっとバス

CSV

3

有

津波避難場所

XML

4 有

レンタサイクルまちのり

CSV

3

有

津波ハザードマップ

XML

4 有

避難所

CSV

3

有

歩こっさ！さかい ＩＴ歩数計
取込装置設置場所
歩こっさ！さかい おすすめ
ウォーキングマップ
福井県
坂井市 避難所

※5つ星評価は，複数の公開形式がある場合，最も高次な公開形式で評価している．
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千葉県
千葉市

高齢者施設
市立病院

福島県 年齢別人口
会津若
松市 町・大字別人口
福井県 のっティ、のんキーバス停
野々市
市 災害時避難所

PDF,ODF,CS
V,RDF
,LOD
PDF,ODF,CS
V,RDF
,LOD
PDF,ODF,CS
V,RDF
,LOD
PDF,ODF,CS
V,RDF
,LOD
PDF,ODF,CS
V,RDF
,LOD
PDF,ODF,CS
V,RDF
,LOD
PDF,ODF,CS
V,RDF
,LOD
PDF,ODF,CS
V,RDF
,LOD
PDF,ODF,CS
V,RDF
,LOD
PDF,ODF,CS
V,RDF
,LOD
PDF,ODF,CS
V,RDF
,LOD
PDF,ODF,CS
V,RDF
,LOD

5 有
5 有
5 有
5 有
5 有
5 有
5 有
5 有
5 有
5 有
5 5 -

CSV

3 有

CSV

3 有
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コミュニティを支えるための実務や各種契約，イベン
ト運営といった後方支援を行うための組織である．
同様に 2012 年 7 月 4 日以前の，2012 年 1 月 30 日に
福井県鯖江市が「データシティ鯖江」として，トイレ
情報等をオープンデータとして二次利用可能な XML
での公開を開始している．鯖江市は，市内のトイレ情
報や観光情報，避難所情報等を XML 形式で提供して
おり，それらを活用したアプリケーションを続々と公
開しており，オープンデータ利用の代表的事例となっ
ている．
2012 年 7 月 4 日「電子行政オープンデータ戦略」決
定後，民間ではオープンデータを促進する任意団体と
して，オープンデータ分野の世界的な NPO である
「オープン・ナレッジ・ファウンデーション日本支
部」（OKFJ）が 2012 年 7 月 1 日に設立された．また，
2012 年 7 月 27 日に産官学が共同でオープンデータ流
通環境の実現に向けた基盤整備の推進，公共情報や民
間情報も含む様々なデータのオープン化や共有化を進
め，分野横断的なデータ連携を推進し，公共サービス
の向上や透明性向上，企業活動の効率化，新たなサー
ビスやビジネスの創出等を進めていくための仕組みづ
くりを行う「オープンデータ流通推進コンソーシア
ム」が設立されている．また，2012 年 8 月 1 日にも，
「オープンデータ革新協議会」（ODIC）設立されて
いる．
特に OKFJ は，2013 年 2 月 23 日に世界的なアイデ
ア ソ ン ／ ハ ッ カ ソ ン イ ベ ン ト で あ る 「 International
Open Data Day 2013」の日本における開催を組織し，
国内 8 都市（青森，会津若松，千葉，東京，横浜，名
古屋・東海，鯖江，福岡）でのオープンデータ関連イ
ベントの開催を実現している．
しかし，この国の推進方針に比較して，先進的に取
り組んでいる地方自治体以外の地方自治体では，行政
情報のオープンデータ公開に対する意識は未だ低いの
が現状である．

３．自治体オープンデータ一覧表と課題
2013 年 6 月 20 日現在で地方自治体がインターネッ
トを通じて公開している自治体オープンデータ項目一
覧表が表 2 である．オープンデータ公開を行なってい
る市町村は，福井県鯖江市，福井県坂井市，福井県
野々市市，石川県金沢市，千葉県千葉市，埼玉県流山
市，神奈川県横浜市，福島県会津若松市の 8 市である．
公開されているオープンデータ項目は全 117 項目であ
る．これらのデータ項目は，それぞれの市ホームペー
ジ上で公式に公開されているものを集約している．
(1) 位置座標値の付与作業
この自治体オープンデータ項目一覧表をみてみると，
特徴的な点として第１にあげられるのが，オープンデ
ータの多くが，地方自治体の施設情報であり，その施
設位置を示す緯度経度の位置座標値を付けて公開され
ている点である．これは日本の地方自治体において，
最も最初にオープンデータとして公開された事例であ
る福井県鯖江市の市内公園等のトイレ情報が位置座標
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値を付けて公開され，「トイレこんしぇる」アプリケ
ーションソフトウェア(図 1)での活用事例が大きく取
り上げられたことに起因すると考えられる．
その結果，鯖江市でのオープンデータ公開以降，地
方自治体が公開するオープンデータとは，位置座標値
を付与した施設情報のことであるいう誤った認識がさ
れているように感じられる．そのため，鯖江市以降に
オープンデータ公開を始めた地方自治体では，施設名
称や利用人数等の施設情報に，位置座標値を付与した
上でオープンデータとして公開している．オープンデ
ータ項目一覧表の全 117 項目のうち，66 項目 56.4%)に
位置座標値が付与されている．
オープンデータとして多く公開されている施設情報
は，日常的には表計算ソフトウェア等で整備・管理・
更新されており，位置座標値は管理されていないと思
われる．例外的に，統合型地理情報システムで管理し
ている場合には，位置座標値も地理空間情報として管
理されている．しかし，統合型地理情報システムを既
に導入済みの市町村は，2013 年 4 月 1 日現在で，1742
市町村のうち未だ 718 市町村(41.2%)である(総務省，
2012)．そのため，オープンデータとして施設位置座
標値を公開している市町村の多くは，位置座標値を別
途に取得し，そのデータ項目を整備した上で，公開し
ていると思われる．これにより，オープンデータ公開
に際して，施設位置座標値を取得・付与する業務が，
新たに地方自治体内部で発生していることが懸念され
る．
より広くの地方自治体でオープンデータ公開を進め
ていくためには，日常的に管理している行政情報をそ
のままオープンデータとして公開し，位置座標値の付
与作業は，データを利用する側の民間団体等が整備す
るような仕組みづくりが必要であると思われる．
(2) 高次なデータ形式への変換作業
オープンデータの評価指標には，5 つ星評価スキー
ムが提案されている(リンクト・オープン・データ・
イニシアティブ,2013)．これは，オープンデータのデ
ータフォーマットを二次利用の可能性の高さで評価す
る指標である(図 2)．表 2 自治体オープンデータ項目
一覧表では，各地方自治体のオープンデータ項目を 5
つ星評価スキームで評価している．それによると，特
徴的な第 2 点として，先進的自治体のデータフォーマ
ットは，得点がむしろ高すぎるように思われる．
例えば、千葉県千葉市，福島県会津若松市は，最も
評価の高い 5 つ星の LOD(Linked Open Data)形式で公開
している．LOD とは，機械処理が容易な形式でのデー
タ記述の仕方，データ間のリンク方法，そして，デー
タの公開方法などを RDF 形式にて定義した上で，Web
の技術を利用して，計算機が処理しやすい形式で情報
を共有し、他のデータへのリンクが可能な形式である
福井県鯖江市や福井県坂井市は，ほとんどのデータ
をオープンに利用できる形式である 4 つ星の RDF,XM
L 形式で公開している(図 3)．RDF(Resource Description
Framework),XML(Extensible Markup Language)形式は，
情報についての情報であるメタデータを記述している
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ため，コンピュータが扱う情報の分類や検索などの自
動化・効率化を図ることができる．
石川県金沢市や埼玉県流山市は，ほとんどのデータ
を 3 つ星の CSV 形式で公開している．CSV(Comma
Separated Values)形式とは，データをカンマで区切って
並べたファイル形式である．行政情報が表計算ソフト
ウェアで管理されているのであれば，一般的な
Microsoft 社の EXCEL 形式や CSV 形式で公開されるの
が一般的であると思われる．5 つ星の LOD，4 つ星の
RDF,XML 形式にするためには，別途の処理を要する
ことになる．位置座標値の付与作業と同様，高次なデ
ータ形式への変換作業が，新たに地方自治体内部で発
生していることが懸念される．
そのため，行政からは日常的に管理している表計算
ソフトウェアから，CSV 形式でのデータエクスポート
によるオープンデータ公開に止めておいて，LOD，
RDF，XML へのデータ加工は，データを利用する側
の民間団体等が整備するような仕組みづくりが必要で
ある．
(3) 統計情報の公開推進
第 3 にあげられるのが，横浜市が横浜市統計書をオ
ープンデータ公開のために別途加工せずに，EXCEL
形式のままで素直にオープンデータ公開している点で
ある．
市町村では，国勢調査等の実施や住民基本台帳の人
口や統計書等の市独自統計を業務として担当する人員
が存在ている．統計書は紙媒体での発行が中心であっ
たが，近年は市のホームページ上で閲覧可能な市町村
が多い．しかし，これらの情報を二次利用してもらう
という視点はこれまでなかったため，PDF 形式で公開
されている事例が多い．
住民基本台帳の人口や統計書等，市がすでに紙媒体
等で公開している情報は，オープンデータ公開のため
の追加作業を必要としない．これらの情報をオープン
データの位置づけとし，二次利用可能な CSV 形式等
で公開することが，地方自治体がオープンデータ公開
に広く取り組むために，最も手軽でかつ有効な方法で
ある．
(4) 文化施設情報の公開推進
第 4 にあげられるのが，地方自治体の図書館，博物
館，美術館等の文化施設が保有する情報のオープンデ
ータ公開事例が見受けられないことである．
生貝(2013)が指摘するように，日本の文化施設所蔵
物のデジタルアーカイブ化は，緒に就いたばかりであ
る．そのため，これらのオープンデータ公開は現時点
でむずかしいであろう．しかし，文化施設では企画展
示等の図録情報等，紙媒体で既に公開している行政情
報が多く存在する．これらの情報も，既に紙媒体で公
開済みであるため，オープンデータとしての位置づけ
を加えるだけでよい．地方自治体がオープンデータ公
開に広く取り組むための有効な方法である．
(5)地図プラットフォームの議論

図1

「トイレこんしぇる」アプリ画面

★(1つ星)：データをオープンライセンスでど
のような形式でもWeb 上に公開（例：PDF）
★★(2つ星)：コンピュータで編集可能な形式
で公開（例：EXCEL）
★★★(3つ星)：オープンに利用できる形式で
公開（例：CSV）
★ ★ ★ ★ (4 つ 星 ) ： Web 標 準 の 形 式 で 公 開
（例：RDF,XML）
★★★★★(5つ星)：他のデータへのリンクが
可能な形式で公開（例：LOD(RDFによるLinked
Open Data)）
図2

オープンデータの 5 つ星評価スキーム

地方自治体が公開するオープンデータの活用事例で
は，オープンデータの位置座標値を Google マップ API
によるアプリケーションソフトウェアにて利用してい
ることが多い．しかし，Google マップは，民間営利企
業が営利活動の下に，Web 上で地図を提供しているも
のであり，その利用規約に従わなければならない．例
えば，利用回数の少ない個人では，2013 年 6 月 20 日
時点，無料で利用することができるが，営利活動や１
日 25,000 回以上 API 利用する場合は有償となる．また，
今後、すべての地図提供サービスが有償化されること
や地図提供サービス自体がなくなることも考えられる．
しかし，Web 地図提供サービスは，Google マップだ
けではない．例えば，地理空間情報に関するオープン
データとして，ボランティアにより作成するオープン
ストリートマップ（略称 OSM）の Web 地図上にオー
プンデータの施設情報等を展開利用することも可能で
ある．また，国土地理院も，電子国土 Web システム
の API を公開している．電子国土 Web では，国土地
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ープンガバメントの両輪のもう１つである①「国民の
政策決定への参加促進」への取り組みについても，調
査し，その課題を考察していくことも必要である．こ
のような課題を明らかにしていくことで，オープンデ
ータは，より多くの地方自治体において推進されるこ
とになる．その結果，①国民の政策決定への参加や②
行政情報の公開・提供が，さらに促進されることとな
るであろう．
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１．はじめに
2013 年の第 183 回通常国会において、公職選挙法
の改正案が成立し、選挙期間中の候補者によるインタ
ーネット利用の道が開かれた。従来は、選挙期間中に
配布などが制限されていた文書図画に Web サイトも
該当するとされ、例えば選挙期間中に候補者が自身の
Web サイトを更新することが制限されていたところ、
その制限が緩和されたのである。この法改正により、
選挙期間中に支持拡大のために候補者がメールを送信
することも可能となるなど、選挙活動における ICT
の利活用の幅が広がったとも言える。一方で、従来か
ら選挙期間外であれば行えていたことが選挙期間中も
出来るようになっただけであるという見方も可能であ
る。
この法改正では、選挙に立候補している候補者の側
については選挙期間中の ICT の利活用の道が開かれ
た一方で、候補者を議会に送り出す側の有権者につい
ては、選挙期間中の ICT の利活用に制限が加えられ
たままであり、特定の候補者を応援するために有権者
が選挙期間中にネット上で何らかの活動を行うと、そ
れが公職選挙法違反とされる可能性が残されたままで
ある。情報社会の進展を背景として、社会生活全般で
ICT の利活用が広がる中で、政治参加という局面にお
いては ICT の利活用が進まず、公職選挙法の改正を
通じても明らかなように、場合によっては ICT の利
用が違法と見做されることすらあるのである。
本研究は、ICT の利活用が進んでいない政治参加の
側面について、その現行制度に焦点を当てる。政治参
加につき、どのような制度が既に保障されているかを
確認し、その制度について、ICT の利活用を進める可
能性について検討するのである。
選挙期間中のインターネット利用の道が開かれた法
改正に見られるように、国会議員の意志により、法律
を改正にすることによって、ICT の利活用を進めるこ
とは可能である。今後も、社会情勢の変化次第では、
現行制度に内在する課題を克服するために、ICT の利
活用を拡張するかたちでの法改正がなされる可能性あ
る。本研究は、その改正へ備えた政策的な提言のため
の素地を形成することをその目的とする。

217

本研究では、既に政治参加と ICT の利活用の関係
について論じた本田[2010]を振り返ることで、研究の
背景を確認する。続いて、現行制度の課題を明らかに
し、その課題の克服のために ICT が如何に活用され
得るのかを論じる。そして、最後の本研究のまとめと
今後の課題を示したい。

２．研究の背景
本田[2010]は、政治参加として制度的に保障されて
いる方途として、選挙・直接請求・請願や陳情・議会
報告会参加の四つをあげて、それぞれについて ICT
の利活用の可能性を論じている。
政治参加の第一の具体的な方途は選挙である。選挙
を介して、議会を構成する議員あるいは行政執行機関
の長を選出するのである。この方途は選挙権と被選挙
権という形で法的に保障されており、選挙権を有する
者が選挙において投票を行い、被選挙権を有する者の
うち立候補手続を行った者が選挙において首長や議員
として選ばれることになる。選挙期間中の活動におけ
るインターネットの利用をめぐる議論は、主に立候補
をした者が選挙期間中の運動において ICT をいかに
利活用するのかという観点に焦点を当てた議論であり、
選挙全般における ICT の利活用についての議論では
ない。
第二の方途は、議会に対する直接請求である。この
直接請求には、条例の制定改廃、議会の解散、議員な
どの公職者の解職の理由に基づくものがある。これら
については、主に自治体における政治参加の方途であ
る。
第三の方途として、陳情や請願という方途がある。
請願は紹介議員を得ることで、市民が議会に対して、
何らかの要望などを行うものであり、法的に保障され
た政治参加の方途である。これは、国会と地方議会と
いずれの議会に対しても行うことが出来る。一方で、
陳情は法的には保障されていないものの、各地の議会
などで行うことが認められている政治参加の方途であ
り、議会に対して市民が要望などを行うものである。
この他に第四の方途として、各地方議会で独自に議
会基本条例などを制定することで保障される一般会議
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や議会説明会の開催とそれらへの参加があげられる。
以上の四つの方途以外にも、例えば特定に政治家を
何らかの方法で支援したり、デモに参加するなどして
意見表明を行ったりするなどの政治参加の方途も想定
され得る。ただし、本研究では、それらの方途につい
ては、以上にあげた四つの方途と間接的に連関するも
のと考え、法律や条例で明確に規定される四つの方途
について検討することで、ICT の利用による政治参加
の拡充について検討することとしたい1。

３．現状の確認
（１）選挙
代議制民主主義を採用している国にあっては、選挙
が重要な政治参加の方途となる。議員として決められ
た任期が経過すると、あるいは、議会の解散や解職が
なされると、新たな議員を選出するための選挙が行わ
れる。
国民には、一定の年齢を越えると選挙権と被選挙権
が与えられる。選挙が実施されることになると、被選
挙権を持つ者から立候補者が出て、その候補者から選
挙権を持つ者が投票により議員や首長を選ぶ。選挙の
過程を示すと、以下のようになる。
①選挙が実施される事由の発生
②公示(国政選挙)・告示(地方選挙)による選挙の開
始2
③選挙期間
④投開票による結果の確定

改善としては更なる改良が必要とされる4。
②の段階については、本田[2012]で論じられたとこ
ろであるが、現行制度上は、立候補する者には紙ベー
スでの手続を行うことが求められている。選挙期間中
に候補者が展開する各種の活動についても、それぞれ
に関係する機関への届出が必要とされる。具体的には、
国政選挙の場合は、選挙事務所の設置・異動(廃止)届
出、選挙運動用通常葉書の交付と差出し、選挙運動用
ビラの届出同ビラ証紙交付申請、新聞広告の掲載申請、
経歴放送の申込み、公営施設を使用する個人演説会の
開催申出、選挙公報の掲載申請、出納責任者選任(異
動)届出、報酬を支給する者の届出、開票立会人の届
出、選挙立会人の届出、選挙運動用自動車に関する公
費負担関係などの手続を行わなければならないのであ
る。その各手続において、必要書類を揃えて提出する
必要がある。
④の段階については、既に地方選挙であれば、条例
を定めることで、電子的な手段による投開票が可能と
され、実際に 10 を超える事例が日本でも積み重ねら
れている。日本では、投票所で電子的な手段を用いて
投票を行うことが可能となっているが、世界的に見れ
ばエストニアなどでは、遠隔地からのインターネット
を利用した投票も可能となっている5。
社会生活全般において ICT の利活用が広まってい
るなか、ここまで見てきたように、選挙を構成する過
程における ICT の利活用は必ずしも進んでいない。
（２）直接請求
直接請求は、地方自治法第 12 条や 13 条などで規定
され、条例の制定改廃、議会の解散、議員などの公職
者の解職など理由に基づくものがある 6。直接請求に
あっては、以下の過程を経ることになっている。

