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電子掲示板、電子会議室といったグループウェアは、何らかの関心を共有する人々が互い

に情報を出し合い、「社会」「コミュニティ」を形成できるメディアとして、以前から多

くの研究の中心であった。コメントチェーンの構造などを用いて、発言者のネットワーク

構造を析出するような分析もしばしば行われているが、ここでは、複数の会議室間のネッ

トワーク構造を検討することによって、ネットワーク社会全体のダイナミックスに迫る試

みを紹介する。
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CMCCMCCMCCMC研究のメインストリーム研究のメインストリーム研究のメインストリーム研究のメインストリーム

　主に1980 年代にはじまる（社会心理学的な）

CMC(Computer-Mediated Communication)研究の中心は、いわ

ゆるRedecued Social Cues (Spears and Lea, 1993)、ある

いはCue-Filtered-Out (Culnan and Murkus, 1987) と呼ば

れる「手がかり欠如」アプローチによるものであった。

Kiesler, Siegel and McGuire(1984)、Siegel, Dubrovski,

Kiesler and McGuire(1986)の２論文（CMC研究における、引

用頻度トップ２）をはじめとするこのアプローチは、Short,

Williams and Christie(1976)の電話研究にはじまるメディ

アコミュニケーション研究の流れを確実に引き継いでいる。

すなわち、CMCにおいては、その文字中心性、非同期性とい

ったメディア特性から、コミュニケーションにおける手がか

りの抜け落ちが起こり、その結果として、FtF（Face-to-

Face、対面状況）と比較した時に、以下のような現象が生起

しやすいとされた。すなわち、コミュニケーションの課題志

向性、集団意思決定の極化、発言の平等性、そしてフレーミ

ングなど抑制されない発言の増加である。

　彼女らの研究に対しては、その後実証的、理論的観点から

さまざまな批判や、モデルの修正が現れている。例えば、時

間の経過とともに、通りにくかった情報もメディアを通過す

るということによりFtFとCMCの差が次第に減少していくとい

うWalther and Burgoon(1992)のモデル、また社会的アイデ

ンティティ理論の観点からより強い批判を行なったSpears

and Lea(1992)の研究などである(柴内, 1997a)。

　しかし、現在では「議論は噛み合わないまま」（野島,

1999）これらの研究は一段落してしまった観さえ感じられる。

WWWの登場をはじめ、技術革新と一般への普及が急激に進ん

だこととは一つの原因であろう。電子メディアはもはや日常

生活のかなりの部分に溶け込み、さまざまな文脈で多様な使

われ方をしている。メディア特性のみにさまざまな現象の原

因を求めるのには少なからぬ無理がある。また、電子会議室

にしろWWWにしろ、メディアの登場以前に比較するべき対象

があたっとは必ずしもいえない。FtFを基準においてCMCにつ

いて比較検討をするよりも、むしろCMC上ではじめて成立し

たものをどのようにモデル化していくかということが、今現

在求められているように思われる。

コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション・モデル再考・モデル再考・モデル再考・モデル再考

　ここで、CMCを離れた一般的なコミュニケーションモデル

について考察してみよう。コミュニケーションの捉え方の基

本は、現在にいたるまで、図１の枠組みがその基本にある

（もちろん、Shannon-Weaverのモデルや、それから多大な影

響を受けた社会科学のさまざまなコミュニケーションモデル
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で重視された、コーディング／デコーディング過程や、ノイ

