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電子メール、電子掲示板、WWWといったシステムが対人コミュニケーションのチャネルの

一つとして普及するにつれ、それはさまざまな社会現象の舞台ともなりつつある。電子ネ

ットワークを起源にした「うわさ」「流行」も増え、ネットワークの外に飛び出して「現

実社会」に流通し影響を与える例も見られるようになってきた。ここでは、電子メディア

の情報伝播に関する内外の研究を検討することによって、このような現象の特質について

考察したい。

                                                
1 WWW: http://www1.doshisha.ac.jp/~yshibana/

電子メディア上の情報伝播過程

パソコン通信からインターネットへと、電子メディアの普

及に伴って、その研究の重心も、新しいメディア上における

コミュニケーションの特性から、それがもたらす集団活動、

集合現象の性質の検討へと広がりが出てきたように感じられ

る。その中には「ソーシャルサポート」をはじめ、研究が進

められているトピックスがさまざまあるが、おそらく一般に

も関心が高いのは、ネットワーク上でさまざまな情報がどの

ように広まっていくのかという、情報伝播の過程に関するも

のであろう。

　近年、「インターネット発」の事件が世間をにぎわすこと

が少なくない。家電メーカーのクレーム処理に関するWWW

ページが注目を集めたのは記憶に新しいし、テレビ番組の企

画と称するチェーンメールが流布したり、芸能人の情報をめ

ぐるうわさが電子メールや携帯電話の文字メールで広がりフ

ァンらが群衆となって集まったなどという話は、日常のニュ

ースでもしばしば目にする話題である。

　もちろん、インターネット以前においても、「うわさ」や

流言といったものは存在し、それによって引き起こされた取

り付け騒ぎや、広まった都市伝説の数々など、しばしば社会

心理学的な研究の対象ともなってきた（川上, 1997）。しか

し、これらは「口コミ」によるものであり、その流布する範

囲とスピードは、反復によって大きな効果を得るとはいえ、

それのみではある程度限定的なものである。

しかし、電子メールをはじめとした新しいメディアによっ

て引き起こされるうわさや流言は、これまでのものとは全く

異なる特性を持っている。その一つは、明らかな規模と速度

の違いである。例えば、今年の５月に著者の指導学生から送

られてきたチェーンメールには、ToとCcをあわせて85の宛

先が書かれていた。一人の人間が「口コミ」でこれだけの情

報伝達を一瞬で行うのはこれまでほとんどありえなかったこ

とであろう。電子会議室やWWWといったメディアを利用す

れば、数千、数万のリーチを短期間で得ることも可能である。

従来、マスメディアのスクリーニングを介さなければ実現で

きなかったマス伝達が、個人によってなしえる環境が成立し

ているのである。

　また、電子メディアにおける「社会的手がかり」の見えに

くさと、それによる地位の影響力の低下という主張

（Kiesler, Siegel and Mcguire, 1986）が正しいとするなら、

「口コミ」では越えることが難しい社会的なバウンダリーを

ある程度乗り越えやすい情報伝播が起こっていると考えるこ

とも可能である（前述のチェーンメールにおいて、学生の80

人強の友人の中に著者のアドレスも無造作に放り込まれてい

たということがその証左かもしれない）。
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　一方で、電子メディアによる情報伝播は、その伝達内容と