第 183 回通常国会の法改正でインターネットの利用
が解禁されたのは、以上の一連の過程のうち③の部分
についてである。選挙期間が始まる前の段階は議員な
どにとっては日常活動とされる期間であり、その期間
についてはこれまでもインターネットの利用に制限は
なかった。日々の活動を Web サイトで宣伝したり、
メールを用いて支持者の拡大を図ったりすることも可
能であったのである、法改正前までは、公示・告示以
降、インターネットなどを活用した活動が制限される
という構造であった。ただし、①の前の段階では、議
員が選挙活動を行うことが許されておらず、そのよう
な活動を行うことは事前運動にあたるとされ、公職選
挙法違反とされている3。
選挙期間中の選挙運動でのインターネット利用解禁
については法改正が実現したが、立候補手続や投開票
における ICT の利活用までは国会では議論されるに
至らなかった。候補者による選挙運動においてインタ
ーネットが利用出来るようになれば、有権者が候補者
に関する情報を得やすくなり、それが投票率の向上に
もつながるとする議論もあるが、有権者側の情報発信
などには制限も残っており、政治参加の拡大のための

直接請求を行うためには、法律で定められた一定数
の署名を集める必要がある。直接請求をしようと思い
立った者や集団は、代表者を立てて、首長に対して代
表者証明書の交付を申請する必要がある。これが上記
の①の段階である。この証明書の交付を受けてから、
都道府県では二箇月以内、市町村では一箇月以内しか
署名を集められない旨が地方自治法施行令に定められ
ている。
署名集めは、署名簿に署名及び押印を求めるかたち
で行われる。そして、署名簿は選挙管理委員会に提出
することとされ、提出を受けた選挙管理委員会は署名

1

4

日本を含めた世界中でのデモをめぐる新たな状況につき、
五野井[2012]を参照した。
2 国政選挙であっても、補欠選挙については「告示」である。
3選挙にかかわる各種の手続等については、選挙制度研究会
(編)[2012・2013]を参照した。

①直接請求を行う代表者の届出
②署名の収集と提出
③署名の証明
④本請求
⑤議会での審議／住民投票

詳しくは、西田[2013]を参照した。
エストニアの事例については、前田・内田[2008]を参照し
た。
6 事務監査請求や合併協議会設置請求のための直接請求もあ
る。
5
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の有効性を審査し、署名の証明を行う。これが上記の
②から③の段階であり、この証明を受けた後、④の段
階である直接請求の本請求が対象機関に対して行われ
ることになる。
本請求を受けて、条例の制定改廃であれば、議会で
審議が行われる。また、議会の解散や議員などの解職
であれば、住民投票が行われることになる。住民投票
の結果、過半数の賛成があれば、議会の解散や公職者
の解職が実現することになる。
（３）請願
議会に対して何らかの要望を行う方途として請願と
陳情がある。請願については、憲法第 16 条に定めが
ある。その条文は以下のとおりである。
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令
又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関
し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる
請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
地方自治法第 124 条にでは、以下のように規定され
ている。
普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、
議員の紹介により請願書を提出しなければならない。
請願は紹介議員を得ることで、市民が議会に対して、
何らかの要望などを行うものであり、対して陳情は議
員の紹介を必要としない。この紹介議員の必要性の有
無により、議会によって、その対応が分かれることも
あり、請願はそれを受けた議会で審査されることにな
るが、陳情の場合は議長が預かるのみという扱いをす
る議会が存在する 7。2006 年に議会基本条例を全国に
先駆けて制定し、地方議会改革の先駆例として知られ
る北海道栗山町議会では、請願と陳情を町民からの精
算提案として位置付けて重要視し、提案者が議会で意
見を述べることまで保障している(栗山町議会基本条
例第 4 条第４項)。
国会に対しても請願はなされており 8、例えば衆議
院の Web サイトには、その一覧が掲載されている9。
それを仔細に見ると、特定の政党の議員による紹介の
請願が多く、特定の政党や団体がこの請願を利用する
に留まっているのが現状と言えそうである。多くの国
民にとっては請願や陳情は選挙などに比べると縁遠い
ものかもしれないが、制度としてその存在が保障され
た政治参加の方途である。
（４）議会報告会
前段でも言及したが、2006 年に北海道栗山町議会

7

詳しくは、本田[2010]を参照のこと。
国会は陳情も受け付けているが、議長が必要と認めたもの
を委員会に送付するという処理がなされるだけである。
9 以下で閲覧が可能である(最終アクセス 2013 年 6 月 30 日)
衆議院 Web サイト：
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_seigan.htm
8

が議会の役割などを規定する議会基本条例を制定した。
その条例制定の契機になったのが議会報告会である。
議会基本条例の制定自体は、300 を超える議会に広ま
り、議会報告会の実施も合わせて全国の地方議会で広
がっている。
議会報告会は、全議員が班を編成して各地域に赴き、
そこで議会での審議の経過や結果を説明した後、会場
参加者から意見や要望を聞き、それに対して議会とし
て応答するものである。栗山町議会の場合は、この議
会報告会で出された参加者からの意見などについて、
その対応状況についても、議会の Web サイトや議会
広報紙で公開している。
議員個人が自らの支持者などに向けて活動報告会を
実施することは従来から行われてきたものと考えられ
るが、そのような会は法律や条例で規定されたもので
はなく、開催は議員などの任意である。対して、栗山
町議会による議会報告会は条例で実施が規定されてお
り、なおかつ、誰でも参加することが可能である。
中尾[2013]でも指摘されるように、議会報告会は地
方議会における広報広聴機能を担う。ここまでに論じ
てきた選挙や直接請求、請願や陳情は、情報の流れで
見ると有権者から議会や議員への一方的な方向が主で
あるが、議会報告会ではそれが双方向である。

４．ICTの利活用の可能性
（１）選挙
選挙は、有権者が自らの代理人を選ぶ仕組みである。
しかし、候補者が主人公のごとく扱われ、候補者が選
挙において何をなすことが出来るのかということが議
論され、制度化されてきたことは、第 183 回通常国会
における公職選挙法の改正からも窺える。有権者が選
挙期間中に行えることにも制限が課され、ICT の活用
もままならないというのが日本の現状である。
アメリカにおける選挙戦については、2008 年の大
統領選に勝利したオバマの登場で大きな変革が起きた
とされる。オバマは、民主党の予備選の段階でヒラリ
ー候補に対して劣勢とされていた。しかし、オバマは
Web サイト等を積極的に活用して、政治献金集めを
行い、SNS などのソーシャルメディアを活用するこ
とで選挙戦の有利に進め、それが予備選や本戦での勝
利につながったとされている10。
オバマの成功をオバマの側から見ると、候補者の選
挙運動において如何に ICT を利活用すべきであるの
かという点に目が行き、こえは日本における公職選挙
法の改正における議論のあり方とも軌を一にする。し
かし、オバマの当選の要因のひとつには、有権者の側
がオバマを当選させるために ICT を最大限に利用し
たことがあげられる11。自らが適任と思う代理人を如
何に議会へと送り出すのか、あるいは国のトップに据
えるのか。その視点から選挙を捉え、その過程での
ICT 利活用について考える必要がある。
さらに付言するのであれば、多くの国民には被選挙
権も付与されているのであり、選挙権の行使だけでは
10
11
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オバマによる選挙運動については、前嶋[2011]を参照した。
この点につき、Towner and Dulio[2010]を参照した。
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なく、被選挙権の行使の場面についても改善の余地が
あり、再考が迫られている。例えば、立候補手続の電
子化により、立候補を容易にしたり、選挙運動中の届
出についても電子化により簡素化を実現したりするこ
とが想定される 12。インターネット選挙の解禁直後の
最初の国政選挙であるということで、2013 年 7 月施
行の参議院議員選挙は注目されるところであるが、候
補者が選挙においてどのように ICT を利活用したか
という点に留まらず、選挙過程全般での ICT の利活
用について検討していくという視点から、その選挙に
ついても観察していく必要がある。
（２）直接請求
2011 年の福島での原発事故を契機として、改めて
原発関連施設の立地などにかかわり、住民投票を行お
うという動きが各地で見られるようになった。静岡県
の事例のように、議会での否決を経て、住民投票が実
施される事態には至らないこともある。それでも、江
藤[2013]が論じるように常設型の住民投票条例の制定
が今後も広がるものと予想される。そして、そのよう
な条例の制定を求める直接請求も各地で提起されるこ
とが予想される。
直接請求自体の実現数は多くない13。直接請求を行
うためには、数千から数万という単位での署名を集め
る必要があり、それが一つの障壁となっているものと
考えられる。実際に直接請求という政治参加の方途を
利用するのか否かは別としても、それが使いやすいも
のにしておくべきであるという点については争いがな
いものと考えられる。
直接請求における ICT の利活用の可能性について
は、本田[2010]でも提起されるように、特に署名集め
と証明の段階について検討の余地があるだろう。署名
については、選挙管理委員会による確認作業が行われ
るが、署名収集の部分について電子的な手段の利用を
可とし、例えば公的個人認証を活用したり、今後導入
が決定されている「共通番号」を活用するなどすれば、
直接請求につきまとう手続の面倒さが軽減され得る。
（３）請願
請願や陳情も多くの国民にとっては縁遠いものであ
ると考えられる。それでも、栗山町議会に見られるよ
うに、それらを政策提言と捉え、重要視されるという
潮流も見られる。一度議員を選挙で選出したら、それ
で終わりということにせず、普段から有権者が政治参
加をする方途として請願や陳情を活用することを考え
ていく必要がある。
中井[2012]では、イギリスの議会における電子請願
の導入が紹介されている。かように、諸外国では既に
請願に関して ICT を利活用する取り組みが進められ
ている。選挙運動において、候補者が有権者に電子的
な手段を用いて呼びかけを行うことが許容されるので
あれば、有権者の側から電子的な手段を用いて、請願
12 立候補手続の電子化については、本田[2012]で検討済み
である。
13 『第 55 次地方自治月報』を参照した。

を議員に呼び掛けるということも想定され得るだろう。
（４）議会報告会
議会報告会については、実際に議員と市民が向かい
合って意見を交換すること自体に意義が見出されるも
のと考えられる。一方で、その様子だけを閲覧したい
という市民も存在するだろう。既に、日本の場合、国
会及び地方議会の多くで、議会のインターネット中継
が行われている。それらの映像については、録画され
たものも閲覧可能である。議会報告会の映像について
も、リアルタイムでの配信や録画映像の公開などが今
後検討されるものと考えられる。

５．おわりに
本研究では、政治参加の方途について、現行制度を
確認した上で、その改善方法について ICT を利活用
する可能性について論じた。
本研究のひとつの契機となった第 183 回通常国会に
おける公職選挙法の改正による選挙期間中のインター
ネット利用の解禁のように、既存の制度と ICT の利活
用の関係については不断に見直しが図れていく。今後
も、それらの動向に配慮しながら、あるべき ICT の利
活用のあり方について検討していくことが本研究に残
された課題である。
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オープンガバメント時代の地方自治体のコア・コンピタンスの情報化
Local governments’ core competence information systems in the Open Gov.
○吉田 博一
Hirokazu YOSHIDA
大阪府,摂南大学

Osaka Prefectural Government, Setsunan University

Abstract The Open Governmennt movement is becoming even Japan. For example, the residents and
companies create applications to improve the convenience of the residents by The Open Data held by the
Government. Governments shoud develop and maintenance only core competence Information system. But
core competence change in the Open Gov. This paper shows the goal of local governments’ core competence
information systems in the Open Gov.
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はじめに

行政が保有するデータを公開し、企業や個人がアプ
リケーションを作成し、住民の利便性を向上させるオ
ープンガバメントの導入が日本でも進みつつある。ま
た、災害時等には、企業・個人のビッグデータの活用
も必要とされている。国では、自治体クラウドの推進
を図り、これまで個別自治体ごとで開発・運用してき
た情報システムが、サービスを利用する方向に進みつ
つある。このような状況の中で、地方自治体の情報化
の在り方を考察する。
民間企業においても、クラウドの利用は広がってお
り、IT Japan Award(日経ITPRO)で表彰されている「東
京証券取引所の新株式売買システム「arrowhead」」や
「プロセス改革とSOAに基づいた新基幹系システム--オムロン」等のように、自社の強みを生かしたシステ
ムが構築されている。
このように自社の強みであり他社と差別化するコ
ア・コンピタンス（core competence：企業活動におい
て経営戦略上の競争力につながる他社がまねできない
スキルや技術、サービス等）となる情報システムは自
前で開発・運用し、それ以外の業務はクラウド等を活
用して、提供されるサービスを利用する場合が多い。
本論文では、民間企業のコア・コンピタンスとなる
情報システムから、地方自治体が開発・運用すべき情
報システムを導出し、オープンガバメントに対応の可
否について、論ずる。

２

民間企業のコア・コンピンス情報システム

２．１ コア・コンピタンスとは
Porter(1985)は、競争優位性は、その企業が属する産
業特性に適合した戦略を選択し、実行することで生み
出され、いったん確立した競争優位性は、参入障壁を
構築し、獲得した収益を参入障壁に再投資し続けるこ
とで、潜在的競争者の参入を遅らせ、長期的に競争優
位性を持続することが可能であると主張した。
しかし、多角化を展開する企業が異業種から参入す

221

ること等により、業種内での参入障壁は崩壊しつつあ
る。また、企業間での技術的格差の縮小や画期的な製
品もすぐに模倣されるなどの状況を受け、外部環境重
視の戦略論から内部資源重視の経営資源ベース論の戦
略論が提唱された。
Barney(1991)は、経営資源の異質性・非移動性とい
う特性が伴えば、企業は持続的競争優位性を構築でき
るとした。
資源と市場との連動性をより意識して議論したのが、
Hamel & Prahalad(1994)である。Hamelらは、他社には
真似できない中核的能力であるコア・コンピタンス
(core competence)を提唱した。コア・コンピタンスと
は、顧客に特定の利益をもたらすスキルや技術の集合
である。会社の成長と競争を決定する重要な原動力の
ため、会社を挙げて支援・育成こそが企業存続のカギ
となるとし、コア・コンピタンスの条件を①顧客に認
知される価値を高めること、②競合他社との違いを出
すこと、③新製品市場に参入できるような企業力を広
げるものの3点を挙げ、その例としてホンダのエンジ
ン技術、ソニーの小型化技術、シャープの薄型ディス
プレイ技術などを挙げた。
ここでの技術とは、個別のテクノロジや特定の製品
やサービスを包括する概念であり、コア・コンピタン
スは一見かけ離れたように見える事業の集まりをつな
ぎ合わせる結合材で、管理職がある事業から得られる
洞察力や経験を、他の事業にも展開できるようにする
共通語であるとしている。
コア・コンピタンスを基盤に多角化を進めるとリス
クは小さくなるし、投資も減り、優れた実践例を事業
部間で動かす機会も増えることから、コア・コンピタ
ンスに経営資源を集中し、その他の分野について外部
資源を活用するアウトソーシングを行うことが多い。
２．２ コア・コンピタンス情報システムとは
前項で述べたコア・コンピタンスには、ホンダのエ
ンジン技術などの技術そのものから、フェデラル・エ
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クスプレスのパッケージの所在追跡、デルコンピュー
タの顧客ニーズに応じて製品を供給する「デル・モデ
ル」やトヨタ自動車の「看板システム」に代表される
生産プロセスなど、情報システムそのものがコア・コ
ンピタンスとなるケースも増えてきている。
このようなコア・コンピタンスとなる情報システム
を、コア・コンピタンス情報システムと定義する。
国内におけるコア・コンピタンス情報システムの代
表的な事例としては、松井証券の「ネットストック」
が挙げられる。この情報システムは、店舗や営業マン
を廃止し、国内初のオンライン取引サービスを実現す
るもので、1998年に独自開発され、現在でも、売上上
位に入っている。この情報システムをコア・コンピタ
ンスの条件別に分析すると、次のとおりとなる(楠
木,2012)。
条件①「顧客に認知される価値を高めること」
口座管理料は無料で、手数料を大幅に抑えることや
リアルタイムの株価の動きを自宅や外出先で把握でき、
株価チャートや証券アナリストの株価リポートも簡単
に入手でき、株式投資の参考資料として利用できるこ
となど顧客の利便性を高めている。
条件②「競合他社との違いを出すこと」
前項で述べたサービスのほか、店舗や営業マンを廃
止し、インターネット専業化をいち早く成し遂げた全
社的取り組みであった。
条件③「新製品市場に参入できるような企業力を広
げるもの」
ネット証券として様々な商品を開発している。

めの費用負担は各々の地方自治体により異なる。たと
えば、夕張市のように財政が破綻すれば、住民サービ
スが低下し、住民数も減ることになる。このため、各
自治体は、住民が増加し、税収も増加するような、よ
り住みやすいサービスの提供や働きやすい環境の整備
を行う必要がある。
このため、医療・福祉の充実、文化・教育環境の整
備、観光や産業集積等地域資産を生かした、すなわち、
地域の強みを生かし、他の自治体にない魅力作りのた
めの競争を行っていると位置づけられる。

このほかにも、コア・コンピタンス情報システムと
して次のシステムがあげられる。これは、日経コンピ
ュータが行っている優秀なIT利活用事例を表彰するIT
Japan Award(日経ITPro)のグランプリを受賞したもの
で、次の表１の5システムであるが、同様に①～③の
条件を満たしている。

条件②

表１
年
2007
2008
2009
2010
2011

IT Japan Awardグランプリ受賞のシステム

グランプリ受賞のシステム内容
セブン・イレブンの情報システム「第6次総合情報シ
ステム」
松下電器産業の「グローバル財務プラットフォーム
の構築」
三菱東京UFJ 銀行の「システム本格統合（Day2）プ
ロジェクト」
東京証券取引所の新株式売買システム「arrowhead」
プロセス改革とSOAに基づいた新基幹系システム--オムロン