ズの影響などはここではあえて捨象している）。コミュニケ

ーションとは、「情報」を「送り手」が「受け手」に伝達す

る行為であり、その間に伝送路＝メディアが介在するという

ものである。

図１ 送り手－受け手モデル

        送り手         メディア         受け手

　コミュニケーションをこのモデルで捉える限り、新しいメ

ディアで生じたさまざまな現象は、まずはメディアの特性の

問題として検討されなければならないということになるであ

ろう。Kieslerらの研究は、ある種必然的な流れに沿ってい

る。しかし電子メールのみを検討するならいずしらず、電子

会議室やWWWをこの種の枠組みで捉えれば、これらの新しく

登場した技術の重要で興味深い側面はほとんどモデルに載ら

ずに「抜け落ちてしまう」といっても過言ではないだろう。

以下、主として電子会議室についてとりあげて考察を行なっ

ていく。

　近年登場したメディア技術の重要な特徴は、非同期性と蓄

積性である。多数の人間が参加するパソコン通信やインター

ネット上の電子会議室においては、情報は必ずしも「流れ

る」わけではない。コメントなどの形式で特定の参加者への

指向性を持っていることもあるが、基本的には「場」に情報

は置かれ、蓄積されていく。その情報は、参加者全てが参照

することができるのみならず、コミュニケーションが生起し

ていた時間的流れの後からでも、新規参入者や新たに関心を

持ったものが自由にその情報にアクセスし、少なくとも情報

（量）という観点からは、あとから参加を開始してもキャッ

チアップができるように原理的にはなっている。図示すれば

図２のようになるだろう。

図２　情報の投げ込みモデル

                                       

                                              情報発信

                                              情報受信

　すなわち、情報は場に投げ込まれ、また参加者は必要に応

じてそれを引き出すというような形式になっているのである。

このことからは、人間のコミュニケーション自体が「データ

ベース」として機能している（野島, 1995）という考察も可

能である。コミュニケーションをこのように捉えると、いく

つかの問題が浮かび上がってくる。たとえば、情報量の増大

とともに、参加者の認知負荷の問題が生じる。また、情報が

社会的ジレンマ研究でいう公共財（提供者でなくても享受で

きる財）としての側面を有することになるので、情報の提供、

「場」の維持管理におけるフリーライディングといった問題

が生じることになる。このようなコミュニケーション観に基

づいて、これらの問題に実証的に検討しようとしたものが、

柴内(1997b)であった。

ネットワークネットワークネットワークネットワーク・コンセプト再考・コンセプト再考・コンセプト再考・コンセプト再考

　ここで、図２のモデルを出発点に、CMCにおける「ネット

ワーク」性について考察を続けよう。川上・川浦・池田・古

川(1993)の研究以来、電子会議室における相互作用データを

用いてネットワーク構造を析出する試みがしばしば行なわれ

ている（例えば、金子・VCOM編集チーム(1996)、北山(1997)

など）。 図２をもとにこのようなアプローチについて図示

するなら、図３のようになるだろう。すなわち、発信された

情報（発言）を対象として、それらがどの発言に対するコメ

ントかという構造（コメントチェーン）を析出する。そして

中心性、平等性といった指標を用いて会議室の特性を検討し

たり、発言間のネットワークをそれを発した参加者間のネッ

トワークと読み替えて分析を行なおうとするものである。

図３　コメント構造によるネットワーク抽出

　

　もちろん、explicitに現れた発言者間の「関係」のかなり

の部分はこれで明確にすることができるであろう。しかし、

このアプローチには、いくつかの問題点が感じられる。まず、
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「場」に現れた発言のチェーンのネット構造が、対人的なネ