いう点でも従来のそれとは趣を異にする。うわさ研究の古典

であるAllport and Postman(1947)は、いわゆる「伝言ゲー

ム」の観察から、伝播過程における変容として、「平均化」

（伝達要素の減少）、「強調化」（少数要素の強調）、「同

化」（予期的枠組みへ一貫する方向への内容変化）などの特

徴をあげている。しかし、電子メディアにおいては、情報の

伝播は多くの場合手に入れたオリジナル情報のコピー転送や、

URL等のポインタ情報の伝達といった形でなされるため、

多くの場合非常に「正確」な情報伝播が起こる。「書き言

葉」中心による伝播であるということも影響しているのだろ

うが、「口コミ」情報の特徴であった、中途での情報内容の

変容ということについては、おそらく焦点にはならないであ

ろう。

いずれにせよ、現在、これまでにない規模でうわさ・流言

が流通するためのインフラストラクチャーが整ったというこ

とができるのかもしれない。Lazarsfeldらによる「二段階の

流れ」の研究から、Rogersの普及研究にいたるマスメディア

の効果研究の文脈では、マスメディアの「効果」に対する、

オピニオンリーダー等を通じたパーソナルコミュニケーショ

ンの影響力の重要性、また、マスメディアによる情報の流れ

とパーソナルコミュニケーションによる影響の流れの区別な

どが主張されている。パーソナルコミュニケーションの領域

を急激に拡大させる電子メディアの発達が、集団、社会過程

においてどのような意味を持つのかについては、まさにこれ

から多くの研究が積み重ねられる必要がある。

伝播研究の難しさ

　もっとも、このような情報伝播は、実証的にとらえようと

すると非常に困難が伴う領域でもある。前述のように情報内

容の変容が焦点になりにくいので、そのような検討のしやす

い実験的アプローチよりも、現実場面でどのような伝播が起

こったかの検討がより求められる（実験的な流言研究では、

しばしばmundane realismの問題が指摘されていた）。しか

し、（電子メディア上の伝播現象に限ったことではないが）

うわさや流言のような情報伝播が、どこで、誰によって、ど

のように行われていたかについては、標準的なサンプリング

調査の網をかけるのが大変に難しく、研究を着手したときは

事後的な追跡となって（歪みがちな）記憶に頼らざるをえな

いことも少なくない。

研 究 対 象 と し て の CMC(Computer-Mediated

Communication)のアドバンテージの一つには、相互作用内

容がすべて電子化されていて、事後のデータ収集と分析が非

常にやりやすくなっているということがあげられる。これは、

情報伝播の研究においては、どのような発信、伝達がなされ

ているかということについては確かにメリットであるのだが、

「受け手」の記録はパブリックには残らないので、結局のと

ころ調査に頼る必要が生じるのである。

このような困難さから、電子メディア上においても情報伝

播の研究は必ずしも多いとはいえないのだが、以下では、調

査的アプローチによる情報伝播過程の事例、相互作用記録の

分析による情報伝播過程の検討の二種類の研究を紹介し、こ

れまでに明らかになっていることや、登場したいくつかの論

点について述べる。

情報伝播の調査研究

(1) ペンティアム・バグ騒動

1994 年末、アメリカ・インテル社の主力商品ペンティア

ムの浮動小数点演算ユニットの欠陥が明るみになった。これ

は、出荷されている相当数のペンティアムが希な確率で計算

ミスを犯すというもので、単純な数式を計算させることで容

易に確認することができた（よって、確度の低いうわさとい

うわけではない）。ネットワーク上では、11 月 3 日に

「comp.sys.intel」に投稿された短文の記事による指摘が最

初期のものであるが、この情報は急速に広まり、テレビや新

聞、雑誌等の従来のメディアによる報道がその騒ぎを後追い

するような形で伝えられた。当初は事態を静観していたイン

テルも、12月 19日には最終的に欠陥ペンティアムの全面回

収に追い込まれたのである。この伝播過程について

Shibanai and Ikeda(1995)、柴内・池田(1997)が調査を行っ

ている。

　調査対象は、インターネットのネットニュース（comp ニ

ュースグループから4 つ、fjニュースグループから2 つ）、

およびパソコン通信・ニフティサーブの電子会議室（4 つ）

において、ペンティアムのバグについての発言を行ったもの

である。各会議室の1994年11月1日から 50 日間の全発言

を記録したうえで、該当した発言者のリストを用いて、電子

メールを用いて調査を行った。回答者は comp ニュースグル

ープ 198 人、fj ニュースグループ 38 人、ニフティサーブ

193人である。
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まず、ニュースの情報源（図１）であるが、どのサンプル