３ 地方自治体のコア・コンピタンス情報システム
３．１ 民間企業と地方自治体の競争とは
前章では、民間企業のコア・コンピタンスについて
述べたが、民間企業は、自社の利益を追求する経営戦
略上、競争が必要となるが、地方自治体は、全国同一
の住民サービスを提供すべきで、競争よりも、同一の
システムに統一すべきであるという考え方もある。
しかし、地方自治体は住民登録など全国均一的な業
務を担う役割もあるが、住民サービスの内容やそのた

３．２ 地方自治体のコア・コンピタンスの条件
地方自治体においても、民間企業と同様に、情報シ
ステムそのものがコア・コンピタンスとなるコア・コ
ンピタンス情報システムが存在するか、その内容につ
いて、考察する。
前章で述べたコア・コンピタンスを地方自治体向け
に再定義する。まず、コア・コンピタンスの定義であ
るが、他社には真似できない中核的能力の「他社」を
「他の自治体」と言いかえる。同様に、条件①～②も、
同様に言い換えると表２のとおりとなる。アンダーラ
インの部分が民間企業との違いとなる。
表２ 民間企業と地方自治体のコア・コンピタンスの条件
定義
条件①

条件③

民間企業

地方自治体

他社には真似できない

他の地方自治体には真

中核的能力

似できない中核的能力

顧客に認知される価値

住民の求めるものを生

を高めること

み出すこと

競合他社との違いを出

他の地方自治体との違

すこと

いを出すこと

新製品市場に参入でき

当該地方自治体の他の

るような企業力を広げ

分野や他の地方自治体

るもの

でも利用可能なこと

ここで条件③について、民間企業では、コア・コン
ピタンスを「新製品市場に参入できるような企業力を
広げる」としているが、地方自治体の場合は、ある部
署で構築した仕組みをその地方自治体の中での活用す
ることに加え、他の地方自治体の同様の業務への活用
することも想定した。
例えば、前者の場合、ある部署で構築したＧＩＳの
仕組みを他の部署でも利用して住民サービスを向上す
ることになる。後者の場合、そのＧＩＳの仕組み自身
を他の地方自治体に移行して活用するものである。
いずれの場合でも、システム構築のノウハウは当該
自治体に存在し、その地方自治体の強みとなるもので
ある。
３．３ ステークホルダーとしての住民の分類
前節で民間企業における顧客を地方自治体において
は、住民と読み替えた。しかし、地方自治法にいう住
民の概念は、区域内に住所を有する者を言い、個人や
法人等も含めたものとなっている。吉田(2010)は、住
民を民間企業における顧客、株主に対応するステーク
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ステムをオープン環境で稼動するようコンバートし、
コストを抑え、地元業者へ発注し、情報産業の振興
を行った。この住民はサービスを提供する立場(C)
である。

ホルダーとし、住民の様々な立場での利害関係は、次
の表３のように分類した。
従って、コア・コンピタンスの条件における住民も
この3つの分類に従って、考慮するものとする。
表3
住民の利害関係
公共サービスの提
供を受ける立場(A)
公共サービスの適
正な執行を監視す
る立場(B)
公共サービスを行
政に代わって提供
する立場(C)

表４ コア・コンピタンス情報システムの該当例

住民の分類

概 要 ・ 要 望
道路、橋、公園等社会基盤の整備による利
益を享受する
居住する地域を整備してほしい
納税者として税金が無駄な事業に使われ
ていないかチェックしたい
安価で発注され税金の無駄遣いはないか
チェックしたい
社会基盤整備を地元企業へ発注してほし
い
高値で受注したい

３．４ コア・コンピタンス情報システム
３．２の地方自治体のコア・コンピタンスの条件を
元に、実際の情報システムに該当するものを抽出する。
実際の情報システムについては、総務省所管の財団法
人地方自治情報センター(LASDEC)が電子自治体ベス
トプラクティスとして紹介する 2006 年から 2010 年ま
での 125 事例(補注１)を元に、分析する。
125 事例について、表２の地方自治体のコア・コン
ピタンスの 3 条件である条件①「住民の求めるものを
生み出すこと」、条件②「他の地方自治体との違いを
出すこと」、条件③「当該地方自治体の他の分野や他
の地方自治体でも利用可能なこと」に該当するものを
抽出する。
この結果、地方自治体のコア・コンピタンス情報シ
ステムに該当する事例は、次の9事例が抽出され、コ
ア・コンピタンスの3条件の内容と併せて、表４に示
す。
この9事例について、コア・コンピタンスの3条件に
どの様に該当しているかを分析する。また、住民の利
害関係からも分析する。
条件①「住民の求めるものを生み出すこと」
・住民のコミュニティ
岩 手 県 紫 波 町 Web ポ ー タ ル 、 福 井 県 敦 賀 市
CATV 局、熊本県八代市地域 SNS のように、住民の
コミュニティの場として、活用されている。
・防災
兵庫県西宮市、三重県鈴鹿市では、災害時に備
え住民の安全安心を守る仕組みを構築している。
・行政サービスの充実
福岡県粕屋町、富山県南砺市では、従来型の行
政サービスをＩＴというツールを用いて総合的なサ
ービスとして充実させている。これまでの 3 分野に
おける住民はサービス提供を受ける立場(A)である。
・産業振興
徳島県上勝町では、基幹となる産業の受発注業
務を支えている。
高知県では、汎用機のシステムをリホスト（ス
トレートコンバージョンによるオープン COBOL へ
の変換）する手法を開発し、県の既存のホスト系シ
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自
治
体
名
高
知
県

福
岡
県
粕
屋
町
兵
庫
県
西
宮
市
岩
手
県
紫
波
町
福
井
県
敦
賀
市

徳
島
県
上
勝
町
三
重
県
鈴
鹿
市
富
山
県
南
砺
市
熊
本
県
八
代
市

内 容
コア・コンピタンスの条件
① ～ ③
ストレートコンバージョンで時代を超えて県民資産を活用
① システム移行方法に特許取得し、行政事務の効率化と産
業振興
② 職員の取り組みと地元企業の支援
③ 他の地方自治体の利用と利用料の収入
住民サービスの本質を追及した「インテリジェント型総合窓
口」
① 住民に必要な手続きや利用できるサービスをシステムが
窓口職員に知らせ手続きができる
② 機能要件を職員自らが書きあげる
③ 行政評価システムを構築予定
震災経験を生かして開発された被災者支援システムの全国
的な普及を推進
① 災害発生時に様々な被災者の支援を行う被災者システ
ムの開発
② 職員自ら作成した市独自のシステム開発
③ 被災者支援システムの全国的な普及と西宮情報センタ
ーの活用
Web2.0を先取りした住民参加型ポータル
① 住民同士の交流の場、住民と役場の交流の場
② 早くから自然発生的に住民と行政の協働が行われた
③ 学校給食の食材に関する情報を、地元生産者と教育機
関、保護者の間でやり取りする
CATV網を基幹情報網にコミュニティ再生を目指す
① CATVのデータ放送やWeb上の地域ポータルサイトが、コ
ミュニティや家族の再生
② 市はCATV網を地域情報化の基幹情報網に位置づけ。
CATV局もデータ放送機能を活用した行政情報や地域
情報、災害情報など地域の公共放送を目指す
③ 双方向メディアへとバス運行システムや子どもの見守りサ
ービス
高齢者の「やる気」を育む情報システム（補注２）
① 高齢者の「やる気」を育み、業務に利用する情報システム
② つまものを活かす技術
③ ネットワークを広げる
GISを活用したデジタルマッピングで防災情報の提供と共有
を促進
① GISを活用した災害時要援護者対応や防災マップの公
開
② 各部署が把握するデータのGIS化を進めていた
③ CATVにも情報提供
住基カードを「地域ICカード」として、さまざまなサービスを実
現
① 医療ケアや高齢者介護などの様々なサービスを受けるこ
とができる
② 住基カードを多目的利用し、高普及率
③ CRMを導入し全庁で利用可
地域SNSが可能にしたコミュニティの再生
① サークル活動など地域コミュニティの再生
② オープンソースを採用し、職員が手作り
③ 防災や社会基盤の補修、イベントにも活用できる

このように、民間企業の場合は顧客が必要とし
利便性の向上につながるものであったのに対し、地
方自治体の場合は、住民のコミュニティ、産業振興、
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ている。
当該地方自治体の他の部署でも利用や他の自治体
での利用可能になっているなど、発展的な利用が可
能となっている。

防災、行政サービスの向上といった分野に関して、
住民の求めるものを実現している。
条件②「他の地方自治体との違いを出すこと」
・住民との共同の取り組み
岩手県紫波町では、自然発生的に住民と行政の協
働が行われていた。福井県敦賀市では、地域密着の
ＣＡＴＶ事業を行っていた。この住民はサービス提
供を受ける立場(A)である。
・地元産業の育成
徳島県上勝町では、つまものを活かす技術が養わ
れてきたと共に、町が住民と共にまちづくりを行っ
ていた。
高知県では、地元情報サービス企業との間に、長
く開発・運用に関する協力関係があり、信頼関係が
あった。この住民はサービスを提供する立場(C)で
ある。
・職員の取り組み姿勢の蓄積
福岡県粕屋町では、機能要件を職員自らが書いた。
兵庫県西宮市では、市職員のシステム開発を行った。
三重県鈴鹿市では、各部署が把握するデータのGIS
化を進めた。富山県南砺市では、合併を前倒しで取
り組んだ。熊本県八代市では、オープンソースを採
用し、職員が手作りで、開発した。
このように、地方自治体の場合も、自治体側の積
極的な取り組みとして、地元産業の育成、住民との
共同の取り組み、職員の取り組み姿勢の蓄積により、
他の地方自治体との違いを出している。
条件③「当該地方自治体の他の分野や他の地方自治
体でも利用可能なこと」
・当該地方自治体の他の分野の利用
福岡県粕屋町では、行政評価システムを構築予定、
岩手県紫波町では、独居高齢者の安否確認や学校給
食等の情報を共有する「食育ネット」を導入予定、
福井県敦賀市では、双方向メディアへとバス運行シ
ステムや子どもの見守りサービスを導入予定、徳島
県上勝町では、ネットワークを庁内全域に水平展開
を予定、三重県鈴鹿市では、CATV にも情報提供を
予定、富山県南砺市では、CRM(Citizen Relationship
Management)を導入し全庁で利用可能としている、
熊本県八代市では、防災や社会基盤の補修、イベン
トにも活用できるなど、当該地方自治体の中で、他
の部門・分野での利用が進められている。
・他の地方自治体での利用（補注３）
他の地方自治体に情報システムを提供しても、そ
の情報システムを模倣して、再転売等がなされない
という条件があれば、他の地方自治体も、公的団体
であり、対象となる住民も重複しないため、他の地
方自治体も当該地方自治体の部署の一つと解釈した
上で、次のように分析する。
高知県では、他の地方自治体でシステム移行の特
許の利用により、特許の利用料の収入を得ている。
兵庫県西宮市では、被災者支援システムの全国的な
サポートを行うため西宮情報センターの活用を行っ

また、住民の立場の分類から考察すると、公共サー
ビスの適正な執行を監視する立場(B)からは、コア・
コンピタンス情報システムはなく、公共サービスの提
供を受ける立場(A)や公共サービスを行政に代わって
提供する立場(C)のためのシステムとなっていると考
えられる 。
抽出事例の利益を享受する住民の分類及びコア・コ
ンピタンスの条件をまとめると、次表５となる。
表５

抽出事例のコア・コンピタンスの条件のまとめ

地方自
治体名
岩手県
紫波町
福井県
敦賀市
熊本県
八代市
徳島県
上勝町
高知県
兵庫県
西宮市
三重県
鈴鹿市
福岡県
粕屋町
富山県
南砺市

住 民
の 分
類
A

条件②「他の地方自治体が
簡単に模倣することが不可
能であること」
住民との共同の取り組み

C

条件①「住民の
求めるものを生
み出すこと」
住民のコミュニ
ティ
住民のコミュニ
ティ
住民のコミュニ
ティ
産業振興

C
A

産業振興
防災

A

防災

A

行政サービス
の充実
行政サービス
の充実

地元産業の育成
職 員 の 取 り 組 み姿勢の
蓄積
職 員 の 取 り 組 み姿勢の
蓄積
職 員 の 取 り 組 み姿勢の
蓄積
職 員 の 取 り 組 み姿勢の
蓄積

A
A

A

住民との共同の取り組み
職 員 の 取 り 組 み姿勢の
蓄積
地元産業の育成

４ オープンガバメント
４．１ オープンガバメントとは
欧州や米国ではオープンガバメントの施策が推進さ
れている。オバマ大統領は就任直後の2009 年1 月に大
統領メモにおいて「透明でオープンな政府」を公表し、
Transparency（透明性）、Participation（国民参加）、
Collaboration（政府間及び官民の連携・協業）の３つ
を原則とし、透明で、市民に開かれ、協調的な政府と
なるよう各政府機関に求めた(経済産業省､2009)。透明
性では、政府や自治体などが保有する統計データを利
用できる形式で公開する「Data.Gov」や一般の市民が
連 邦 政 府 の IT に 対 す る 投 資 の 詳 細 を 見 る 「 IT
Dashboard」、国民参加では、広く国民から意見を募
集し、規制等の検索・コメントが可能な「Open For
Questions」や「Regulation.gov」、官民等連携では、オ
ンラインコミュニティ「 Business. Gov」 を開設した。
ワシントンDCでは、2008年秋と2009年春に、Apps
for Democracy というGov2.0アプリ作成コンテストを行
った。これは、DCが公開したデータを使って、市民
が市民のためにアプリケーションを作成するものであ
る。
日本では、IT戦略本部が2010年5月「新たな情報通
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信技術戦略」の中で、「オープンガバメント等の確
立」を掲げ、2010年6月「新たな情報通信技術戦略工
程表」では、オープンガバメント推進に向けて、2013
年までに二次利用可能な形で行政情報を公開、原則す
べてインターネットで利用可能にするという目標を設
定し、2011年7月4日に公表した「電子行政推進に関す
る基本方針に係る提言」でオープンガバメントの今後
の方向性を示している。
地方自治体では、福井県鯖江市が、人口、気温の統
計情報や市内公園等のトイレ情報・災害時の避難所の
位置情報・市内のAED情報・避難所・一時避難所・鯖
江市の施設・市営駐車場情報・ツツジバスのバス停の
施設情報、鯖江百景の位置 情報等の観光情報、議会情
報、文化財情報、市内のWifi設置場所、バス情報など
のデータをオープンデータとして公開し、これらのデ
ータを活用し、これまで市民や民間企業などにより、
開発されたアプリを公開している。
経団連の調査でも、地方自治体のデータが信頼され
ている。
これまでも、公共ニーズが多様化する中で、行政が
対応できない範囲を一定の関わりを持ちつつ新たに民
間企業や住民が担うことによりサービス提供する「新
しい公共」(総務省,2005)が期待されていた。
オープンガバメントは、更に対象とする範囲を広げ、
行政そのものが有するデータを公開し、住民により住
民のために活用されようとしている。
また、東日本大震災を教訓に、地方自治体と民間企
業の協業が期待されており、今後、オープンガバメン
トの動きはますます進むと思われる。
４．２ オープンガバメントによるコア・コンピタン
スの変化
こうしたオープンガバメントが導入されてくるよう
になり、従来のコア・コンピタンス情報システムがど
のように変化するかを各々の条件①～③ごとに、考察
する。
条件①「住民の求めるものを生み出すこと」
・住民のコミュニティ
Open311 のように住民が直接行政に伝え、その情
報や対応状況も Web で公開されるようになり、こ
のような Web アプリの開発には、公共サービスを
行政に代わって提供する立場(C)の住民が関与する
ことも予想される。
・防災
住民の福祉と公益を担う行政以外では、住民の
安全安心を守れないが、行政のデータをヤフーやグ
ーグル等に提供し、避難情報等を迅速に伝達するこ
とができるようになるなど一部オープンガバメント
に対応できる分野もある。
・行政サービスの充実
住民の個人情報を行政サービスの基に、活用す
るものであるが、オープンガバメントよりもマイナ
ンバーの導入により、コモディティ化すると考えら
れる。
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・産業振興
オープンデータを使って、ビジネスに活用する
ことが可能であるが、行政が主導しないとその動き
が進まないと考えられる。
このように、防災、産業振興の分野がオープン
ガバメントにおいても、コア・コンピタンスの条件
に該当すると考えられる。
条件②「他の地方自治体との違いを出すこと」
・住民との共同の取り組み
Open311 のように住民が直接行政に伝え、その情
報や対応状況も Web で公開されることが他の地方
自治体との強みになることが考えられる。これまで、
住民との取り組みの実績があれば、より効果的なサ
イトの構築が可能となると予測される。
・地元産業の育成
オープンデータを使って、ビジネスに活用するこ
とが可能ではあるが、IT 関連産業に限られると考え
られる。
・職員の取り組み姿勢の蓄積
職員の取り組み姿勢は、重要であり、その姿勢如
何によって、オープンガバメントの浸透度も異なる
と考えられる。
従って、地元産業の育成や職員の取り組み姿勢の
蓄積が引き続き他の地方自治体との違いを出してい
る。
条件③「当該地方自治体の他の分野や他の地方自治
体でも利用可能なこと」
・当該地方自治体の他の分野の利用
オープンガバメントにおいては、これまで以上に、
他の部門との連携したデータの提供や活用が必要で
ある。
・他の地方自治体での利用（３）
他の地方自治体に導入することも、住民の利便性
を考慮すれば、必要となる。
当該地方自治体の他の部署でも利用や他の自治
体での利用可能になっているなど、発展的な利用が
可能となっている。
住民の立場で分類すると、サービス提供を受け
る立場(A)では、防災に、サービスを提供する立場
(C)では、産業振興に、引き続き行政が担う分野あ
ると考えられる。
４．３ オープンガバメント時代のコア・コンピタン
ス情報システム
前節で述べた条件を第2章で抽出したコア・コンピ
タンス情報システムに当てはめると、次表６のような
４事例が該当する。
このように、オープンガバメントの時代にあっては、
サービス提供を受ける立場(A)がコア・コンピタンス
の条件を満たさないものが生じ、場合によっては、公
共サービスを行政に代わって提供する立場(C)がサー
ビス提供者となることもある。
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しかし、地方自治体が担うべきIT技術の活用分野が
あり、具体的には、産業振興や防災といった分野は引
き続き、地方自治体が担うべきものであることがわか
った。
表６ オープンガバメントにおける
コア・コンピタンスの条件のまとめ
地方自治体名