ットワーク構造と等価なのかという問題がある。また、電子

会議室の発言は、確かに特定の人間を指向していることはあ

るが、いつもそれが明確になっていると必ずしも言えるわけ

ではない。person-to-personの指向性が非常に高ければ、む

しろ電子メールを使うはずで、発言者は、顕在化していない

参加者も含めた「場」とのつながりをつけているというよう

にみなす方がむしろ自然なことも多い。また、この種の分析

では、当然のことながら見えない参加者、すなわちROM(Read

Only Member)を分析上位置づけられない。電子会議室では発

言者：非発言者比は１：７程度で、大多数はただ見ているだ

けであると言われている（池田, 1997）。もちろん相互作用

において何らの役割も果たしていないものを分析の対象にす

る必要はないという考え方もあるが、時系列的に考えれば、

どの段階で「参加者」が確定するのかは、必ずしも定かでは

ないのである。ROMもいずれ書きこむ可能性があるし、現在

の参加者も、発言が見られなくなればROM化してしまうから

である。

　そもそも、CMCにおける「集団」「コミュニティ」という

概念の難しさがここにはある。一般に、集団の定義には、目

標の共有などのほかに、成員を成員外と区別できることが入

ることが多い（集団アイデンティティが生じる要件であるか

ら）。しかし、いわゆる「オンライン集団」は、参入・退去

が自由なオープンなシステムであり、何をもって成員と定義

できるかはきわめて不明である。村本(1996)が公園のラジオ

体操に集まる人々を「集団と集合状態の曖昧な境界」と表現

したように、ボランタリーな「集団」には多かれ少なかれつ

きまとう問題ではあるが、CMC上においては、発言行動によ

って可視化されないと、そこに「いる」のかどうかすらわか

らないという点で、さらに問題は複雑である。一方で、何ら

かの「集団」「場」がそこにある（と「参加者」に意識され

ている）ことは、これまで多くの研究が明らかにしてきたの

である。

　以上の点を踏まえ、本論では、「場」を中心に捉え、可視

化した参加者の（発言の交差による）explicitな相互作用に

限定されない、電子会議室等におけるネットワークのダイナ

ミックなプロセスをモデル化することを目指す。出発点は、

「場」が複数存在し、参加者は多重にそこに「参加」してい

ることである。図２を拡張する形で描きなおせば図４のよう

になるだろう。この図では、「場」と「場」をつなぐエージ

図４　「場」のつながりのネットワーク

                                      F1

                                F2                 F3

ェントとして参加者が捉えられている。一般にCMC研究で行

なわれるネットワーク分析的アプローチとは異なり、ここ

ではノードが「場」（電子会議室等）となり、参加者がノー

ド間を結ぶタイとなる。すなわち、人々は通常いくつもの

「場」に参加（一つ一つは発言などの明確な形でなくてもよ

い）しており、その多重参加こそが、「場」の間を橋渡しす

る機能をもたらしている。別に電子会議室に限られないが、

どこかで見知った情報を、別のところに書きこむという行為

は、ある「場」と別の「場」のつながりをつける行為であろ

う。すなわち、参加者は複数のタイとして働くことができ

（５つの場に参加しているとすれば、５Ｃ２＝10本のタイとし

て機能していると考える）、二つのノードのつながりの強さ

は、その間に何人の人間＝タイが存在するかという形式であ

らわされることになる。多くのタイによる結びつき、そして

「場」間で形成されたクリーク、これはいわば

Granovetter(1973)流の表現をすれば「強い紐帯」となるで

あろう（もっとも、frequent contactがエージェント間にあ

ることが、強い紐帯の定義であるので、もともとの意味とは

かなりかけ離れている）。強く結びついた「場」は、何らか

の意味で類似度が高く、互いの情報が共有されやすいことが

予想される。一方、「場」間を結びつけるタイの少ないつな

がりは、「弱い紐帯」であると考えられる。互いの関連性は

低いが、それは「場」に異質な情報をもたらすつながりであ

る可能性があり、「場」の多様性、さらには変化の契機をも

たら す可 能性 があ る（ McPherson, Popielarz and

Drobnic(1992) は、個人が持つ弱い紐帯が、ボランタリー集

団の変化の契機になることを主張している）。すなわち、他

の「場」とつながり、異なるバックグラウンドを持った人間
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が、「場」に多様性と変化をもたらすと考えるのである。