においても、電子会議室を通じて知ったというものが最も多

く、電子メールよりというものも含めると、７～８割に達す

る。もちろん、サンプルの性質から考えて当然ではあるが、

電子ネットワークの外で知って電子メディアにアクセスして

みたという数を圧倒しており、このニュースの伝播の特徴を

捉えている。

図１　ニュースの情報源

池田・柴内(1997)より

図２は、電子ネットワーク上で伝播が始まった 11 月1 日

から、調査回答者がいつごろこのニュースを知ったかについ

ての累積到達率を示したものである。日本の結果がほぼ重な

っており、一貫して 10 日程度のタイムラグが、海外との間

で観察されることは興味深い。また、どちらにおいても到達

率８割程度のところにおいてマスメディアによる報道が本格

的に始まり（CNN が 11 月22 日、そして朝日新聞が 11 月

29 日とここにも時差がある）、その後は内外の格差は縮小

してしまっている。

図２　1994/11/01からの累積到達率

池田・柴内(1997)より

表１は、回答者が事件を知った後にとった最初の行動であ

る。誰かに連絡するという行動の中でもっとも多かったのは

友人らと会話するというものであり、家族との会話を含める

と７～８割に達する。１番目の行動として電子メールで知ら

せる、電子会議室に投稿するといったものは少なく、２番目

以降で５割を超えるようになり、伝播がネットワーク中心に

起こっているのと対照的である。池田(1993)は、スペースシ

ャトル・チャレンジャー号の爆発事故の事例を引いて、衝撃

的なニュースの「リアリティ」の確認のために、大事件のあ

と対人コミュニケーションが活性化することを指摘している。

今回の場合も、まず周囲の人々とのコミュニケーションが起

こっており、電子ネットワーク内でのリアリティ感の形成に

ついて示唆的であるとともに、電子メディア内のコミュニケ

ーションが、現実社会への伝播していく様子を表している。

表１　事件を知ったとき…最初の行動

                          友人ら    家族     ﾒｰﾙで    電子会議
ネットワーク    行動率    と会話   と会話   知らせた   に投稿
─────────────────────────────
 comp           (90.4%)    54.2%   11.2%    21.2%      7.3%
 fj             (89.5%)    70.6%    2.9%    11.8%     11.8%
 ニフティサーブ (92.7%)    63.1%   15.1%     3.4%      7.3%
─────────────────────────────
  注：かっこ内数字はなんらかの行動をとった比率、各数字はその中
の内訳割合

池田・柴内(1997)より

　表２は、図２で示した情報伝播のスピードを決定している

要因について、ニフティサーブのサンプルについて検討した

ものである。電子会議室で知ったもののスピードが速く、マ

スメディアでニュースを知ったもののスピードが遅いなどは、

当然の結果であるが、情報源の偏相関比よりも強く、地域差

の効果が生じていることは奇妙な結果である。すなわち、東

京在住のものはこのニュースを早く知り、中国・四国・九州、

愛知などでは遅いというものであった。各地域の回答者数が

多いわけではなく、結果が安定しているとは言いがたいが、

電子メディアに対してアクセスのチャンスの地域差が存在す

る可能性、またこのような問題に関心を持つものの地域的分

布の差が存在していたのかもしれない。いずれにせよ、「距

離を無化する」と期待されることのある電子メディア上のコ

ミュニケーションにおいても、現実社会における様々な分布

の差、格差の影響を受ける可能性が大きいとはいうことがで

き、これもまた、現実社会と電子ネットワークのつながりを

考えていかなくてはならない側面ということができるであろ

う。
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表２　伝播の速さの多重分類分析（ニフティサーブ）

 総平均  = 2.718                        独立変数・共変量
 変数                              人数   調整済み偏差  偏相関
 ────────────────────────────
  居住地域
       1 東京都                       42        -.33
       2 埼玉県、千葉県、神奈川県     52        -.07
       3 大阪府、京都府、兵庫県       23        -.06
       4 愛知県                        9        1.16
       5 北海道・東北                 13        -.14
       6 他関東圏                      9         .31
       7 他中部圏・新潟                9        -.02
       8 他近畿圏                      3         .04
       9 中国・四国・九州             13         .58
      10 アメリカ                      1         .15
（偏相関比）                                       .31
 ────────────────────────────
  ペンティアムパソコン使用
       0 使っていない                 68        -.05
       1 使用している                106         .03
  (偏相関比）                                      .04
 ────────────────────────────
   最初の情報源
       1 電子メール                   10         .13
       2 電子会議室                  115        -.11
       3 対人コミュニケーション       18         .13
       4 マスメディア                 24         .39
       5 その他                        6        -.08
 （偏相関比）                                      .15
 ────────────────────────────
   共変量
     ペンティアム評価                             -.042
     コンピュータ関連雑誌購読数                   -.082
     通信歴                                       -.078
     通信頻度                                      .044
     パソコン使用量                               -.006
     年齢                                          .019
 ────────────────────────────
   分散説明率                                      .137
 ────────────────────────────