徳島県上勝町
高知県
兵庫県西宮市

C
C
A

条件①「住民
の求めるも
のを生み出
すこと」
産業振興
産業振興
防災

三重県鈴鹿市

A

防災

６

住 民
の 分
類

条件②「他の地方自
治体が簡単に模倣
することが不可能で
あること」
地元産業の育成
地元産業の育成
職員の取り組み姿
勢の蓄積
職員の取り組み姿
勢の蓄積

増加や産業振興等につながり「他の事業で利用可能」と
解釈できる。高知県のリホストの手法や西宮市の被災者
支援システムと同様のものを構築できる技術を持った地
方自治体は少なく、模倣不可能と考えられる。
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庁内LAN導入時期が行政情報サービスの提供に与える影響
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on Public Information Services
1

2

森谷 義哉 ，西出 哲人
Yoshiya MORITANI and Akihito NISHIDE
1

兵庫県立大学 経営学部 組織経営学科
兵庫県立大学 大学院会計研究科

2

University of Hyogo
University of Hyogo

Abstract Acceleration of adopting ICT infrastructure is one of the political methods for enhancing public
information services in local governments. However, the impact of the acceleration is not clear and causes
uncertainty in the political decisions. In this paper, we seek better understanding of the timing of adopting
ICT infrastructure and the impact of it on the public information services. Using the data from the annual
survey by Ministry of Internal Affairs and Communication, we argue the timing of adopting Local Area
Network (LAN). According to the simple analysis, we find no statistical evidence that the timing of adoption
affects the public information services. The result shows that the effective acceleration is not superficial
execution.
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１．はじめに
現在、地方自治体（以下自治体）の電子化の重要性
は社会的に認識されている。しかし、実質的な電子化
の取り組みについては、自治体間でばらつきがあるこ
とが指摘されている（総務省2008,p18）。そのために、
自治体の電子化に関する政策に対して期待が高まって
いる。本研究では、代表的な政策のひとつである、情
報システムの導入時期を早める促進政策に注目する。
仮に、情報システムの導入時期を早めることにより、
行政情報サービスの提供水準を上げることができるな
らば、促進政策の効果は高いと考えられる。一方、情
報システムの導入時期を早めても、結果的に行政情報
サービスの提供水準が変わらなければ、促進政策の効
果は低いと言わざるを得ない。このように、促進政策
を検討するにあたり、事前に情報システムの導入時期
と行政サービスの提供水準の関係がわかれば、促進政
策の不確実性を減らすことが期待できる。
この発表では、庁内LANの導入時期が異なる場合の
行政情報サービスの提供水準の差について分析を試み
る。具体的には、総務省自治行政局地域情報政策室の
「平成23年度地方公共団体における行政情報化の推進
状況調査」データのうち、兵庫県下の基礎自治体に関
するデータを利用して、庁内LANの導入時期の効果に
ついて検討する。

える要因について検討する。分析では、各々の概念を
代理的に示す指標を用意した。まず、自治体が置かれ
た境遇については、人口を代理指標として使用する。
人口による影響は、地方政府の電子化に関する多くの
実証研究で確認されている。さらに、人口が電子化に
影響を与える理由として、規模や経済状況などの地方
政府の状況を包括的に代弁するためと指摘されている
(Moon 2002)。たとえば、人口が大きい自治体は、小
さい自治体に比べて、電子化に利用できる余剰資源が
多く、行政サービスに規模の経済が働きやすいことが
想像できる。なお、人口のデータは、2010年度に行わ
れた国勢調査データを利用した。
情報資源については、促進政策を念頭に置いている
ので、導入時期に関するデータが代理指標として適切
であると考えられる。本研究では、「平成23年度地方
公共団体における行政情報化の推進状況調査」データ
から庁内LANの導入時期に関するデータを入手できた
ことから、それを代理指標として採用した。分析では、
日本全国の市区町村における庁内LAN導入時期の平均
値と標準偏差を利用して、兵庫県の基礎自治体を5つ
のカテゴリに分類し、それらのカテゴリ間での比較を

２．視点とデータ
分析を行うにあたり、自治体の電子化を図１のよう
に単純化した。この図は、各自治体が境遇に応じて情
報投資を行い、調達した情報資源を活用して、行政情
報サービスを提供することを示している。以下では、
図１に従い、行政情報サービスの提供状況に影響を与
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図１

自治体の電子化に対する視点
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行った。ここでのカテゴリの分類には、イノベーショ
ンの普及に関するRogers(2003)の採用者カテゴリーを
使用した。Rogersの分類法は、イノベーションの採用
時期の平均値と標準偏差を用いて分析対象を表１のよ
うに分けるもので、革新性の評価などに広く用いられ
ている。
電子化の成果を示す行政情報サービスの提供状況の
代理指標も「平成23年度地方公共団体における行政情
報化の推進状況調査」データから作成した。具体的に
は、調査データから行政サービスの提供状況に関連す
る質問項目（表２）を抽出して、表２の質問に肯定し
た総数を代理指標とした。
表１

Rogersの採用者カテゴリー
イノベーション導入時期
（平均値との差）

名称
イノベータ

標準偏差２つ分以上早い

初期採用者

標準偏差１つ分と2つ分の間で早い

初期多数派

標準偏差１つ分以内で早い

後期多数派

標準偏差１つ分以内で遅い

ラガード

標準偏差１つ分以上遅い

表２

３．兵庫県下の基礎自治体の状況
兵庫県の基礎自治体における、電子化の状況につい
て概観する。図２は、日本全国と兵庫県の基礎自治体
の人口分布を比較したものである。全国の分布を灰色
のグラフで表し、兵庫県の分布を斜線のグラフで表し
ている。また、各グラフは、Rogersの採用者カテゴリ
の幅に基づいて作成している。最も右の柱は全国の平
均値から標準偏差の２つ分以上人口が多い自治体の割
合を示しており、最も左の柱は全国の平均値から標準
偏差１つ分以上人口が少ない自治体の割合を示してい
る。この図から、兵庫県では平均以上の人口の基礎自
治体の割合が大きく、平均以下の人口の基礎自治体が
少ないことがわかる。特に、最も人口が少ないカテゴ
リの自治体は存在しない。

行政情報サービスに関する質問項目

番号

質問内容

ホームページ等での情報提供等
1

ホームページ開設済み

2

意見・要望の受付

3

電子掲示板等による住民との意見交換

4

パブリックコメントの実施

5

情報公開請求の受付

6

政策評価結果の公表

7

例規の公表

8

首長の記者会見の公表

9

住民の交流サイト(地域SNS)の設置

図２

兵庫県の人口分布

ホームページの機能等
10

申請・届出等の様式のダウンロードサービス

11

情報検索システムの整備

12

外国語による情報提供

13

携帯電話対応

14

RSS機能

15

映像の配信

ホームページ以外の電子的な情報提供等
16

メールマガジンを配信

17

電子モニター制度を実施

18

地上デジのデータ放送を利用した情報提供

ICTを活用した地域の課題解決への取組状況
19

安全・安心な地域づくり

20

子育て支援

21

高齢者支援

22

コミュニティ活性化

23

地域文化の振興

24

地域経済の活性化

図３
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兵庫県の庁内LAN導入時期の分布

Ⅲ-4 電子政府/電子自治体
表３

図４

兵庫県の行政情報サービスの分布

次に、庁内LAN導入時期に関するグラフが図３であ
る。この図から兵庫県の基礎自治体には、ラガードが
存在しないことがわかる。一方、イノベータの割合は
全国に比べて高い。初期多数派と後期多数派は、全国
の割合とほぼ等しい。
最後に、行政情報サービスに関するグラフが図４で
ある。人口と同様に、兵庫県では全国の平均値以上の
行政情報サービスを提供する基礎自治体の割合が高い。
また、庁内LAN導入時期と同様に、行政情報サービス
についても兵庫県にはラガードに相当する最下位カテ
ゴリの基礎自治体が存在しない。

４．庁内LAN導入時期と行政情報サービス
庁内LANの導入時期が異なる場合の行政情報サービ
スの提供水準の差について検討する。まず、行政情報
サービスの指標について、平均値と標準偏差を表３に
まとめた。表３は、導入時期が早いイノベータと初期
採用者が、導入時期が遅い初期多数派と後期多数派に
比べて、行政情報サービスの提供水準が高いことを示
している。そこで、４つのカテゴリの平均値に差があ
るかどうか確かめるために、等分散性を仮定しない分
散分析を行った結果、p値は0.4252になり、有意には
ならなかった。したがって、行政情報サービスの提供
水準における庁内LANの導入時期の影響は確認できな
かった。
次に、人口を考慮に入れて、庁内LAN導入時期の影
響を検討する。そのために、人口を説明変数とし、行
政情報サービスの提供水準を被説明変数とした回帰分
析を行った。回帰分析は庁内LAN導入時期のカテゴリ
ごとに行い、回帰直線の傾きを比較した。結果を図示
したのが図５である。この図では、横軸に人口の自然
対数値をとり、縦軸には行政情報サービスの指標値を
とっている。図５では、庁内LAN導入時期にかかわら
ず、人口が増えれば行政情報サービスの水準が上がっ
ていることがわかる。また、各カテゴリの切片と傾き
の推定値を表４に示した。この表では、庁内LANの導
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庁内LAN導入時期と行政情報サービス

カテゴリ

自治体

行政情報サービス
平均値

標準偏差

イノベータ

西宮市、赤穂市、川西
市、加西市、猪名川町

13.80

4.87

初期採用者

神戸市、洲本市、加古
川市、三田市

14.00

4.83

初期多数派

尼崎市、芦屋市、伊丹
市、相生市、西脇市、
宝塚市、三木市、高砂
市、小野市、篠山市、
加東市、市川町、福崎
町、太子町、上郡町

11.53

4.34

後期多数派

姫路市、明石市、豊岡
市、養父市、丹波市、
南あわじ市、朝来市、
淡路市、宍粟市、たつ
の市、多可町、稲美
町、播磨町、神河町、
佐用町、香美町、新温
泉町

10.53

3.30

ラガード

なし

--

--

入時期が早いほど、傾きが強くなることを示している。
しかし、これらについても統計学的に有意な結果とは
ならなかった。

５．考察
庁内LANの導入時期を促進政策の側面から考察する。
庁内LANの導入時期を早くすることが行政情報サービ
スの提供水準に与える影響として、まず、「一日の
長」の効果が想定できる。これは、情報インフラとな
る庁内LANの導入時期が早いと、情報システムを利用
した試行錯誤や学習のチャンスが増え、結果的に行政
情報サービスの状況を向上させるというものである。
次に、Jun & Weare (2010)で指摘されているように、
地方政府は電子化の際に社会的な学習をしている。そ
の際に、後発自治体は先行自治体の模倣を行う。しか
し、後発であればあるほど、模倣の質が劣化すること
が報告されている。この劣化効果が日本の自治体にも
働き、庁内LANの導入時期の遅い自治体の行政情報サ
ービスの提供水準は下がることが想定できる。以上か
ら、庁内LAN の導入時期を早める促進策の効果が期待
される。第４節で、イノベータや初期採用者の行政情
報サービスの提供水準の平均値が、初期多数派と後期
多数派より高かったことは、これらの仮説と適合する。
また、人口を考慮した間接的な効果についても想定
できる。図５にあるように、庁内LANの導入時期が早
い方が、人口と行政情報サービスの間の回帰直線の傾
きが大きくなる。このような現象が起こる背景として、
人口が代弁する情報資源や環境の存在が想定できる。
たとえば、人口が大きい自治体では、電子化の利活用
に配分できる余剰資源が、人口の小さい自治体に比べ
て大きいと考えられる。特に、人材に余裕がある自治

Ⅲ-4 電子政府/電子自治体
表４
カテゴリ

図５

人口と行政情報サービスの提供状況の関係

体の場合、庁内LANのような情報インフラの導入時期
が早いと、先に述べた「一日の長」の効果が加速する
ことが考えられる。
しかし、分散分析の結果が示すように、これらの知
見は統計学的に支持されなかった。つまり、庁内LAN
導入時期と行政情報サービスの間に関係性は認められ
なかった。ただし、ここで行われた分析には再検討す
べき事項が残っている。第一に、図２、図３、図４が
示すように、兵庫県の基礎自治体のデータには偏りが
存在する。特に、すべての指標に関して、「ラガー
ド」に相当する最下位カテゴリの自治体が存在しない。
さらに、県単位では各カテゴリのサンプル数も十分で
はない可能性もある。したがって、分析対象について
再検討する必要性がある。第二に、第４節の分散分析
では、自治体の境遇を代弁する人口について考慮され
ていない。一方、図５では回帰直線が散布図の途中で
交わっている。つまり、特定の人口水準以上では庁内
LANの導入時期が早い方が望ましいが、その水準以下
では導入時期が遅い方が望ましい可能性がある。この
ような、人口の水準によって庁内LAN導入時期が行政
情報サービスに与える影響が異なることを分析では考
慮しなかった。第三に、分析では情報資源として庁内
LANをとりあげ、その導入時期を代理指標とした。こ
の背景には、庁内LANが情報インフラとして行政情報
サービスに影響力を持つとの前提がある。しかし、こ
の前提はまだ検証されていない。特に、行政情報サー
ビスの指標に利用されたアンケート項目は、応用性と
抽象性が高く、情報インフラとしての庁内LANの影響
を想定するのが無理な可能性もある。代理指標の作成
方法を加えて今後検討する必要がある。
ところで、ここまでの内容は、電子化促進策を念頭
に置き、庁内LANの導入時期が原因として行政情報サ
ービスの水準に与える影響について注目した。しかし、
庁内LANの導入時期は、境遇から選択された結果とし
ての側面も持ちうる。たとえば、行政情報サービスの

カテゴリごとの回帰分析
切片

傾き

イノベータ

-27.90

3.66

初期採用者

-24.76

3.15

初期多数派

-21.11

2.98

後期多数派

-18.38

2.70

水準が高いような自治体は、革新性を持ち合わせてお
り、その結果、庁内LANの導入時期が早まることが考
えられる。また、人口の影響も想定できる。人口が大
きい自治体は余剰資源や規模の経済があることから、
関係者の説得コストが小さく、早い時期から庁内LAN
が導入できる可能性がある。さらに、人口が大きい自
治体は都会などに近く、情報収集や環境整備に有利と
なり、庁内LANの導入時期が早まることも考えられる。
このように、情報資源の導入時期に関しては、原因
と結果の両面を持ち合わせたメカニズムが想定できる。
そこで、マルチレベルモデルなどを活用した統計学的
な分析を行う予定である。

６．結論
本研究では、電子化の促進政策のために、庁内LAN
の導入時期と行政情報サービスの水準の関係について
検討した。分析は、「平成23年度地方公共団体におけ
る行政情報化の推進状況調査」データを用いて、兵庫
県下の基礎自治体に対して行った。その結果、庁内
LANの導入時期が異なる場合でも、行政サービスの提
供水準に統計学的な差は見られなかった。つまり、こ
の分析からは、情報資源の導入時期を早める政策を肯
定する結果は得られなかった。
しかし、考察から、データや分析方法には改善の余
地があり、情報資源の導入の背後に何らかのメカニズ
ムが存在することが推測された。したがって、この分
析結果から、促進政策が無効と判断するのは拙速であ
ると考えられる。また、促進政策では、表層的に情報
資源の導入時期を早めるのではなく、背後にある影響
関係のメカニズムに配慮しなければ、政策の効果が希
薄になることが類推された。分析方法の改善を含めて、
今後さらに検証を重ねる必要があると考える。
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ワークショップ

ワークショップ1

Information and Communication Technology and Urban Space
情報通信技術（ICT）と都市空間

趣旨
The purpose of the Society of Socio-Informatics International Workshop for Young Researchers (organized
by BJK) is to provide early career scholars who do not have fulltime teaching positions with an opportunity to
give presentations in English and to exchange opinions with peers from various parts of the world.
This year, we will focus on Information and Communication Technology (ICT) and urban space. It is
evident that we can observe that people in different locations live at least partially similar style daily lives
supported by advancements in ICT. In addition, contemporary urban spaces, especially in so-called ‘ global
cities,’ enable us to lead a life based on ICT.
These phenomena can be considered an aspect of general globalization. However, as many scholars have
pointed out, globalization is inevitably intertwined with localization. So, under the theme of this workshop,
we will try to examine two questions as follows with young researchers from all over the world; 1) What kinds
of locality can we find in contemporary urban spaces which support our daily lives with ICT? 2) In the
globalizing world, what kind of relationships between local cultures (and their different economies, and
political contexts) can we confirm in contemporary urban spaces?
本 若 手 英 語 ワ ー ク シ ョ ッ プ （ BJK企 画 ） の 目 的 は ， 常 勤 職 を 得 て い な い 若 手 研 究 者 に ， 英 語 で 自 身
の研究を報告し，世界の同世代の研究者との意見交換を行う機会を提供することにある．
今 年 度 の ワ ー ク シ ョ ッ プ で は ， 情 報 通 信 技 術 （ 以 下 ， ICTと 略 記 ） と 都 市 空 間 に 焦 点 を 当 て る ． 現
在 私 た ち は ， 世 界 の 様 々 な 場 所 で ， 人 々 が ICTに 支 え ら れ た （ 少 な く と も 部 分 的 に は ） 同 じ よ う な ス
タイルで生活をしているのを確認することができ，現代の都市空間，――特に「国際都市」における
それ――，はそのような生活を送ることを人々に可能にさせている．
このような状況は，グローバリゼーションの一側面として理解することができよう．だが，グロー
バリゼーションには必然的にローカリゼーションが伴うことは，これまでつとに指摘されてきた．そ
こ で ， 本 ワ ー ク シ ョ ッ プ で は ， 1) ICTと と も に あ る 私 た ち の 生 活 を 支 え る 現 代 の 都 市 空 間 に ， い か な
る 地 域 性（ ロ ー カ リ テ ィ ）を 見 出 す こ と が で き る か ，2) 現 代 の 都 市 空 間 と ，そ れ と は 異 な る 地 域 文 化
（および別の地域経済や政治行政）との間に，いかなる関係性を見出すことができるのか，という2
つの問いについて，世界各国の若手研究者ともに考察する．

