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WWW を通じた関係形成の促進要因
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■問題

　インターネット等、電子メディアの急速な普及に伴い、

従来からそこで注目されていた個人の情報発信において

も、初期の頃から利用されていたネットニュース、電子

会議室、メーリングリストなどの双方向的コミュニケー

ションに加えて、WWW(World-Wide Web)が重要な役

割を占めつつある。非常に低いコストで、一般の個人に

マス発信を可能にさせるこの技術がさまざまな社会現象

を生んでいることは、日常のニュースなどでも散見され

るようになった。社会心理学的にも、この発信が持つ意

味についてこれまで個人ページの開設者の特性やその意

味づけ（川浦, 1997; 山下, 1997）、日記という形式の

新しい自己呈示方式といった観点からの研究が行われて

いる（川浦・山下・川上, 1999）。

　WWW が、これまでのコミュニケーション形態と大

きく異なっている点は、その発信の受動性にある。すな

わち、送り手は情報をサーバに蓄積させるのみであり、

受け手の側が能動的にアクセスすることによってはじめ

て情報が流れるという側面を持っている（池田・柴内 ,

1997; 川上, 1999）。では、このような受動的なコミュ

ニケーション形態を中心としても、これまで電子メディ

アの特色とされてきた、既存の集団を離れた新しい人間

関係の形成や、そこでの相互の情報交換が生じているの

であろうか。本論文では、その促進要因の検討分析を行

う。

　また、WWW については、研究上の困難も少なくな

い。すなわち、その情報発信はただサーバ上にアップロ

ードされるという形態で行われるため、代表性をもった

サンプリングが非常にしにくいという側面がある。既存

の研究も、調査のアナウンスを WWW 上や会議室等に

掲示した上での自己参加方式を取るものが少なくない。

本研究においては、大規模インターネットプロバイダに

登録されているページをロボットで悉皆抽出し、それを

サンプリング台帳とする方式をとり、コミュニケーショ

ンメディアとしての WWW 研究における新しい技法の

検討を試みた。

■方法

　国内大手インターネットプロバイダＮ社の「メン

バーズホームページ」に自らのページの情報を登録

していた web ページ開設者を対象にサンプリング、

WWW 上のオンライン調査を行った。まずロボット

を利用して 1999 年 8 月に抽出した登録 URL リスト

16689 件を用い、1000 サンプルを単純無作為抽出で

選び出した。この 1000 サンプルのページの内容を検

討し、個人（もしくは友人、家族などのグループ）

が非営利で作成しているもの 743 とその開設者を調

査の対象にした。調査にあたっては各ページの中か

らメールアドレスを調べ、1999 年 9 月 20 日に電子

メールで調査依頼を行った。なお、メールアドレス

が判明し、依頼を行いえたものは 724 ケースであっ

た。

　調 査 は 、 WWW 上 の ペ ー ジ と し て お か れ

（http://stream.cc.yokohama-cu.ac.jp ）、依頼状に

記載された、個人ごとのパスワードを入力してから

回答するようになっており、対象者本人による回答

と、重複登録の防止が実現されるように配慮した。

調査票は、ホームページの作成、インターネット利

用、一般的心理項目、フェイスシートの 4 つのパー

トから構成されており、全 17 問と、デモグラフィッ

ク項目 4 からなっていた。また、依頼状において、

回答の謝礼として全員に共通の謝礼、および抽選で

当選者に追加される謝礼を送ること、また後に結果

を調査ホームページのアドレスにおいて公開するこ

とを通知した。調査期間は１週間とした。また、調

査期間中、開始後５日目の夕方に、回答を未登録の

対象者に催促状を送信した。最終的な回答の登録は

290 票であり、依頼状の到着数に対する回収率は

40.05％であった。

■分析

　回答者は男性が 80.69％を占めており、年齢の平均
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は 32.81 才であった。　職業では、勤務（技術系）