　このモデルのアドバンテージは、集団を厳密に定義する必

要がないことである。どのような「場」にアクセスしている

かのego-centricデータを収集することによって、全体のネ

ットワーク構造を推定できる。特定の場の中で生起している、

個人間のインタラクションデータを必要としないので、適用

範囲が広くなり（ROMも分析の対象となりうる）、集団の多

重加入と、集団間のダイナミックスを検討することが可能に

なる。以下はその具体的な実証の試みである。

データデータデータデータ

　国内パソコン通信サービス「ニフティサーブ」において、

ネットワークコミュニティ研究会（研究代表者：金子郁容・

松岡正剛）が1995年6月（当時総会員数約100万人）に会員を

対象に行なったランダムサンプリング郵送調査データを分析

に用いた。回収数は2264（45.1％）であった（詳細は柴内

(1999)を参照）。ここでは、このうち電子会議室サービス

「フォーラム」に参加していると回答したもの1250人を分析

の対象にし、その中でさらに1996年10月の追跡調査に回答し

たもの（478人）のデータも用いる。

分析分析分析分析

　対象者には自分の「よく立ち寄る」フォーラムを、最大で

５つまで回答を求めた。総計で394のフォーラムがあげられ

たが、ここでは、分析を回答者の１％（12人）が名前をあげ

たフォーラムに限定した結果、121フォーラムが分析の対象

となった（それにより86人が分析対象外となった）。

　ここで、回答者が121フォーラムのいずれに参加している

かというデータを用いて、全てのフォーラムの組み合わせの

間に、何人が同時参加しているかというデータを作成した。

具体的には、図５に示したように、参加者-フォーラム間の

インシデンス行列を、フォーラム-フォーラム間の隣接行列

に変換した。すなわち、フォーラムA01とA02に同時に参加し

ている人数は４人ということになる（対角成分には各フォー

ラムの参加人数が入っており、A01への参加者は21人という

ことを示しているが、これは分析には用いない）。

　まず、この隣接行列から、フォーラム間のクリークを抽出

することを目指した。なお、ネットワーク分析のソフトウェ

アにはStructureを用いている。その結果、40の1-クリーク

（および、クリークを形成しなかった単独のフォーラムが２

図５　インシデンス行列から隣接行列への変換

つ）抽出された。すなわち、互いに直接結合で結びつけあわ

されたフォーラムグループが40析出されたことを意味する。

なお、間接的な結合を許せばこのネットワークは１つにまと

まる。すなわち、他とつながりの完全に切れた独立したフォ

ーラム（のクリーク）は存在しない。

　この40の完全結合クリーク（と二つの単独フォーラム）を、

第２次の分析単位にした。いわば、1-クリークを一つの大き

なフォーラムとみなしてインシデンス行列を作成しなおし、

もう一度完全結合のクリークの探索を繰り返した。その結果、

第２次の完全結合クリークとして９つが抽出された。

　この２次クリーク間に存在するタイの数を行列であらわし

たものが表１である。２次クリーク内にはフォーラムの直接

結合である１次クリークが存在するが、これらの数値は、２

次レベルのクリークをまたいでフォーラムに参加している人

数を示している。

表１　２次クリーク間の紐帯数

　

 ID   参加フォーラム名

0001 　E18 E19 H26 L63
0002 　L63 L12 K11 L57
0003　 K08 K12 K70
0004 　F08 F10 L11 L63 L91
0005 　L02 L63 J13 L44 L30

       A01  A02  A06  ...

A01    021  004  001  ...

A02    004  035  002  ...

A06    001  002  023  ...

              1   2   3   4   5   6   7   8   9
                                               
クリーク 1  ---
         2   10 ---
         3   91  80 ---
         4   34  15 388 ---
         5   11   7  70  19 ---
         6   14  10 102  25   8 ---
         7   82  27 263  73  38  69 ---
         8    9   9 182  39   9  16  24 ---

         9   12  17 237  46   6  16  82  28 ---
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　表１で示した２次クリーク間の関係のうち、下線で示