池田・柴内(1997)より

(2)「ドラえもんの最終回」

　1998年の中頃、チェーンメール化した「ドラえもんの最終

回」のストーリーが、大規模な範囲でインターネット内を流

布した。これは、もともとある学生のwebページ に掲載さ

れていた私家版のものであったのだが、何らかのきっかけで

その内容が電子メールとして流れはじめ、多くの人間がそれ

を受け取るに至った。この事件も単にネットワーク内に閉じ

た出来事にとどまらず、最終的には一般の週刊誌等でも報じ

らるところまで拡散したのである。ペンティアム・バグ事件

は、根拠が曖昧なうわさではなく、事実の流布であったが、

一方で「ドラえもんの最終回」は、ニュースやあいまいなう

わさというよりも、むしろエンターテイメント、都市伝説に

近い側面を持っている。また、もともとの情報がWWW上に

掲載されていたものであった、という点も興味深い。稲葉ら

(1999)は、この情報の伝播過程をめぐって、大学１学部の学

生ほぼ全体を対象に電子メールとWWWで調査を行っている

（回答数450）。その結果、情報を受け、またそれを他者に

伝達したもの（liaison）が22%、接触したが伝達しなかった

もの（dead-end）が24%、接触しなかったもの（isolate）が

54%という分布になっていた。情報の入手手段としては、

「直接会って」がもっとも多く51.5％、ついで「電子メー

ル」でが39.7%、「電話」が2.9%という内訳であった。情報

の伝達にどのような人が積極的に関わっていたかについては、

社交性その他のパーソナリティ特性との関係はほとんどない

か、あまり強いものとはいえなかったが、コンピュータの利

用、特に自宅におけるそれとは大きく関係していた。

　liaisonによって、どのような形で情報が伝えられていった

かであるが、図３に示すように、パターンとしては、電子メ

ール以外で（電話や、直接会って）、2～5人に伝えるという

ものが多かった。

図３　情報の伝達手段と伝達人数

稲葉ら(1999)より作成

　また、liaisonの情報入手手段と最初の伝達手段の関係であ

るが（図４）、マスメディアから、あるいは知り合いから直

接知ったというものは９割近くが、電子メディアを介して知

ったものも、半数以上は直接口伝えで伝達しているという結

果であった。

図４　情報の入手手段と伝達手段

稲葉ら(1999)より作成
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　表１に示したペンティアムのバグの伝播と同じように、電