司会 Chair
平 田 知 久 Tomohsia Hirata（ 京 都 大 学 Kyoto University）

報告者 Presenters
Hye-Jin Park（ 蔚 山 科 学 技 術 大 学 校 Ulsan National Institute of Science and Technology）
Love Kindstrand（ シ カ ゴ 大 学 University of Chicago）
砂 田 薫 Kaoru Sunada（ 国 際 大 学 GLOCOM Center for Global Communications, International
University of Japan） & Joong Sun Lee（ 東 京 工 業 大 学 Tokyo Institute of Technology）
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ワークショップ2

社会情報学に対するネオ・サイバネティクスの応用可能性

趣旨
本ワークショップの狙いは，ネオ・サイバネティクスと称される研究営為が，社会情報学分野の知
見に資する可能性を探ることである。
第一の報告者は，ネオ・サイバネティクスの理論的な概要とその歴史的展開について報告する。こ
こ で い う ネ オ ・ サ イ バ ネ テ ィ ク ス と は B.ク ラ ー ク や M.ハ ン セ ン が 使 っ た 用 語 だ が ，そ の 歴 史 的 経 緯 を
振り返りながら，システム論にもとづくネオ・サイバネティクスの要諦を検討していく。初期サイバ
ネ テ ィ ク ス は ， 1950年 代 か ら の 人 工 知 能 研 究 の 礎 を 築 く と 同 時 に ， 一 方 で W.R.ア シ ュ ビ ー や H.v.フ ェ
ル ス タ ー ， G.パ ス ク と い っ た サ イ バ ネ テ ィ シ ャ ン ら の 自 己 組 織 系 へ と 展 開 し た 。 両 者 の 分 岐 は ， 後 者
が オ ー ト ポ イ エ ー シ ス 登 場 の 前 夜 に マ ト ゥ ラ ー ナ 理 論 と 協 調 す る こ と で 決 定 的 と な る 。 こ の 1960年 か
ら の 10年 間 に こ そ ネ オ ・ サ イ バ ネ テ ィ ク ス の 萌 芽 を み て と る こ と が 可 能 で あ る 。
第二の報告者は，ネオ・サイバネティクスの理論を援用して，インターネット上のコミュニケーシ
ョン，特にインターネット上での“炎上”を考察する。周知のように，炎上とは，個人や組織に対し
て 批 判 的 な コ メ ン ト が 次 々 と 噴 出 す る 事 象 で あ り ， SNSや ウ ェ ブ ロ グ ， 掲 示 板 サ イ ト な ど で 頻 発 し て
いる。報告では，具体的事例に即しながら，批判的なコメントが連鎖して炎上が創発し，閉じた運動
体となることを指摘する。その過程で，社会と心理との非対称性を浮かび上がらせ，また炎上のなか
で人格が形成されていく様を議論の俎上に載せる。
最後に，第三の報告者は，ネオ・サイバネティクスの観点から，情報発信と情報倫理の諸問題につ
いて述べる。情報を認識する人間の心もまた，一つひとつがオートポイエーシス・システムであるこ
とから，情報という刺激を受けつつ独自の意味を自己形成している。したがって，同じ情報（刺激）
を受信しても同じ意味が生成されるとは限らない。私たちは，ある程度の類似性の範囲で共通理解を
していると言ってよいだろう。こうした「理解のズレ」という観点とともに，ネオ・サイバネティク
ス の 先 端 理 論 の 一 つ で あ る 基 礎 情 報 学 （ fundamental informatics） の HACS（ 階 層 的 自 律 コ ミ ュ ニ ケ ー
ションシステム）理論から，情報発信と情報倫理についての考察を述べることとする。

司会
大黒 岳彦（明治大学）

報告者
橋本 渉（淑徳大学）
河島 茂生（聖学院大学）
竹之内 禎（東海大学）
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ワークショップ3

東京電力福島第一原子力発電所事故後の住民意識の諸相

趣旨
東 京 電 力 福 島 第 一 原 子 力 発 電 所 事 故 後 、 15 万 人 以 上 が 避 難 生 活 を 余 儀 な く さ れ て い る 。
東日本大震災に関する量的な実証研究は、情報行動、ソーシャルメディアの利用行動、帰宅困難者
の研究、津波被災地域の研究が多く、相対的に福島第一原発事故に関する量的な実証研究は少ない。
また加えて、福島第一原発事故に関する研究は、研究手法としてテレビ・新聞の内容分析やヒアリ
ング調査を元にした研究が多く、研究対象として自主避難者を含めて避難者を対象とし「生活避難の
現状」を論点にするものが多い。
すなわち福島第一原子力発電所事故に関する量的な実証研究、かつ直後の緊急避難、福島県民の意
識、ジャーナリストの意識に焦点をあてた研究は少ない。
本 ワ ー ク シ ョ ッ プ で は 、 上 記 の 問 題 意 識 の 元 、 震 災 か ら ２ 年 後 、 テ レ ビ ユ ー 福 島 、TBS テ レ ビ 、 東
洋大学によって共同で実施されたアンケート調査のデータなどを元に議論をする。
①仮設住宅避難者に対して行ったアンケート調査、②福島県民に対して行ったアンケート調査、③
在福島県のテレビ局員に対して行ったアンケート調査などを紹介しつつ、現在の福島県が抱えている
問題を議論する。
これらを踏まえ、東京電力福島第一原子力発電所事故の全体像をみつめつつ、見過ごされがちな、
県民の意識・不安感、直後のジャーナリストの葛藤、帰村が実際にはじまっている自治体における問
題点などに焦点をあてる。

司会
関谷直也

報告者
桶田

敦 （ 株 式 会 社 TBS テ レ ビ 、 早 稲 田 大 学 政 治 学 研 究 科 ）

小田光康（明治大学情報コミュニケーション学部）
関谷直也（東洋大学社会学部）

討論者
田中幹人（早稲田大学政治経済学術院）

235

ワークショップ4

社会情報学・社会情報学会の将来を考える

趣旨
本ワークショップは，本学会の将来委員会の議論を下にして，より多くの会員のご意見を賜る機会
を得るために設けました。広く会員の皆様からのご意見を頂戴出来れば幸甚です。

(1) 将 来 委 員 会 設 置 の 経 緯 に つ い て
社会情報学会は２０１１年に設立致しましたが，学会の理念等については不明ではないかとのご批
判があり，そのご批判に応えるべく将来委員会が設置され，社会情報学および社会情報学会の将来を
検討する委員会として，時限の委員会として設置されました。

(2) 社 会 情 報 学 と 社 会 情 報 学 会 の 将 来 像
学際的な学問である社会情報学に対するイメージは，研究者により様々であり，社会情報学と社会
情報学会の将来像も，当然のことながら研究者により多様です。また，各研究者による社会情報学へ
のアプローチも多様です。このような社会情報学の学際性、多様性を踏まえつつ、会場の参加者を交
えて社会情報学と社会情報学会の将来像について議論を深めたいと存じます。

司会
櫻井 成一朗（明治学院大学）

報告者
伊藤 賢一（群馬大学）
岩井 淳（群馬大学）
櫻井 成一朗（明治学院大学）
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ワークショップ5

社会情報学におけるエスノグラフィーの可能性：
実践とメディアのインタフェースに向けて

趣旨
人類学に由来する経験的な行動観察方法としてのエスノグラフィーは，現在さまざまな学問分野に
派生してその対象を拡大しつつある．本ワークショップは，とくにエスノメソドロジーに特徴づけら
れ た エ ス ノ グ ラ フ ィ ー （ Ethnomethodologically informed Ethnography: 以 下 EME） の 研 究 事 例 の 検 討 を
通 し て ，社 会 情 報 学 に お け る エ ス ノ グ ラ フ ィ ー の 新 た な 展 開 に つ い て 検 討 す る こ と を 目 的 と す る ． 80
年 代 半 ば か ら の CSCW（ Computer Supported Cooperative Work） や CHI（ Computer Human Interaction）
での研究蓄積は，情報工学と社会科学との間でハイブリッドの研究領域を形成している．こうした状
況 を 鑑 み ， EMEを 中 心 に 「 情 報 メ デ ィ ア 機 器 」 の エ ス ノ グ ラ フ ィ ー を 実 践 し て い る 研 究 者 を 招 き ， そ
れぞれの視点と具体的実践について紹介いただき，従来の方法との比較を交えながら社会情報学にお
ける貢献可能性を議論していきたい．
(1) 教 育 実 践 に お け る メ デ ィ ア 利 用 の デ ザ イ ン ： ICT を 活 用 し た 協 働 的 な 学 び の 事 例 か ら
総務省「フューチャースクール推進事業」文部科学省「学びのイノベーション事業」実証校の中学
校 に お け る , ICT を 活 用 し た 協 働 的 な 学 び の 実 践 事 例 を 用 い る . 教 師 が 協 働 的 な 学 び を 組 織 す る た め
に, 生徒のメディア利用をいかに設計しているのか, メディアを媒介した分業や協働のあり方を描く.
(2) ワ ー ク を 繋 ぐ 人 工 物 ： 分 業 を 支 援 す る 新 規 ソ フ ト ウ ェ ア の ユ ー ザ テ ス ト 場 面 の 分 析
専門家間における特定のワークフローの効率化を支援することを目的に開発されたソフトウェア
について，共同的にワークを組織するメンバー間において伝達・収集される知識や情報のハブとして
機 能 す る 期 待 に 対 し て ，「 ハ ブ と し て 機 能 す る 」 と い う こ と が い か な る 経 験 を も た ら す か を 検 討 す る ．
(3) 配 管 工 事 現 場 に お け る 人 工 物 の 利 用 と 作 業 の 組 織 化
配管工事作業は，事務所と作業現場というそれぞれに距離を隔てたワークプレイスにおいて情報を
共有しながら進行する．本研究では，現場において図面という人工物により情報が媒介されることに
あらためて注目したうえで，メディア上の情報の交換を加えながら，図面上で指示された作業が組織
化されていく過程の記述を通じ，現場における「情報」に関わる経験の一端を明らかにする．

司会
水川 喜文（北星学園大学）

報告者
五 十 嵐 素 子 （ 上 越 教 育 大 学 ）・ 笠 木 佑 美 （ 大 分 県 教 員 ）
秋谷 直矩（京都大学）
是永 論（立教大学）

討論者
木村 忠正（東京大学）
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ワークショップ6

メガリスクへの情報対応～東日本大震災を教訓に～

趣旨
東日本大震災から２年が経過しているが、次に起こるであろう大規模地震（メガリスク）、南海ト
ラフの被害想定が公表され、人口が密集する太平洋沿岸地域に東日本大震災を上回る被害がもたらさ
れることが想定された。そのため、国や関係する自治体では、起こりうる被害をできるだけ軽減する
対策を取り始めている。その一つに情報の活用がある。発災後から必要となる情報には、災害情報、
被 害 情 報 、安 否 情 報 、生 活 情 報 が あ り 、災 害 後 の そ れ ぞ れ の 局 面 で 、適 切 な 情 報 を 適 切 な 方 法 で 収 集 ・
蓄積・管理・伝達していくことが要請されている。
阪 神 淡 路 大 震 災 時 に お い て も 議 論 が な さ れ て き て い る が 、 ICT の 高 度 な 発 展 に よ り 、 情 報 に 関 わ る
環境は大きく変わり、それに適切に対応することが求められている。その流れの中で、揺れ以外に情
報の伝達が重要となる津波の被害も発生した東日本大震災での情報について検証し、それを教訓とし
てメガリスクに対応することは喫緊のものとして我々に課せられている。
そこで、本ワークショップでは、東日本大震災における情報の伝達などを検証している３人の話題
提供者をお呼びして議論を深め、教訓を活かしていくことを目的に開催することとした。

司会
和泉 潤（名古屋産業大学）

報告者
山本 佳世子（電気通信大学）
関谷 直也（東洋大学）
遊 橋 裕 泰 （ NTT ド コ モ

モバイル社会研究所）
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ワークショップ7

社会的選択理論の情報学的展開の可能性

趣旨
社会情報学の新たな研究領域として，社会的選択理論の情報学的展開の可能性を検討する。社会的
選 択 理 論 は ，厚 生 経 済 学 ，法 哲 学 ，社 会 学 等 多 く の 領 域 に 影 響 を 与 え 続 け て き た 重 要 な 理 論 で あ る が ，
K. Arrow の 民 主 制 の 不 可 能 性 定 理 （ 図 1） や A. Sen の 可 能 性 定 理 （ 図 2） の よ う に ， 従 来 は 可 能 と 不
可 能 を め ぐ る 定 性 的 議 論 が 主 で あ っ た〔 Arrow, Sen は そ れ ぞ れ の 業 績 に よ り ノ ー ベ ル 経 済 学 賞 を 受 賞 〕。
これに対して社会情報学では，投票を社会的な情報処理過程と捉えて，その情報処理量を計量的に測
定 す る 手 法 が 提 案 さ れ て い る 。本 ワ ー ク シ ョ ッ プ で は ，こ の 計 量 的 手 法 の 可 能 性 を 多 角 的 に 検 討 す る 。

図 1. Arrow の 不 可 能 性 定 理 の 枠 組 み

図 2. Sen の 可 能 性 定 理 の 議 論 （ 一 例 ）

（ 両 図 は 『 社 会 情 報 学 』 Vol.1 No.1 p.75 よ り 引 用 ）

具体的には，最初に司会の岩井が情報学展開の着想についての要約報告を行い，各報告者からこの
着 想 に 対 す る コ メ ン ト を 受 け る 形 で 検 討 を 行 う 。特 に Sen の 社 会 的 選 択 理 論 を 念 頭 に 議 論 を 展 開 す る 。
Sen の こ の 分 野 で の 主 著 で あ る Collective Choice and Social Welfare (1970)は ，数 論 が 難 解 と さ れ 国 内 で
はあまり読まれていないが，司会の岩井と報告者の富山，志田は同書の邦訳である『集合的選択と社
会的厚生』
（ 勁 草 書 房 ）の 訳 者 で あ り ，内 容 に 明 る い 。志 田 は 同 書 の 監 訳 者 で も あ る 。ま た ，報 告 者 の
宇佐美，吉原，猪原もこの分野に精通した研究者である。岩井，富山，猪原は意思決定の数理的視点
から，吉原，宇佐美，志田はそれぞれ厚生経済学，法哲学，社会学的視点から議論を行う。

司会
岩井 淳（群馬大学）

報告者 （ 順 不 同 ）
志田 基与師（横浜国立大学）
富山 慶典（群馬大学）
宇佐美 誠（京都大学）
吉原 直毅（一橋大学）
猪原 健弘（東京工業大学）
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ワークショップ8

地域社会のオープン・イノベーション

趣旨
本ワークショップ（ＷＳ）は，オープン・データを活用した地域社会のイノベーションのあり方に
ついて，地図情報と地域社会の情報共有に焦点をあてて考察を行う．
近年，地図上の情報共有を通じた新たなサービスを提供するイノベーションが活発になっている．
本ＷＳでは，地図情報の中でも市民らが参加してボトムアップ的に作成し，オープンな形でグローバ
ル に 共 有 す る OpenStreetMap(OSM)を 取 り 上 げ る ．ま た ，地 域 社 会 の 情 報 と し て は ，従 来 か ら 継 承 さ れ
ている知識やそこで暮らす人々や訪れる人々の発見や思いを共有することもできる．本ＷＳでは，情
報 共 有 の 仕 組 み と し て ， グ ロ ー バ ル に 利 用 さ れ て い る Localwiki を 取 り 上 げ る ．
そ の 上 で ，OSMと Localwikiを 組 み 合 わ せ て ，情 報 を オ ー プ ン に 共 有 す る こ と で ，人 々 が つ な が り ，
新たな地域社会の取組が進められている事例を紹介するとともに，関連する研究者からのコメントを
踏まえて，地域社会での新たなイノベーションのあり方を考察する．

司会
村上 文洋（三菱総合研究所）

報告者
田 中 秀 幸 （ 東 京 大 学 ）： 企 画 概 要 の 説 明 及 び 関 連 研 究 に お け る 本 WS の 位 置 づ け ：
飯 田 哲 （ OpenStreetMap Foundation Japan）： OpenStreetMap の 取 組
杉 山 幹 夫 （ 和 歌 山 大 学 ）： Localwiki.jp の 取 組
森 崎 千 雅 ， 小 瀬 木 祐 二 （ 三 菱 総 合 研 究 所 ）： 伊 豆 大 島 に お け る 活 動 の 事 例 紹 介

コメント
山本 佳世子（電通大）
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ワークショップ9

遍在するスクリーンを理解する―その方法と可能性―

趣旨
社会情報学を含め映像をその射程に収める諸研究において, 映像の物理的な基盤としての「スクリ
ーン」へと注目するという昨年度の社会情報学会での報告は, それ自体一つの方法論的な新しさを持
っていたと言えるだろう。だが, 技術的には急速に変化する「スクリーン」を議論の対象とするから
こそ, いま一度立ち止まってその「方法」を問い直す必要があるのではないか。なぜなら, 私たち自
身「映像／スクリーン」を学術的に扱う方法に対して必ずしも自覚的ではなかったからである。
そこで司会も務める光岡は, スクリーンを含めた視覚文化を扱う際の, 方法としての「視覚的なる
も の ／ the visual」に つ い て 改 め て 検 討 す る . メ デ ィ ア 研 究 , 社 会 学 の 論 文 に お い て も , 視 覚 情 報（ そ の
大半は写真）の利用は一般化しているが, 両者における視覚の扱いは無自覚なままに形成されてきた
側面があったのではないか。そこで, 昨年度も紹介した「スクリーン」の写真を素材に, 「視覚的な
るもの」をその文脈に即して議論していく可能性を改めて会場の皆さんと考えたい。とりわけ, 日本
で は 紹 介 さ れ る こ と の 少 な い 「 視 覚 社 会 学 （ visual sociology） 」 の 成 果 を 一 つ の 補 助 線 と し た い 。
また大久保は, 映像研究の領域において方法に関する議論が最も蓄積されてきた映画研究の成果を
検 討 す る こ と を 通 じ て , 方 法 の 問 題 を 再 考 す る 。と り わ け 1980 年 代 以 降 , 映 画 研 究 で は「 映 画 」と い
う対象の固有性や「観客性」概念の再検討が進み, 共有可能な理論や方法の凋落が論じられてきた。
こうした状況のなかで, 近接領域の方法を導入するとともに, 古典的な＜映画＝映画館＝観客＞を前
提とするモデルに代わる新たな映像分析の方法の構築が求められている。このような観点から, 本報
告では＜映画＝映画館＝観客＞という布置が成立する以前, すなわち映画前史の映像文化の事例を経
由することで，現代のスクリーンを分析する方法を検討したい。
同様に近藤は, 大久保が問題化する＜映画＝映画館＝観客＞という布置を, 「見る以外の＜映画／
ス ク リ ー ン ＞ 経 験 」と い う 視 点 か ら 批 判 的 に 問 い 直 し て い く 。 近 年 盛 ん に 言 わ れ る よ う に , 「 観 客 性 」
研究において重要なのは, ＜映画＝映画館＝観客＞という布置を自明のものとすることではなく, 映
画を「見る前後」における多様な実践と, それによって「映画／スクリーン」がどのような動的プロ
セスに置かれるのかを問うことである。そこで本報告では, 戦前期日本において発行されていた「映
画館プログラム」に焦点を当て, 「見る前後」の種々の実践と経験のあり様を明らかにすることで新
たな「方法」を考えたい。