た特にタイの多い12（９クリーク間の総組み合わせ数36の

1/3）間の関連を図示したものが図６である。

図６　２次クリーク間のネットワーク構造

　ここで、個人が果たすタイ（５つのフォーラムの組み合わ

せで最大10）を３つに分類することができる。一つは、図６

に示した各２次クリーク内のタイ、すなわち第１次のネット

ワーク分析で析出されたクリーク内のタイ（フォーラム間の

直接結合）と、２次クリーク内部の１次クリーク間のタイを

あわせたものである。分析の初期の段階でクリークとして析

出されたこれらのタイは、類似度の高いフォーラム間をつな

ぐタイであることが期待できる。次に、図６で線を引いて示

した、２次クリーク間の比較的強いタイである。最後は、図

６に図示されなかった２次クリーク間をつなぐ弱いタイであ

る。以下、順番にタイ１～タイ３として参照する。

　この３つに分類されたタイの数を個人変数として表現し直

した。最大タイ数（10）以内の、タイ１～３の数を、各人の

総タイ数で割ることによって、回答者がどの特性のタイの役

割を特に果たしているかの指標とすることができる。すなわ

ち、クリーク内をつなぐ役割をよく果たしていたり、誰もが

あまりつながない部分のタイとして機能しているなどの差が

現れる。表２は、各タイ比率の平均値をまとめたたものであ

る（したがって、和が１になる）。

表２　回答者の有する各タイ比率の平均値

　以下では、各人のタイ比率に影響を与えている基底的個人

特性、および、タイ比率の違いがオンライン上での心理・行

動、特にパネル調査データによる長期の影響を探索的に検討

する。なお、分析ケース数を極力落とさないため、ネットワ

ーク分析の対象となったフォーラムには参加していなかった

（86人）、あるいは１つしかフォーラムに参加していないた

め紐帯としての役割を果たせず、結果的に各タイ比率が欠損

になっているデータ（225人）には、それぞれ０をあてた。

このため、本来情報が冗長である３つのタイ比率は、実際に

は和が１にはならない。

　表３は、調査票にあった基底的個人特性を用いて、各タイ

比率を重回帰分析したものである。安定的に強く影響を与え

ている特性とはほとんどなく、このような人間が特にこのよ

うなタイを持ちやすいということを言うことは難しいが、心

理特性としては、オピニオンリーダーシップの影響の考察が

可能である。オピニオンリーダーシップの高い人は、タイ１

のような類似した場の等質なつながりをより持ちにくく、む

しろタイ２のようなある種中程度の類似性と異質性の接点と

もいえる場所でのつながりが多くなる傾向があるようである。

以下では、ここで用いた独立変数群をコントロール変数とし

て他の分析で一括投入する。

表３　各タイ比率を予測する重回帰分析

　次に、これらのタイ特性が、オンライン上の心理にどのよ

うな影響を与えるかの分析例を示す。表４は、池田(1997)で

用いられたネットワーク上でのストレスの尺度から、情報が

多く、認知的に負荷が高いことを示す「情報オーバーロー

ド」（因子５）と、とげとげしいメッセージや、見知らぬ参

加者に対する「対人ストレス」（因子２）の２つを取り上げ

て各タイ比率の影響を検討した重回帰分析の結果である。タ

イ１やタイ２の比率といった、比較的等質性の高いタイの多

さが、情報オーバーロードと結びついており、一方で、タイ

３のような多様性との接触の増加が、対人ストレスと正の関

係があることが読み取れる。情報スキルや通信歴が示す効果

8

2

 5 3

１

 4

7

6

9

クリーク内タイ  （１）比率      .437
クリーク間強タイ（２）比率      .435
クリーク間弱タイ（３）比率      .127

                               N=939

                                標準化偏回帰係数
                             タイ１   タイ２    タイ３

 総紐帯数                     .270***   .280***   .070*
 オピニオンリーダーシップ    -.062*     .058*     .030
 イノベーティブネス          -.037      .023      .005
 情報欲求                     .037     -.041      .017
 情報スキル                   .025     -.025      .025
 通信歴                      -.012      .067*    -.005
 性別（女性）                -.066*    -.058*    -.021
 年齢                        -.052+    -.036      .043
 技術系職業                  -.019      .058*     .039
 居住都市規模(県庁所在地)     .003     -.004     -.021

 分散説明率                   .090***   .107***   .014+
  N=1237             +p<.1   *p<.05  **P<.01  ***p<.001
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とともに、これらの結果は比較的解釈のしやすいものとなっ