子メディアでの伝播に引き続く、現実社会への拡散をここで

も観察することができる。電子メディアは、閉じた情報環境

を提供しているわけではなく、リアルな環境の中の一部とし

て機能しているということができる。このような「二段階の

流れ」が、どのような意味を持っているのか、例えば電子ネ

ットワークの情報をその外に広めていくエージェントはどの

ような特性を持っていて、社会の中でどのような役割を果た

しているのかなど、実証研究の積み重ねが必要であるように

思われる。

伝播過程と集団過程

　ここまで紹介してきたものは電子ネットワークの中を拡散

していく情報の流れについての調査研究についてだが、一定

の電子会議室上で「うわさ」をめぐってどのような相互作用

が展開していくかについては、近年Bordiaらが内容分析を中

心とした研究プロジェクトの成果を発表しつつある（Bordia

and Rosnow, 1998;  Bordia, DiFonzo, and Chang,  1999）。

彼らは、Allport and Postman(1947)以来のうわさの一方向

的な流れというアプローチに対して、集団内での相互作用過

程という視点を重視している。すなわち、あいまいな状況に

対して、手に入る情報を共有、評価し、さまざまな解釈を生

み出して最終的に集団で受け入れられるものを探索していく

という集団での問題解決過程として捉えようとするものであ

る（Shibutani, 1966）。そこで、電子会議室上でうわさを

処理していく過程においても、集団の形成から発展、崩壊と

いった過程、およびそれに密接に関連している言語相互作用

が段階的に観察されるであろうというのが彼らの主張である。

　具体的には、Bordia and Rosnow(1998)では、1991年にお

ける、Prodigy社が契約者のハードディスク内容を覗いてい

るといううわさがHelp-Netで議論されたもの（6日間で47ポ

スト）が分析の対象に、Bordia et al.(1999)では、

alt.folklore.urbanをはじめとする3つのニュースにおいて、2

日以上、5ポスト以上の投稿のある14のうわさが採集され、

281ポスト中の2881ユニット（まとまりのあるセンテンス）

が分析の対象となった。

　全体の分析方針は似ているので、ここではBordia et

al.(1999)について詳述する。 14のうわさは、恐ろしい

（dread）なうわさ9つと望ましい（wish）うわさ5つに分け

られ、それぞれの中のユニットが内容分析基準に従って分類

された。用いられたカテゴリーは、dependency（集団への

従い）、counterdependency（集団からの独立）、fight（論

争や批判、攻撃）、flight（課題からの逃避）、pairing（他

者への支持や親密さの表明）、counterpairing（親密さやつ

ながりの回避）、work（課題志向の活動）の７つである。

集団過程が段階を踏むにしたがって、最初期では

dependencyが起こり、counterdependencyやcounterpairng

がそれに続くこと、時間がたつにつれてpairingが増加して

いくこと、集団の最終段階ではflightが増加することなどが

期待できる。このうち、dependency、pairing、fightについ

てグラフ化したのが図５、図６である。

図５　dreadにおける内容変化

Bordia et al.(1999)より作成

図６　wishにおける内容変化

Bordia et al.(1999)より作成

　dreadに関して見ると、dependencyが最初期に高く次第に

減少していくこと、集団の発達過程に伴ってpairingが増加

していくこと、また、発展の副産物としてfightステートメン

トも後期で増加することなどが示されている。これらは、現

実の対面集団の発展過程と類似していることが主張されてい
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る。また、wishについてはパターンは類似している部分とそ

うでない部分があるが、これについては、うわさの内容と、

集団課題との関係によるものではないかと考えられている。

すなわち、dreadなうわさについては、集団での課題解決過

程という側面が存在するが、wishに関していえばそれは個人

の楽しみの共有という側面が強いため、あまり共同性がない

のではないかということである。

方法論上の問題もいくつか存在するが（多くの話題をひと

まとめにして経過日数で分析するなど）、集団で情報を処理

していく過程の相互作用性、またそれを集団の形成、発展過

程という観点から捉えようとする点で、評価できるように思

われる。

今後の展開

　最後に、今後の研究の展開に関して簡単に論じておきたい。

情報伝播の研究は、主として個人が電子会議室や電子メール

を用いてどのように情報を伝え、また相互作用を行っている

かを中心に行われてきた。おそらく、今後検討しなければな

らないのは、WWWが果たすであろう役割である。最近の情

報伝播には、多くの場合WWWが絡んでいる。「ドラえもん

の最終回」は、もともとのソースがWWW上のものであった

し、多くの注目を集めた企業クレーム事件もWWWページが

その中心にあった。前述のペンティアム・バグ事件も、1994

年当時であったからこそネットニュースがその火付け役とな

ったが、現在ならWWWを中心に事件が展開したであろう。

　爆発的に普及したWWWであるが、コミュニケーション論

的な位置づけは非常に難しい。コミュニケーションの送り手

の暗黙の前提であった能動性が抜け落ちてしまっているとい

うのはその一つである。情報が広まっていくためには、電子

メールなり、電子会議室なりといった送り手が能動的に動く

他のメディアが必要となる。では、この受動性の高いメディ

アは、どのような形で機能することになるだろうか。その静

的な特性や蓄積性から、あいまいな状況下での確実性の高い

情報源として用いられる可能性もある。例えば、根拠のない

うわさを打ち消すための公式ルートとして、WWWが用いら

れることは現在でも多い。しかし、それが受け手に「リア

ル」であると感じられるためには、おそらく別種の情報が必

要になるだろう。人々のリアリティ構築の基礎の一つである

対人的コミュニケーションの基盤が欠けがちであるからであ

る。その補いのためには、例えば身元のはっきりした情報、

機関であることを証明する（URL）アドレスが、制度的基

盤として活用されたり、あるいは、多くの人から張られてい

る被リンクが、情報への確信をもたらすのかもしれない。不

確実性の高い状況下で、団体の、あるいは個人のWWWペー

ジが、伝播過程においてどのような役割を果たすのか、信憑

性判断を「能動的な受け手」がどのように行い、どのように

それらの情報を利用し伝えていくことになるのか。あるいは、

適切な情報流通と、受け手にとっての正確な評価のための表

現、技術はどのようにあるべきなのか。多くの研究が今後と

も積み重ねられる必要があるように思われる。
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