司会・報告
光岡 寿郎（東京経済大学）

報告
大久保 遼（早稲田大学演劇博物館）
近藤 和都（東京大学大学院）

コメント
飯田 豊（立命館大学）
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連携報告

連携報告

災害情報ボランティアの可能性
―「思い出サルベージアルバム・オンライン」の活動より―
The Development of Disaster Information Volunteer
The Analysis of the Activity of “Salvage Memories” to Return Photo
Albums Lost in Disaster Area
1

○吉田 寛
Hirohsi YOSHIDA
1

静岡大学 情報学研究科

Graduate School of Informatics, Shizuoka University

Abstract In this paper, I analyse and estimate our activity as a disaster information volunteer after East
Japan Great Earthquake. We entered into suffered area after 311 East Japan Great Earthquake, and we tried
to rescue many photos suffered by Tsunami. Through this analysis, compared with the activity of traditional
disaster information volunteer before 311, I present new style and new thought on Disaster information
volunteer well fitted to this information society. Disaster information volunteer nowadays becomes to be able
to treat information which is filled with dense private and wide social meaning.
キーワード

災害情報，ボランティア，参加，ガバナンス, 災害ユートピア

１．はじめに
本稿では，2011 年の東日本大震災に際して筆者の参
加した被災地支援活動に拠りつつ，災害情報ボランテ
ィアにはどのような可能性があるかを論じる．
2011 年 3 月末ごろに，地震と津波による東北地方の
惨状に対して，日本社会情報学会（JSIS）の若手研究
支援部会（BJK）で，災害情報支援チームが結成され
た．支援チームは，震災で甚大な被害を受けた宮城県
山元町に，4 月頭からボランティアとしてメンバーを
常駐させ，被災地の情報的ニーズ探りつつ対応した．
5 月からは，山元町と協働で，津波によって流されて
持ち主不明のままに発見され集められた約 70 万枚の
写真を，洗浄，データベース化し，そのデータベース
を有効利用して所有者に返却するといった課題に取り
組んだ．このプロジェクトが，「思い出サルベージア
ルバム・オンライン」（以下，「思い出サルベージ」
と略する）と呼ばれる災害情報ボランティア活動であ
る（吉田 2012）．8 月になる頃には，ほぼすべての写
真のデータベース化が完成した．その後，持ち主や関
係者が自分の写真を発見して持ち帰れるように，町の
施設での展示・返却，仮設住宅で返却会を開催，保
存・展示の仕方を改良，検索方法の工夫などを行いな
がら，活動が続けられた．支援チームとしては，2012
年の 3 月末までこの活動を主導した．その後，活動は，
学会における支援チームではなく，私自身も含まれる
有志によって引き継がれ，メンバーがいくらか入れ替
わりつつ，現在も継続されている（2013 年 6 月現在）．
本稿では，この「思い出サルベージ」の活動への参
加を通じて得られた経験を災害情報ボランティア活動
として従来の枠組みと対照しつつ分析することで，社
会情報学による社会参加の可能性を探求する．特に，
活動におけるミッションとその背景的思想といった，
活動主体の持つ意図や思想的側面に着目して活動を分
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析・評価する．活動主体に内在する意図や思想的側面
に着目することで，活動の性格や方向性の構成につい
ての理解が可能になり，こうした構成を踏まえて初め
て，活動経験の質的な理解，あるいは実践的な展開の
ための知見が得られると考えられる（M.Bevir 2010：
xxi-xxii）．
まず社会情報学において，災害救援・復興活動，情
報ボランティア活動のもつ意味を，先行研究に拠りつ
つ一般的に検討する．その後，「思い出サルベージ」
活動のミッションと背景的な考え方について，従来の
ボランティア活動と対照しつつ分析・検討する．こう
した検討を踏まえて，新しい災害情報ボランティアの
スタイルや思想を提案し，社会情報学に対しては社会
参加の一つの可能性を提示したい．

２． 社会情報学と災害情報ボランティア
ボランティア活動とは，強制によるのでも，お金を
稼ぐためでもない，自発的な社会活動のことである
（ex.入江 1999：p.4）．こうした活動の歴史は，おそ
らく人類の歴史と同じくらい古いものであろうが，こ
とさらに「ボランティア」あるいは「市民活動」と呼
ばれて注目されるようになったのは比較的近年のこと
である．日本では，阪神淡路大震災に際して多数のボ
ランティアが被災地で活動した 1995 年が，「ボラン
ティア元年」と呼ばれる．
情報社会ガバナンスにおいて，こうした自発的な参
加者による活動は，重要な役割を果たすと考えられて
いる（M. ベビア 2012：p.94）．情報社会とは，貨幣
や権力に対して，相対的に情報が人々が活動を左右す
る割合が高まった社会と考えられる．そして，こうし
た社会においては，インターネットやパソコンなどを
活用して情報を持ち，貨幣や権力に対して比較的自由
に自発的に行動する市民が相対的に影響力を増すと期

連携報告
待される．
金子郁容は，「分断され，巨大システムによって支
配されている人々を，現代社会において新たにつなぎ
直すための一つの有力なアプローチ」としてこうした
ボランティア的活動に高い期待を示している（金子
1992：p.198）．情報社会のガバナンスにおいて，ボラ
ンティアを含む市民活動は，政府の活動，企業活動と
並ぶ第 3 の活動領域として大きな役割を果たすことが
期待されているのである．
さて，深刻な災害時には，被災地においては市場の
機能が混乱し，時にほとんど停止し，政府も平常時に
較べて圧倒的な課題が押し寄せてパンク状態に陥る．
東日本大震災における，山元町はまさにそうした状況
であり，私が現地に入った時には地震後約 3 週間が経
っていたが，ほとんどの店舗は閉まったままで，よう
やくいくつかの店舗が限られた商品を並べて開店し始
めた状態であった．また町役場には，災害対策本部が
設置され，震災に関連したさまざまなニーズを持った
被災者，自衛隊をはじめとする多様多種な救援者が詰
めかけていた．職員は，毎日のように深夜まで働いた
が，混乱が片付くような状況ではなかった．
政府と市場が正常に機能しないこうした状況では，
ボランティアをはじめとする非政府，非営利の活動が
あからさまに必要となる．ガバナンスの観点から見る
と，災害ボランティアはこうした役割を担う活動とし
て見ることができる．
現代社会においては，20 世紀に顕わとなったいわゆ
る政府の失敗，市場の失敗の克服が社会的課題となっ
ている．ブレア政権のご意見番であった著名な社会学
者ギデンズは「第三の道」という表現で，政府か市場
かの二元論を避けて，これらがボランティアを含めた
市民セクターと協力して効率よく民主的に運営される
社会を構想した．
だが現代の日本社会においても，政府の失敗や市場
の失敗は克服されていない．必要が叫ばれつつも，改
革がいっこうに進まずに，財政赤字と社会格差が拡大
し続けているのが現状である．こうした中では，災害
によって政府と市場の支配力が後退し，ボランティア
の力が試される機会は，それとしては望ましい状況で
はないにも関わらず，貴重である．これが災害ボラン
ティア活動を現代社会の課題への手がかりとして見る
理由である．
さて，阪神淡路大震災の時に，「情報ボランティ
ア」と呼ばれる活動が出現したと言われる．これは，
被災地における被災情報，救援情報，ニーズ情報など
を，集約したり整理したりして，被災者に対して，あ
るいは救援者に対して仲介するような活動であった．
このとき，当時普及しつつあったインターネットが，
電話やテレビなどのサービスが途切れる中で，情報ボ
ランティアに有効利用されたことも注目された（水野
1999：p.155）．
情報ボランティアは，従来のボランティアが，人，
モノ，金などの支援を行うのに対して，情報的なニー
ズに応える支援を行ったという点で，まさに情報社会
において注目されるべき活動である．震災後もさまざ

まな情報ニーズに応えるボランティアとしての活動が
展開されており，知識の専門分化の進む現代社会にお
いて，これらの知識をつないで公的に提供し，社会生
活と民主主義を支える活動として評価できるだろう
（水野 上掲書）．
インターネット上にホームページを開設して，有用
な情報を公的に公開する，公的な価値を意識してブロ
グを書くといった行為も，「情報ボランティア」とは
呼ばれないが，これと重なる意義が認められるだろう．
近年，ユーザ参加型の web サービスが「web2.0」と呼
ばれて注目を集めたが，ここでもユーザは価値のある
情報を公開することに協力する．ただし，それが本人
とサービスを提供する企業の双方にとって利益になる
ような仕組みの中で行われる点に特徴があった．web
サービスを提供する企業にとって，こうした形での参
加を促す手法はすでに常套のものとなっている．こう
した情報的な自主的参加の活動が，社会情報学の重要
な研究対象となっていることは間違いないだろう．
「思い出サルベージ」は，こうした問題圏に置かれ
ることで，その情報的，ボランティア的性格や思想が
際だたされるだろう．

３．従来の災害情報ボランティア
まず，阪神淡路大震災時の活動に代表される従来の
災害情報ボランティアのミッションとスタイル，背景
的思想をつかんでおこう．
彼らは，被災地における必要情報を集約し，被災地
の人々，そしてその外部の人々に伝える活動を行った．
彼らの典型的な活動としては，まず第一に被災地の緊
急事態や状況といった情報を収集し，それを整理し，
関係先につないだとされる．そこでは瓦版，無線，携
帯電話，インターネットなどが手段として利用された
と言われる（草野 1999：p.100）．さまざまな手段を
用いつつ，必要な情報の伝達を媒介する活動だったと
言えるだろう．こうした活動は，民間業者や行政によ
っては，届けられない被災地特有の情報を迅速に伝え
るという意味で，政府と市場の働きを補完する役割を
果たしたのである．
2011 年の東日本大震災においても，こうしたオーソ
ドックスな情報ボランティアの活動は行われた．阪神
淡路大震災の時に較べると，技術的進展に加えてノウ
ハウの蓄積もあり，はるかに効率よく行われたと思わ
れる．東日本大震災の被災地は，東北地方から北関東
にかけて極めて広範であり，情報の収集も集約，発信
も困難であった．しかし，被災地も含めて常時接続さ
れたインターネット，現地からでも情報発信受信ので
きるモバイル機器，Google や Twitter，Skype などのサ
ービスを利用したコミュニケーション等の普及によっ
て，膨大な災害情報が，市民やユーザの手によってイ
ンターネット上に流されたのである．
災害ボランティアには，草地（1999：pp.106-109）
によれば，個人／組織，一般／専門，地元／外からと
いった区別がある．阪神淡路大震災で思い浮かべられ
る従来型の情報ボランティアの一つの典型的な姿は，
外部から来た特に専門知識のないボランティアが，と
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きに個人で，ときに組織化されて，情報収集と発信を
行うというものである．東日本大震災においては，こ
うした活動は，さらに別の形に展開されていた．1995
年に較べると，最初から組織だった活動が目立ってい
たのも今回の特徴であろう．また，地元の人による
Twitter や Facebook への書き込みが，地元からの貴重
な情報提供として，外部からの救援に利用されたり，
時にはそうした情報を利用してマスコミが取材に訪れ
ることもあった．さらに，被災地に住むブロガーやジ
ャーナリストによる発信もあり，情報ボランティア的
な参加の形は，この 20 年程度でかなり多様化したと
言える．
他方，情報ボランティアとしてのミッションは，従
来のように被災情報や救援情報を必要なところに届け
るという意味ではあまり変化していないように思われ
る．不足しているモノをそれが不足している人に届け
るという，「与える」支援モデルが内包されているの
ではないか．もちろんこのミッションの重要性は，緊
急時には疑いのないものではあるのだが．

ろうとする点は，標準的な災害情報ボランティアの思
想を越え出る面があったと言えるだろう．
また，このころ，同時に，私たちは被災後に地元で
立ち上がった山元町災害臨時 FM「りんごラジオ」の
支援も行った．プリンタなどの機材を整備してスタジ
オを情報化し，ブログを開設して更新等のサポートを
行った．ここでも，私たちのスタイルは，自らが発信
するのではなく，当事者が発信するのを助けるという
考えであった．
私たちのこの時期の活動は，行政や企業の間隙を補
完し，被災者に必要な情報を届けるという意味では標
準的な情報ボランティアとミッションを引き継ぎつつ
も，スタイル・思想としては，自らが情報を流通させ
るというモデルから当事者による情報流通を支援する
というモデルになっていた．これは，われわれが少人
数で町の各所に設置した機材を管理し利用を支援しな
ければならなかったという事情もあるが，被災者が力
をつけていずれ支援が不要になる事態を目指すという
ある程度自覚的な思想を当初からリーダーが持ってい
たことも原因として挙げられるだろう．

４．支援チームの活動分析
４－１．活動初期の情報ボランティア
「思い出サルベージ」の活動は，被災地における情
報ニーズに応えるボランティア的活動として，情報ボ
ランティアと位置づけられる．災害ボランティアのス
タイルとしては，外部のものによる，専門的，組織的
なボランティア活動と言えるだろう．
われわれは，最初に被災地のニーズを社会情報学的
に捉えて，これに対応することを目指した．現地入り
した直後には，避難所に PC とプリンタ，インターネ
ット環境を設置して，こうした手段を失った人々のニ
ーズに応える活動に取り組んだ．町の避難所は，当初
数千人の人々がパソコン等の手段を持たずに避難生活
を強いられており，こうした状況を改善するのが急務
だと考えたのだ．設置したパソコンは，最初はインタ
ーネット上に掲載されていた知人友人らの安否情報の
確認，各種支援情報のキャッチ，職場や学校，仲間へ
の情報発信などに使われていた．日がたつにつれて，
被災状況の申請の書類のダウンロードや求職情報の検
索なども，利用ニーズに加わった．
しかし，私たちはすぐに，ただパソコンとインター
ネット環境を用意するだけではダメだ，と気づいた．
特に昼間は仕事等に出る就労年齢層の方が少なく，高
齢者と子どもが多くなる避難所では，コンピュータな
どが置いてあるだけでは有効に使われないばかりか，
パソコン・ネット・プリンタもトラブルを起こして打
ち捨てられてしまうことが分かった．私たちは，機器
を設置するだけでなく適切な利用のサポートも必要だ
と学んだのである．
われわれのこうした活動は，被災地の人々に必要な
情報を届け，あるいは発信するのを支援するというい
みでは，標準的な情報ボランティアとミッションを同
じにしている．ただ，ボランティアが情報を発信した
り取りまとめたりするのではなく，被災者自身が情報
機器を用いて，コミュニケーションができる状況を作
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４－１．「思い出サルベージ」の情報ボランティア
さて，こうした情報ボランティア活動を続けていく
うちに，津波によって被災した写真やインターネット
上に残っている写真をスキャンしてプリントアウトし
たい，といったニーズに触れることが出てきた．大切
な思い出の写真なので残したいというケース，被災証
明に使いたいというケースなどがあった．被災写真は，
津波の中で泥をかぶった海水に浸されたせいで，相当
に痛んでいるものが多く，放置しておけばどんどん腐
食が進んでついには画像が流れ落ちてしまう．私たち
は，スキャナーを使って写真をデジタル化し，フォッ
トレタッチの技術によって泥で汚れてしまった写真を
デジタル修復したり，デジタル化してそれ以上腐食が
進まない形で保存できるようにしたりして，避難所な
どで知りえたニーズに応えていた．
こうした流れの延長として，山元町役場からの相談
を受けて，5 月の連休から「思い出サルベージ」プロ
ジェクトが始まった．山元町内に救援に入っていた自
衛隊などによって集められていた約 70 万枚の被災写
真を，できるだけよい形で管理しつつよい形で本人に
返却するというミッションである．行政との関係は，
こうした経緯から，単に行政サービスの不足を補完す
るという関係ではなく，ミッションを共有し，その実
現について相互に相談し協働し合うという関係が構築
された．町は，主に活動場所，宿泊場所，人件費，広
報手段等を提供し，支援チームは，人材，専門知識と
技術，ネットワーク，企画と運営などを担当した．
「災害ユートピア」（ソルニット 2010）という言葉が
あるが，通常の状態ではなかなかあり得ない貴重な官
民協働の事例の一つになったと思われる．
「思い出サルベージ」の活動が，経緯としては，従
来型の情報ボランティアとしての活動の延長にあるこ
とは４－１ですでに確認した．「思い出サルベージ」
を情報ボランティアとして性格づけるとき，興味深い
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のはここで取り扱われる情報の性格である．「思い出
サルベージ」の取り扱う情報は，写真に表現されてい
る情報であり，ボランティアにとってもその情報の意
味や価値は明らかではない．その写真の本人が見つか
っていないところからスタートし，本人がその写真を
見つけたときにようやく写真を本人に返却できるのだ
が，まさにそのとき初めて私たちはその写真の意味を
推測的にうかがい知る機会に恵まれるのだ．固定的な
価値・意味・内容を持った情報を自分たちで発見し，
必要なところに運ぶという従来のモデルは通用しない．
被災写真を情報としてでなく，モノとして扱うアプ
ローチも考えられる．つまり，持ち主不明の落し物で
あるから，そのモノを本人が探しやすく並べて，本人
が見つけたら持っていくという活動モデルである．こ
の場合，仮に心をこめて洗浄するにしても，モノとし
ての洗浄であるなら，その活動は情報ボランティアと
は言えないだろう．「思い出サルベージ」の活動は，
被災写真を情報として取り扱ったところに大きな特色
があり，これによって，各地の写真救済プロジェクト
のモデルの一つと見なされることになった．
被災写真を情報と見なすことによって，私たちは洗
浄においてはその情報の意味を考えて，洗浄の仕方を
調整することができた．また，情報と見なすことで被
災写真の複写によるデジタル化，そして画像情報とし
ての利用の道が開けた．例えば，画像認識の技術を使
って，写真を探しに来た被災者とその方の写っている
写真をマッチングする技術を導入した．また，デジタ
ル化した情報をプリントアウトして見やすい冊子を作
って，写真本体は奥の方に置いておくことで，70 万枚
の泥をかぶって汚れてしまった写真を一枚一枚チェッ
クするストレスを軽減したりすることも可能になった．