が４割を占めており、居住地域という点からは、関

東地方の居住者が 47.58％と約半数を占め、そのうち、

東京、神奈川がそれぞれ 20.34％、10.69％となって

いた。ホームページ開設歴については、 1998 年～

1999 年の間が７割を超えており、開設がここ１～２

年に集中していることがわかる。また、更新頻度に

ついては、「月に数回程度」以上のものが６割を超

えていた。

　ここで、web ページを通じて、開設者たちが「人間

関係が広がった」「欲しい情報を入手できた」と感じて

いる程度（4 点尺度、肯定率はそれぞれ 65.17％、

55.86％）と、ページの読者から得られる月当たりのフ

ィ ー ド バ ッ ク メ ー ル 数 の 自 己 報 告 （ 平 均 6.14 、

SD27.36 を対数変換したもの）をそれぞれ予測する重

回帰分析を行った。独立変数としては、開設ページに関

わる行動として特徴的で、かつ直接的な対人コミュニケ

ーションではない「自分のページのアドレスをネット上

に書き込んだり登録したりする」「友人や知人にリンク

をできるだけ多く張る」「リンクは厳選して張るように

している」およびページ開設歴とページの更新頻度を、

また WWW を離れた、従来型の「能動的」コミュニケ

ーションの指標として、ネットニュースやメーリングリ

スト等の電子会議室での投稿頻度、「ホームページや掲

示板で見かけた人にメールを出す」程度および週あたり

送信メール数の３項目を採用し、他に性別、年齢、職業

のデモグラフィック変数をコントロール要因として投入

した。

表　WWW ページを通じた関係形成の予測分析

　自分の開設ページのアドレス登録を行う、多くの人へ

のリンクを行うなどの、ページに限定された行動の積極

性が増しても、それが（主観的な）関係形成や情報入手

感覚、またフィードバック数を増すわけではない。ペー

ジの更新頻度が強く正に効いているが、これはむしろ、

対人的にポジティブなフィードバックを受けてページの

整備や更新の頻度が増していると考えるべきであろう

（「リンクの厳選」もこれに関係すると予想される）。

ホームページを通じて人間関係が広がり、情報が得られ

るようになったと感じる度合は、実際には「ネット上で

見かけた人にメールを出す」程度（また、会議室等での

投稿経験）と最も強く関係している。その他、デモグラ

フィック変数では、女性の方が関係・情報入手の機会拡

大を意識している傾向が高かった。

　WWW においては、その受動的なメディア単体での

発信によって関係形成や情報入手の機会が拡大するとい

うよりも、むしろ別のページの開設者や会議室の投稿者

とのメッセージの積極的な交換が、ネットワークの拡大

に寄与していることが推測される。ここでは、ページ開

設者も同時に「能動的な受け手」であって、受動的な発

信者を見つけ関係をつけていくこのような受け手像の検

討、また、それによって形成される WWW（開設者）

相互の「コミュニティ」の動態の検討が今後求められて

いくと考えられる。その中では、WWW での情報発信

の持続性を含めた時系列的分析、またページの内容分析

を組み合わせた複合的な分析が必要になるであろう。
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独立変数＼従属変数               関係拡大  情報入手 月feedback

[ページ関連変数・行動]
 ページ開設歴                     .108*     .185**    .054 
 ページ更新頻度(7)                .180***   .034      .273***
 できるだけ知り合いにリンク(4)    .055      .050     -.091
 情報は厳選してリンク(4)          .099+     .103+     .114*
 自分のアドレスを登録(4)          .047      .095     -.055

[能動的コミュニケーション行動]
 電子会議室等に投稿(4)            .112*     .019     -.028
 ネットで見かけた人にメール(4)    .293***   .240***   .261***
 週送信mail数                     .047      .010      .242***
[デモグラフィック変数]
 性別：女性(1)                    .133*     .139*    -.045
 年齢                            -.033     -.027     -.034
 技術系職業(1)                   -.080     -.037     -.053

 分散説明率                       .292***   .199***   .260***
 N                                 283       283       282
注）係数は標準偏回帰係数、 かっこ内は各尺度の点数            

    +;p<.1  *;p<.05  **;p<.01  ***;p<.001