ている。

表４　電子会議室からのストレスにタイ特性が与える影響

　最後に、このようなタイ特性が電子会議室上の実際の行動

に与える影響について検討する。従属変数は、フォーラムに

おいて発言する参加を行なったか、あるいは読むだけか、ま

たもはや参加していていないかどうかの２値変数で、本調査

の翌年（1996年10月）のパネル調査での項目を従属変数とし、

95年段階での同変数をコントロール変数として同時に投入し、

因果関係を検討している。

表５　１年後の発言参加を予測するロジットモデル

　タイ１の比率が負の影響を与えていることがわかるが、タ

イ１～タイ３は定義上共線性が極めて高いので、それぞれの

「効果」を見るため、予測されたモデルからのシミュレーシ

図７　タイ比率変化の96年発言確率への影響の

シミュレーション

ョンを行なったものが図７である。タイ１、タイ３という、

強く等質性をもたらす、あるいは異質性をもたらすと考えら

れるタイの増加は、次年度での積極的な参加をむしろ減少さ

せる方向で働き、一方でその中間程度のタイ２比率が、発言

確率を増加させるように働いている。これは「全体として」

尋ねた項目にすぎず、参加していたフォーラムにおける行動

を示しているかは必ずしも定かではないが、集団活動を活発

化させる、あるいは停滞化させるネットワーク構造上の特性

とその適切なレベルが存在する可能性が示唆されている。

考察考察考察考察

　　　　本報告は、電子会議室に参加者が多重に関わっていること

をネットワークと捉え、その構造上の特性を説明する要因、

そしてその構造が心理・行動に与えている影響を分析するこ

とによって、このモデルの妥当性と予測力について検討した

ものである。取り上げた結果に関していえば、それぞれのタ

イ比率の影響は解釈可能なものであり、一定の説明力を有し

ていた。特に、パネル調査での効果は重要で、構造上の特性

が電子会議室で行動に影響し、それがまたネットワーク構造

を変容させるというネットワーク社会の変容のダイナミック

なプロセスが示唆された結果であるといえる。

　もちろん、分析上の課題は数多い。まず、ここまで示して

きた「影響」は押しなべて効果が小さく、統計的有意性があ

るかないかというレベルに過ぎない。実質的効果が十分大き

いかというと疑問が残る。また、他に可能なここでは取り上

げていない変数でも一貫して強くロバストな結果が得られて

いるとは必ずしもいえない。ネットワーク構造の変数も、作

成において２段階の分析を行なっていることはノイズの混入

の可能性を増しているし、分析初期のクリークや、タイが多
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0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

タイ比率

p

tie1
tie2

tie3

                            標準化偏回帰係数
                           情報オーバー  対人
                             ロード    ストレス

 タイ１比率                  .123***    .007
 タイ２比率                  .079*      .030
 タイ３比率                  .022       .082*
 総紐帯数                   -.050      -.013
 オピニオンリーダーシップ   -.026       .075*
 イノベーティブネス          .048       .005
 情報欲求                   -.021      -.050
 情報スキル                 -.091**     .087**
 通信歴                     -.081**     .097***
 性別（女性）                .043       .045
 年齢                       -.031      -.143***
 技術系職業                 -.025      -.046
 居住都市規模(県庁所在地)   -.012       .015

 分散説明率                  .035***    .047***
 N=1173      +p<.1   *p<.05  **P<.01  ***p<.001

                              係数

 95年発言参加               2.653**
 タイ１比率                 -.904*
 タイ２比率                  .344
 タイ３比率                 -.657
 総紐帯数                   -.009
 オピニオンリーダーシップ    .060
 イノベーティブネス         -.020
 情報欲求                    .102
 情報スキル                  .181
 通信歴                      .040
 性別（女性）               -.138
 年齢                       -.011
 技術系職業                  .120
 居住都市規模(県庁所在地)    .559*

 N=474       LR chi2=183.99, df=14, p<.001
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いことを「強い」つながりと便宜的に読み替えていることに

ついても議論はある。それが等質な情報環境をもたらしてい

るか、また「弱い」つながりが異質性の契機になるかは、直

接の検討が必要である。また、紐帯の特性は「参加」（アク

セス）しているかどうかのみであったが、電子会議室への参

加パターンも、発言やROMといった違いが考慮されないと、

このままでは情報の流れは扱えない。また、最後のパネル分

析は、自己報告の結果にすぎず、実際の行動への影響があっ

たか、またそのアグリゲートとしてマクロレベルでの変化が

実際に観察されたかについては今後の研究課題である。

　しかし、今回の分析は、純粋な構造上の特性が、オンライ

ン上の心理と行動に与える影響について検討したこと、単一

の会議室を超えた大きなネットワークを取り扱っていること、

またマイクロ－マクロ過程を検討できる可能性がある点にお

いて重要であると考えられる。さらに、図４に示した「場」

のつながりは特に電子会議室等に限る必要はなく、実社会と

のつながりにも拡張することができ、オンラインとオフライ

ンがシームレスにつながった情報環境全体の動きを視野に入

れることも可能である。オンライン上の変化は、外部からの

影響を契機にすることも当然想定できる。電子ネットワーク

上の多様性は、参加者の別の「場」とのつながりを通じても

たらされ、それが別にオンライン上に限定される必要はない

ことは明らかであるからである。電子ネットワークも、人間

のより大きな対人情報環境の一部に過ぎない。また、このア

プローチからは、ネット間の情報伝播パターンなどの研究も

可能であろうし、また人々が形成するネットワーク全体を考

慮に入れた、socialwareの設計においても、寄与する点があ

るといえるだろう。
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