れている．災害に限らず，こうした情報が破壊された
り悪用されるとき，人はダメージを受ける．従ってこ
れらの情報が適性に使われるように工夫したり，再生
したりすることは社会情報学的な課題である．「思い
出サルベージ」の活動から得られた知見は，こうした
情報についての当事者の主体性を尊重する支援の必要
ということであり、この知見は災害情報ボランティア
に限らず，情報社会への社会情報学による参加につい
て広い射程を有すると思われる．
最後に，「思い出サルベージ」における行政と支援
チームの協働は，情報社会ガバナンスにおける有効な
協働の手がかりを与えていると思われる．従来モデル
で示したような行政や市場の補完としての市民活動で
は，行政の下請け，利益の上がらない仕事のしぶしぶ
の引き受けということになりがちである．市民と行政
や企業との間の対等で積極的な協働は現状では実現は
難しいと言われるが，「思い出サルベージ」では，い
わば「災害ユートピア」的状況の中で，意外にすんな
りと実現したような印象であった．今後は，こうした
現象を含めたアクターの相互作用と思想の関係につい
て，より詳細な分析を進めたいと考えている．
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被災写真の検索・共有アーカイブの検証
―「思い出サルベージアルバム・オンライン」の技術的分析―
Discussion of Technological Approach of The Project “Salvage
Memories” to Return Photo Albums Lost in Disaster Area
1

○服部 哲
Akira HATTORI
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Abstract In this paper, I provide technical analysis of The Project “Salvage Memories”. The project
developed an archive system to return photo albums lost during the earthquake and massive tsunami on the
day of March 11th 2011. The system has a great potential to hand regional memories, which have been
fading in the disaster area, on to the next generation. I discuss the benefits and problems of the archive
system.
キーワード

データベース, アーカイブ, 地域の記憶, ネットワーク, パソコン愛好会

１．はじめに
3.11の東日本大震災で被災した写真やアルバム（以
下，被災写真）をすべて持ち主に届けるために「思い
出サルベージアルバム・オンライン」は開始され，
2011年5月から9月にかけて，山元町で回収された70万
枚超の写真を洗浄・複写しデジタル化してきた．被災
写真を返却する取り組みは各地で取り組まれている1)．
それらに対し，山元町での本プロジェクトの特徴は情
報技術（IT）の積極的な活用にある．
膨大な写真の中から自分の写真を見つけ出すことは
極めて困難なことであろうが，山元町のように地元の
人間関係が本来豊富な地域では，地元の力を結集し被
災写真を探すことによって，その持ち主が発見される
可能性は大きく広がると考えられる．そのために情報
技術を利用した3つの仕組み，インデックスカタログ，
被災写真の検索・共有アーカイブ，画像認識システム
を「思い出サルベージアルバム・オンライン」では考
案し実践してきた．それぞれ，アルバム内の代表的な
写真数枚をカタログ化たもの，キーワードでアルバム
を検索できるようにしたもの，顔画像認識技術を活用
し被災写真を検索可能にしたものである2)．
そのうち，被災写真の検索・共有アーカイブには他
の2つの仕組みにはない，地域の記憶の蓄積・伝承と
いう機能がある．3.11以降，被災地では住民の流出が
加速し，地域コミュニティが喪失しつつある．その結
果，地域の記憶の伝承が途絶え，地域そのものが消滅
するという危機に直面している．その記憶をつなぎと
め，後世に残してくことは不可欠である．そのため，
本稿では情報技術を活用した3つの仕組みのうち，被
災写真の検索・共有アーカイブに着目する．
本稿では，被災写真をアーカイブするとは何を意味
するのかを議論し，その後，被災写真の検索・共有ア
ーカイブの構築，利用，効果，およびそれらの過程で
生じた課題について，理工系よりの社会情報学の研究
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者という立場で検討する．最後に，アーカイブの将来
像をITリテラシー教育と関係付けて展望する．

２．写真のパワーとアーカイブ
被災写真をアーカイブするとは何を意味するのか．
言葉の表層だけを見れば，被災写真のアーカイブは被
災した写真やアルバムをデジタル化しデータベース化
することであるが，もちろんそれだけではない．それ
を理解するためには「写真とは何か」，つまり，「津
波が押し流したものは何なのか」という問題を問わな
ければならない．
被災写真を洗浄していると，七五三の写真，運動会
の写真，卒業式の写真，成人式の写真，結婚式の写真
など，人生の節目の写真が数多く津波で泥まみれにな
ってしまったことに気づかされる．それぞれの家庭で
大切に保管されている写真の多くは家族や友人といっ
しょに写したものである．写真は生きてきた証であり，
長い人生の一コマであり，家族や地域とのつながりの
証である．そこには「個人の記憶」が，「地域の記
憶」が，そして「つながりの記憶」が記録されている．
つまり写真には複眼的に見る地域の記憶がネットワー
クされているのである．
しかし東日本大震災の津波は膨大な数の写真を押し
流した．それと同時に津波は写真によって想起されう
るさまざまな記憶をも根こそぎさらっていった．その
結果，写真のパワーによって容易にアクセスできたで
あろう「思い出」，あるいは回想し記憶化されうる
「歴史」は，地域から消失する危機にさらされている．
被災写真をアーカイブするとは，個人の，そして地域
の多元的な記憶をネットワーク化し，容易にアクセス
可能にすることである．

３．被災写真の検索・共有アーカイブの構築と
利用
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３．１ アーカイブの概要
本アーカイブはニフティ株式会社のコンテンツ管理
システム（CMS）を基盤として構築されている．被災
写真の中にはアルバムから剥がれてしまった，あるい
は最初からアルバムに収められていなかったために一
枚一枚バラバラになってしまったもの（以下，バラ写
真）もあるが，本アーカイブでは被災写真のうちアル
バムを対象とし，地区名やキーワードからアルバムを
検索することできる（図1）．具体的にその機能は大
きく，(1)キーワードによるアルバムの検索と，(2)ア
ルバムへのキーワードの付与の二つである．被災写真
を探しに来た人は，たとえ本人の写真やアルバムを見
つけられなくても，近所の人や友だちの写真を発見す
ることは多々あり，また，写真を見ながら思い出を語
ることもある．それらを写真を探すための手がかり情
報としてアーカイブのデータベースに蓄積し，キーワ
ード検索の対象とするのである．これにより，被災写
真を発見しやすくし，かつ，地域の記憶の蓄積が行わ
れる．
３．２ データベースの設計
データベースの設計はその仕様＝スキーマを定義す
ることであり 3)，その結果はデータベースの利用のし
やすさに影響する．被災写真の場合，いくら災害時に
備える努力がなされていたとしても，データベースの

図１

対象があらかじめモデル化されていることは常識的に
考えられない．したがって，「思い出サルベージアル
バム・オンライン」では，アーカイブのデータベース
のモデルを設計することから行い，それに基づいてス
キーマを検討し，結果的に二つの CSV を作成した．
それらは，アルバムそのものを管理する CSV とアル
バムの中身の一つひとつの複写データを管理する CSV
である．
しかしこれら二つの CSV を，地域の多元的な記憶
をネットワーク化するという視座から評価すると，
個々のキーワードをひとつのフィールドにまとめて蓄
積いるため，それらのつながりを十分に表現できてい
ない．個々のキーワードをアルバムに関連付け，それ
らを一体的に管理できるようなデータベース構造とす
べきであろう．
３．３ データの登録
アルバムをアーカイブに登録するまでにどれくらい
の時間を要するのか．本節では，100 冊のアルバムを
登録するまでにかかる時間をまとめる．
まず初めに，作業用パソコンにアルバムの中身を複
写したデータ（以下，複写データ）をコピーするため
に 1 時間かかる．次に，複写データを確認するために
1 時間，複写データを回転したり縮小したりするため
に 1 時間かかる．アルバムの表紙や代表的な写真をそ
のアルバムのフォルダにまとめる作業や CSV
ファイルの作成にはあまり時間が必要なく，
それぞれ 15 分程度である．これは，本プロ
ジェクトのオリジナルツールの効果である．
アルバムフォルダ内のデータを FTP でアップ
ロードするために 1 時間必要となる．FTP に
よるアップロードでは，最初の立ち上げだけ
実行すれば，それ以降は別の作業を実施でき
るが，回線の影響で不定期に FTP サーバとの
接続が切断されてしまうこともあるため，定
期的に動作状況を確認する必要がある．最後
に，アップロードされた CSV ファイルからア
ルバムをアーカイブに取り込み HTML ファイ
ルを出力するために 1 時間必要となる．した
がって，100 冊のアルバムをアーカイブに登
録するために，およそ 5 時間 30 分必要となる．
ニフティ株式会社のアーカイブ担当者の話で
は，精一杯の努力をして，500 冊のアルバム
を登録するのに 1 週間（＝5 日間）を要する
ということであった．
アーカイブへアルバムを登録する際，デー
タの分散・散逸という課題があった．複写デ
ータは手元にあるがインデックス用データが
届いていないというように，アーカイブ担当
者の手元にデータがそろわないのである．被
災写真を複写する現場とインデックス用デー
タを作成する現場とアーカイブを構築する現
場とがそれぞれ地理的に離れているため，複
写データを東京方面に持ち帰ったり，インデ
ックス用データを東京近辺でやり取りしたり

アーカイブによるアルバムの検索
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する必要があった．そして，データも散逸した．そも
そもデータが一箇所にまとまっていたわけではないの
で散逸とは言えないかもしれないが，しかしそれでも，
データがさまざまなところに分散していた．主な原因
は，インデックス用データ作成のために複写データを
作業用パソコンにコピーしておく，念のためデータを
バックアップしておく，などであろう．

３．５ 返却数に見るアーカイブの効果
2011 年 6 月から 2 月までの被災写真（バラ写真とア
ルバム）の返却数を図 2 に示す．また，図 3 は同時期
の入館者数の推移である．
一般に被災写真の返却は，写真やアルバムの公開当
初に向上し，その後は急激に減少すると予測されるが，
8 月と 9 月を見ると，来館者数の急激な減少にもかか
わらず，返却数の急減はない．アーカイブの導入が 8
月と 9 月の急減を防ぐことができたひとつの要因と考
えられる．ただし，すべての地区のアルバムがアーカ
イブに登録されていたわけではないため，慎重に効果
を分析する必要はあるだろう．
顔画像認識システムが開始された 11 月は，その効

３．４ アーカイブの利用状況
2011 年 7 月末のアーカイブの利用開始後，筆者がは
じめて山元町を訪れたのが 8 月 13 日であった．その
間にどのようなキーワードを利用してアルバムが検索
されたのかを，Web ブラウザに残された履歴を見るこ
とで調べ，キーワードの種類ごとに使用回数をカウン
トした．
その結果，延べ 200 件近く
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返却数は 7 月から漸減傾向にあり 10 月で大きく落ち
込んでいるが，11 月の返却数は増加に転じている．来
館者数も影響しているかもしれないが，アルバムの返
却数は来館者数に比例していない．
３．６ 地域の受け入れ
筆者の知る限り，地域の記憶の保存・伝承というよ
うなアーカイブの使われ方はいままでのところ行われ
ていない．
被災写真の検索・共有アーカイブを地域のグループ
ウェアと見なすこともできる．それは，「東日本大震
災からの復興」という共通の目標を持つ地域の人々を
支援し，共有作業環境へのインタフェースを提供する
システムである．社会学的視点にもとづいてジョナサ
ン・グルディンが指摘した，グループウェア開発の課
題 4)に従えば，被災写真のアーカイブが地域で受け入
れられるには，それを使う個人が恩恵を受け，地域と
しても利点がなければならない．また，それが有益な
ものとなるためには，初期の利用者は地域全体のこと
を考えて積極的に利用しなければならない．
「思い出サルベージアルバム・オンライン」では，
アーカイブ公開の当初，登録されたアルバムも付与さ
れた手がかり情報もどちらも少なかった．アルバムの
登録数は時間の経過とともに少しずつ増えていったも
のの，手がかり情報，特に地元の人たちからのものは
少ないままであった．そもそもアーカイブを利用する
人，つまり，ふるさと伝承館に写真を探しに来た人の
目的は，地域の記憶・つながりの記憶を蓄積すること
ではなく，自分や家族の写真を発見することであった
はずである．そうであるなら，インデックスカタログ
や顔画像認識システムを利用したほうが，写真が発見
される可能性は高い．
アルバムの検索という側面に限れば，発見例もあり，
被災写真の検索・共有アーカイブはその役割を果たし
たであろう．しかし，地域の多元的な記憶をネットワ
ーク化し保存伝承するという観点からは，これまでの
ところ，そのような使い方はされていないし，そもそ
もそのような使い方は難しかったのではないだろうか．
今後，本来の意味でのアーカイブを，つまり地域の記
憶の保存・伝承というコンセプトを被災地にどのよう
に導入するのか，その過程も含めてアーカイブを改め
て設計しなおし実践する必要があろう．
一方で，アーカイブへのキーワード入力が徹底され
なかったことも指摘しておきたい．アーカイブの初期
の利用者は本プロジェクトのメンバーも含まれる．
「思い出サルベージアルバム・オンライン」では，被
災写真の返却過程で数多くの手がかり情報が収集され
た．しかし，それらのほとんどはアーカイブに入力さ
れなかった．アーカイブをどのように使っていくのか，
プロジェクト全体でコンセンサスが得られていなかっ
たのかもしれない．

わるだけで，キーワードや地区からアルバムを検索す
ることができる．情報技術を使いこなすための少しの
スキルを身につけることで，地域の記憶のネットワー
ク化・保存・伝承に参加できるようになるのではない
だろうか．
山元町では 2012 年 9 月から翌年 2 月にかけて生涯
学習・協働教育を念頭に情報技術の基礎から応用まで
を学ぶための教育支援プログラム（愛称は「山元復興
学校」）が実施された．そこでは，基本的なパソコン
スキルから地域を再び「つなぐ」ための SNS リテラシ
ー，さらには映像制作スキルまでを含む IT リテラシ
ーを涵養し，その IT リテラシーによって「被災地か
ら失われつつあるコミュニティ」を力強く復活させよ
うと試みた．これに関する報告は別途行うつもりであ
るが，教育支援プログラムの成果の一つとして，パソ
コンを楽しく学びあい，地域コミュニティを育むため
の場＝パソコン愛好会が，山元復興学校の受講生たち
により立ち上げられた．これまでは受け身で教育支援
を受けていた人たちが主導権を握り，自分たちのスキ
ルを磨くために，毎月 1 回ではあるが，集い，パソコ
ン学習に取り組んでいる．パソコン愛好会では地域
SNS を活用して，山元町の復興の過程を記録し後世に
伝承しようとしている．この取り組みについては，ま
だ話し合いが行われた段階ではあるものの，一部の先
進的なメンバーは地元ならではの「今」の情報を地域
SNS 上で発信し続けている．
「思い出サルベージアルバム・オンライン」で構築
したアーカイブが山元町のパソコン愛好会と連携する
ことで，これまでの地域の記憶・つながりの記憶を次
世代に継承し，新しい未来を構想するためのツールと
して，またそのための場所として活用され，町の人た
ちによって主体的に運用管理されるようになれば，そ
のアーカイブは自立的・継続的に発展し，地域の記憶
をネットワーク化しつづけ，山元町の「記憶のよす
が」として永続するのではないだろうか．
そのためには，被災写真の検索・共有アーカイブに
は改善の余地は数多く残されているし，写真のレタッ
チや共有，プライバシーの問題などの課題もある．こ
れらの課題を慎重にクリアしていくことが今後の課題
である．また筆者は，パソコン愛好会のメンバーと協
力しながら，山元町の復興の過程を記録し，その効果
を長期にわたって検証したい．
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被災写真の検索・共有アーカイブのユーザインタフ
ェースは非常にシンプルである．その使い方を少し教
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Abstract This paper shows information communication technology can work as a Tool for
“Story” of people and communities through disaster relief activities of The Society of
Social‑Informatics young resercher’s group “SSI‑BJK”. The contents of activity are as
follows. Applications of information technology to return photo albums Lost in disaster
area, cooperation activities with people of the area using the application, a blog by
community FM.
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１．はじめに
本稿では，社会情報学会（2012年度まで日本社会情
報学会）若手の会（以下，SSI‑BJK）による，津波に
よる甚大な被害を受けた宮城県山元町における被災写
真のアーカイブ構築・返却，地域内の災害臨時FM支
援・中学校による情報機器の活用支援といった活動を
とおして，情報技術を用いた地域復興支援を，災害に
よってうしなわれた，あるいは変容した個人とコミュ
ニティ・地域の〈物語〉の再構成を補助する手段とし
て位置づけたい．
被災写真のアーカイブ構築・返却活動においては，
被災写真が個人や家族の記憶を想起させるものとして
その返却が進められたこと，地域においては情報技術
とそれを用いた活動が地域内の結びつき，つながりを
強めるツールとして機能した．本稿の目的は，この記
憶とつながりのための機能を〈物語〉という呼称で位
置づけることにより，情報技術を用いた地域復興支援
の効果を，建物や道路や食料といった物理的な支援，
いわばハードウェア的支援と車輪の両輪を成す，いわ
ばソフトウェア的な支援のひとつとして位置づけるこ
とにある．

２．記憶とつながりの手がかりのメディアとし
ての情報技術
(1) 個人の写真，家族の写真，地域の写真
東日本大震災にともなう津波は海辺の町に住む個人
の写真を根こそぎさらっていった．宮城県亘理郡山元
町において，自衛隊や消防段により回収された写真を
デジタル化することによって返却する活動「思いでサ
ルベージアルバム・オンライン」1)は，このような写
真を被災地の個人に返却するというものであった．
また，写真はしばしば家族のものである．家族単位
でアルバムが保存され，時々の閲覧に供される．写真
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の返却はしばしば，被災地ではその一部を失った人が
多くいる家族のつながりを思い起こさせるものであり，
別の家族や親族にそれを届けるといった，被災後のつ
ながりをもたらすものでもあった．
さらに，写真には地域で共有されるべきものがあっ
た．代表的な例が卒業アルバムである．津波でこれを
なくした人は多くあったが，流され発見された卒業ア
ルバムの所有者はほとんどの場合不明である．そこで
卒業アルバムのデータを学校等から提供してもらい，
デジタル化した卒業アルバムのプリントアウトを希望
者に返却するという活動をおこなった．また，デジタ
ル化した写真のアーカイブ等の手がかりを携えて仮設
住宅を訪問し，写真探しをイベントとして実施するこ
ともおこなわれた．写真を探す際にはしばしば「これ
は誰それさんの写真だ，届けてあげよう」といったせ
りふが聞かれた．また，イベント以外での写真返却の
場，イベントとしての場ともに，写真を見ながらの会
話が繰り広げられることが非常に多かった．
(2) 地域内外への発信メディアとしての情報技術
一方で，被災後の地域の重要なミニコミで情報技術
による支援が高い効果を発揮した例もある．山元町で
被災直後から 2013 年現在まで放送を継続している災
害臨時 FM「りんごラジオ」のブログである．
りんごラジオは被災者向けの緊急性の高い情報発信
にはじまり，ブログで外部への情報発信もおこないつ
つ，混乱のおさまりと並行して娯楽情報を増やすなど
時期に応じた舵取りをおおこない，震災後一年以降を
復興期と位置づけて，コミュニティ回復・再構成のた
めの情報発信へとシフトしている．住民の声が情報と
して電波に乗って流通することもしばしばある．たと
えば局長が山元町で暮らす人々に 3 月 11 日の体験を
尋ね，それをそのまま放送した「私の 3 月 11 日」な
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どである．
SSI‑BJK ではこのりんごラジオに対して，開局直後
からの機材提供，現地での機材使用のためのボランテ
ィア派遣，ブログ開設および運営補助等をおこなって
いる．
筆者がこのりんごラジオ局長にインタビューを実施
したところ，りんごラジオのブログは，局長により，
ラジオの補完メディアとして明確に位置づけられてい
た．ラジオにない町外への発信，視覚情報の掲載が可
能といった性質を受けてのことである．
また，もうひとつ重要な差異として，蓄積性を指摘
したい．ブログには目に見えるかたちで「311 からの
日々」が積み重ねられている．被災後の転出者にとっ
てこれが価値を持つことは想像に難くないが，アクセ
ス数から推測するに閲覧者はほとんどが町外の人であ
る．マスコミ報道等でりんごラジオについて知った，
あるいは山元町に縁があって検索したなどの理由でた
またまブログを名にして引きこまれて読んだ人，ブロ
グ自体の評判を耳にして読んだと推測される．

３．〈物語〉再構成の手段としての情報技術
(1) 〈物語〉は誰に対して語られるべきか
これらの活動事例をもとに，以下，大規模震災から
の恢復の過程における記憶とつながりの役割を〈物
語〉として位置づけ，その作用について論じたい．
記憶とつながりは「私たちはかつてこのようであっ
た」「私たちは現在このようである」という認識をも
たらす．人々の持つそのような認識をここでは〈物
語〉と呼ぶ．
第 2 項で述べたように，個人の写真は記憶を補助し，
写真を閲覧した段階での人生に過去のあるできごとを
位置づける機能を持つ．逆にいえば，一枚の写真もな
い過去があいまいになることもありうる．年齢を重ね
れば記憶があいまいになるのはごく一般的なことであ
る．写真は消えていく記憶をせき止める役割をはたす．
個人の写真を，過去への手がかりとして返却する活動
は，災害という大きな傷を負った個人の人生の続行に
大きな役割をはたす〈物語〉の鍵を取り戻すことを助
けた，といってもよいだろう．
また，被災写真返却は個人のみならず，家族と地域
にとっての記憶のよすがでもあり，さらに，被災後に
かつてのつながりを取り戻すよすがとなったり，新し
いつながりをもたらすものであることが示された．さ
らに，りんごラジオブログの例から，情報技術が被災
地についての情報を継続的に発信・共有する場ともな
ることが示された．
これらはなにを意味するか．大規模震災からの恢復
の過程における〈物語〉は個人にとどまらず，地域に
とっても重要な役割を果たしうるというのが，筆者の
主張である．
災害はいうまでもなく人々を，そしてその集合であ
るコミュニティを大きく傷つける．傷つきからの心的
な回復（あるいは傷ついたままでどうにか生きていく
こと）において大きな役割を果たすとされているのが，

当事者の語りや，その対象のおこなう行為としての傾
聴や問いなどである．病や災害などの当事者への支援
に関する複数の議論で，当時者が傷つきや困難につい
て語り，共有し，みずからの人生にとっての意味づけ
をおこない，ある種の内的な秩序を獲得することの効
果が論じられている(2．ここから，災害に遭った人々
への支援の一部として語りの場をもうけることが提案
され，実施されている．
この種の議論で対象となっているのは個人の，たと
えば精神医療の場における語りである．そしてそれを
もたらすものはたとえば医療行為であり，たとえば個
人間の情愛や善意などのよき感情，あるいは関係性そ
のものである．それらによる語りの支援が重要である
ことは言うまでもなく，だからその相手をもたらす被
災地支援といったときには，たとえば医療従事者，医
師やカウンセラーといった人々の派遣が想定されてい
る．それらはもちろん重要な支援である．
しかし，被災した人々が内的な秩序を獲得するため
の語り（本稿ではこの種の語りを，仮に〈物語〉〈物
語る〉とする）は，医療従事者等の外部の人々との関
係性においてのみ支援されるべきものではないと筆者
は考える．〈物語〉は，傷ついた者自身が，自身とお
こなうものであり，医療者等は必要に応じてこれを補
助する．日常の場では多くの場合，問題なくこのモデ
ルが成立するが，被災地においては〈物語〉の手がか
りも被災している．そのひとつが写真であり，それを
取り戻すためのツールが被災写真アーカイブなのであ
る．
(1) 地域における〈物語〉の役割
地域コミュニティ全体が影響を受けるサイズの災
害があった直後に起きるのは，第一に情報の不足であ
る．とくに山元町においてはマスコミ取材の偏りなど
により，町内での情報共有だけでなく，町外への情報
発信もきわめて制限される事態となった．津波被害に
関する報道は宮城県の中でも比較的北よりの地域に大
きく偏り，地元紙である河北新報においてさえ，社員
から「県南の軽視」が問題視されるほどであった(3．
被災直後の混乱がある程度おさまったあとでも，大
量の被災者がもとの地域コミュニティとは異なる集団
を構成して避難生活を送らざるを得なかった．うしな
われた人がその差異のもっとも大きな要素であること
は言うまでもないが，その他にも多々ある．仮設住宅
が建設されたが，必ずしも同じ土地にいた住民ばかり
が集まっているのではない．そもそも山元町では集合
住宅に住んでいる人は少数派で，集合住宅をつくった
段階で必然的に交際範囲と異なる人間の寄せ集めにな
る．そのうえエリアも異なるのであれば，知らない人
ばかりいるという状況にもなりかねない．さらに県外
への流出も著しい．
コミュニティが生物であれば血液にあたるのが情報
である．構成員によるコミュニケーションがコミュニ
ティを成立させつづけ，コミュニケーションには情報
が付随する．この場合の情報とは有益無益や意味を問
わない．「あらこんにちは」も情報である．山元町で
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は被災後，このコミュニケーションの流通経路がずた
ずたに寸断されたといってよい．
震災のトラウマからの回復に知が果たす大きな役割
が指摘されているが，そのための情報共有がきわめて
不足している状況であったといえよう（もちろん情報
＝知ではないが，知は少なくとも情報である）．
被災写真をアーカイブ化することは，本来個人とそ
の親密な人間関係に限定されるべきであった写真が町
内の人々の閲覧に供される，すなわち共有されること
をも意味する．もちろんその目的は所有者の発見で，
もっといえば写真を通じた個人の思い出のよすがの返
却であるが，いったん共有されたそれは，べつの効果
をも発揮する．たとえば他人の写真であっても，「あ
あこれは私が子どもだったころの山元だ」「そうそう，
ここ建てなおされたのよねえ」といった感想が生まれ，
地元にまつわる記憶が刺激される．さらに「これ，私
の弟の友だちの入園式です」といった手がかり情報
（この例は筆者が聞き取ったものだが，返却活動にお
いてはこの種の情報が日常的に寄せられる）の提供は，
地元の人々や場とのつながりを再認識させる．はなは
だしくはその場で携帯電話を操作し，「門間さん？お
久しぶり．いま伝承館（被災写真を返却している公共
施設）にいてね」と話しだす．コミュニケーションの
直接のきっかけになっているのである．
もう少しフォーマルな例では，卒業アルバムの共有
活動が挙げられる．写真そのものが被災前からコミュ
ニティに共有されており，学校− 支援組織といういさ
さか公的なつながりが生まれ，さらに学校同士の連携
や，写真のデータが残っているか写真館に問い合わせ
るといった，他機関との連携にもつながっていく．
意図的にアーカイブをツールにした地域のアクター
との連携としては，中学校との協働が挙げられる．中
学校長にインタビューをおこなったところ，外部組織
とのつながりのもたらす教育効果が明確に意図されて
いたこと，子どもたちが地域とのつながりを再認識す
ることの重要性を校長が強く意識していたことがあき
らかになった．この学校では，被災写真アーカイブは，
写真共有による地域内・（地域に利益をもたらす）地
域外とのつながりを生むツールとして意図的に使用さ
れていたといえる．
さらに，仮設住宅での返却イベントでは，写真返却
そのものもさることながら，人々が集まり話をする場
としてのイベント性それがとくに強く必要であるとさ
れたのは，仮設住宅がもとのつながりを絶たれた場で
あり，かつテンポラリな，つまりその場での関係性の
生成が促進されないことが予測される場だからである．
アーカイブを用いた返却を通じ，被災と地域に関する
語りを喚起し，仮設住宅というコミュニティをいわば
良き物語の場（にもなりうるもの）として感じてもら
うための仮設返却イベントは，すなわち共有していた
〈物語〉を津波によって押し流された人々への，その
よすがを手渡す機会であり，新しい〈物語〉の醸成を
うながす活動なのである．

４．〈物語〉のための情報技術の否定的側面
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記憶の想起は必ずしも個人やコミュニティに肯定的
作用だけをもたらすのではない．とくに東日本大震災
のような大きな傷となるできごとの後には，それ以前
の風景ひとつが「今はこうではない」という傷をもた
らしかねない．返却の現場では，「どうしてこんなも
のをとっておいたのか」「見たくなかった」「そちら
で処分してください」といったせりふも聞く．そのた
め，写真の持ち主や関係者がそれを避けたいときに避
けられる自由を保持し，よき〈物語〉に結びつくよう
なタイミングややり方で返却することを心がけること
も，支援者にとって重要事項となる．
しかしそこには正解がない．知ってもらわなくては
利用されず，知ってもらうための活動がどこから（あ
るいははじめから）負の効果をもたらすかは相手と刻
一刻変化するその心情と，それに場によって大きく変
わる．支援者は手探りで進むしかない．いささか抽象
的ではあるが，外部からやってきて他者の〈物語〉に
参入しようとするおこない（「支援活動」）自体が，
支援としての効果をもたらすと同時に潜在的な加害の
一種である，と言ってもよい．このような観点に立っ
たとき，たとえば膨大な量の写真を手軽に仮設住宅に
持ちこむことを可能にする情報技術は，加害を増幅す
る装置となる．
支援者と被支援者のあいだには権力の非対称性があ
る．返報性が担保されないという事実だけでも，被支
援者は心的に疲弊する．だからこそ，卒業アルバムの
部分で述べた中学校長が意図していたように，自分た
ちで自分たちを助けることが疲弊からの回復につなが
り，子どもに対しては教育効果を生む．助けようとす
る者がそうした事実を想像しないのは端的な罪であろ
う．
ほんとうは誰だって助けられたくなんかない．助け
るほうがいい．いい気分になる．いい気分なので誰だ
ってほんとうは助けられたくなんかないことを忘れる．
それがエスカレートすると生じるのが，助けられる立
場の強要，みずからの能力をもって役に立ったという
〈物語〉への出演の強要である．自己の内的秩序の獲
得のために被災者の内的秩序をかき乱すこの種のふる
まいは，「物語的搾取」とでも名づけるべきものであ
る．権力の非対称性のある場では簡単に暴力が生まれ
うる，そのような場で非暴力を学ぶのがケアというも
のである，と上野千鶴子は書いているが(4s，この言を
借りれば，「物語的搾取」をおこなう者はその学習に
失敗している．
支援者はそこでやりとりされている〈物語〉の存在
を察知し，ときに自分が求める物語的ななにかを禁欲
しなければならない．そこに一義的な正解がなく，支
援者はすべて潜在的な加害者であるとすると，ためら
わない者，みずからの正当性を信じて疑わない者は
「非暴力の学習」に失敗するだろう．〈物語〉の場に
あって権力の側にいる者は，それが暴力になりうると
き（常時といってもよい），すなわち躊躇すべきとき
に躊躇する能力を持っていなければならない．ためら
い，立ち止まること．それは支援者にとっての，いわ
ば必修科目であるといえる．

連携報告
しかしながら，情報技術は記憶の想起におけるダメ
ージを減少させることもできることもまた事実である．
たとえば被災写真アーカイブは，デジタル化によって
被災写真のある種の生々しさを軽減した．被災写真は
洗浄ののちにデジタル化されたが，写真洗浄の現場で
はしばしば，洗浄担当者が心理的なダメージを口にし
た．筆者もひどく損傷された写真をそっと洗っていて，
どれだけそっとしても画像がずるりと剥けてしまった，
そのときの心持ちは，ほとんど傷ついたといって差し
支えないものだった（被災写真は腐蝕により，汚れの
洗浄に耐えないことがしばしばある）．赤の他人でさ
えそんなぐあいなので，持ち主や被写体や被写体を愛
する者が汚損された写真を目にしたときのダメージは
察するに余りある．
ところが，同じ写真洗浄の現場にいても，複写デー
タを PC に入力しているときにはそうしたダメージは
薄い．目に入る写真の数ははるかに多いのに，デジタ
ル化されたことによってある種の質感がうしなわれる
せいか，その向こうに距離感を感じさせるモニタの効
用か，そこまでのつらさを感じない．いい写真だなと
思ってにこっとするような余裕がある．これはあくま
で個人的な，主観的な感覚の描写であるが，同様のせ
りふは写真の持ち主をふくむ何人もの関係者から聞い
た．被災写真アーカイブは，このような作用を熟知す
るコンセプト立案者・システム設計者・運用者によっ
て成立した「やさしい技術」であったといえる．

５．今後の活動—結びにかえて
本稿では，個人のみならずコミュニティ・地域にと
っても，被災からの回復に〈物語〉が大きな役割を果
たすことを，事例を挙げながら論じてきた．
被災の後にはいくつかのフェーズがある．ここでは，
被災直後の混乱期（避難所があった時期），取り急ぎ
の身の危険は去ったもののイレギュラーな要素が多い
時期（仮設住宅建設後から被災一年後），そして復興
後の新しい「仮設」ではない生活をつくりはじめる復
興期（被災後一年以降），としよう．
被災写真の返却は 2013 年度からメンバーの一部を
変更した任意団体によりゆるやかに継続されているが，
復興期には復興期なりの〈物語的支援〉がありうる．
そこで始動したのが，復興支援としての情報技術教育
プロジェクトである．
これまでに述べてきたように，人々が物語り，それを
共有することは，個人とコミュニティの心的回復に強
い力を発揮する．復興期は被災地の人々が新しい生活，
未来をつくっていく時期であって，その際には過去と
のつながりを再認識することが欠かせない．過去のな
い人間は未来を描くことができない．記憶に障碍を負
ったときに長期的な構想や希望を持ちにくくなること
はよく知られている．これを個人だけでなくコミュニ
ティにも敷衍すると，人々が過去と現在の記憶を想起
し，共有し，そして語ることが，未来を描く際には不
可欠と考えられる．一方で，支援者が提供できるもの
は，当座をしのぐ物資から人々が後々活用できる資源
へとシフトしていかなければならない．情報技術をあ

やつる能力はそのひとつになりうる．
そうして構想されたのが，情報技術の能力を身につ
けながら，過去と現在を物語りそれを共有する場をつ
くる教育プログラムと，それを提供する場としての
「山元復興学校」である．このプロジェクトは山元町
生涯学習課の「ICT 推進事業」に取り入れられ，研究
者とボランティアによる組織と山元町の協働で実施さ
れ，2013 年度現在はその参加者による「山元町パソコ
ン愛好会」が立ち上がり，SSI-BJK はその支援をおこ
なっている．
2012 年度に実施したカリキュラムの具体的な内容は，
PC やインターネットの基本的な使い方を教えるコー
ス，それに SNS を利用するコース，デジタルカメラに
よる動画撮影とシェアのコースであった．
SNS のコースでは河北新報社の運営する地域 SNS
「ふらっと」を利用，「私の町」「私」について書く
という課題を設定して，新聞記者の参画を得て書くこ
とについての指導もおこなわれた．本節のテーマであ
る〈物語〉上重要なことは，語りを洗練させるプロセ
スがあり，参加者同士でそれをシェアし統合，発信す
ることである．このことはすなわち，個人と地域の物
語を当事者が目に見えるかたちにまとめ，さらにそれ
を地域の人々と共有することを意味する．
また，動画撮影のコースで撮影するのも，被災者に
とっての「私の町」である．カメラの操作を教わりカ
メラのスイッチを押せば，まずは誰でも映像を撮るこ
とができる．文章に興味のない人や子どもにも参加し
やすい．それに，映像には映像にしか伝えられない豊
かな情報がふくまれる．映像はその情報量によって容
易に「語り」を惹起する．そしてそれが共有され，
「語り」をふくめてシェアされ，蓄積される．
すなわちこれらは，情報機器の操作能力習得を通し
て，復興期に「私の町」「私」について語るための場
を作ることを目的とする教育プログラムである．この
種の支援を続行することによって，情報技術が復興期
にどのような役割を果たしうるかについて，継続的に
検証したい．
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