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インターネットはどのようなメディアなのか
一主に地域メディア論からのアプローチにもとづく一試論−

内 田 啓太郎
北海道教育大学函館枚社会学研究室

WhatAbilityofMediaMaytheInternetBecome

−AnApproachfromTheoryofCommunityMedia−
UCHIDA Keitaro

DepartmentofSociology，HakodateCampus，HokkaidoUniversityofEducation

概 要
筆者は前偏にてインターネットを地域メディアとして措定した場合，インターネットがカバレッジする地
域コミュニティとは別に仮想的なコミュニティが構築され，これが地域コミュニティの上層に位置するとい
う仮説を呈示した．本稿ではこの仮説を検証するための補助線として，この仮説における重安概念であるくコ

ミュニティの二重性〉 と地域性の関係について考察を深めた．インターネットを地域メディアとして措定す
ることの最大の問題点は，構築される仮想的なコミュニティにおけるコミュニケーションが地域性にもとづ
かない内容・文脈となってしまい，地域メディアの機能である地域コミュニティの形成，すなわち地域性に
もとづいた共同性の滴養が難しいことである．しかしインターネットがもつカスタマイズ性により地域性に
もとづくコミュニケーション空間を構築でき，この特性を活かすことで多様性をもつ地域アイデンティティ
が生成される場として く仮想的な地域コミュニティ〉 が立ち現れるのである．

1 はじめに

と地域メディア論によるものがあるといえる．

インターネットに対するCMC研究からのアプ

1．1本稿の目的

ローチは数多くあるが，それとは対照的に地域メ

インターネットというメディアをどうとらえる

ディア論からのアプローチが少ないように思え

か．これまで先行研究において，多くの視点が呈

る1）．日本社会におけるインターネットの普及率

示され検証されてきた．ここで全ての視点を呈示

を考えると，地域メディア論からのアプローチが

することはしないが，大別してCMC（Comp−

CMC研究より多く提示されても良いではない

uter−MediatedCommunication）研究によるもの

か．なぜなら大都市圏だけでなく地方都市も含め
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て多くの地域社会においてこのメディアが利用可

デイアの諸類型の軸として設定している「コミュ

能であり，また地域情報化事業において地域メ

ニケーション・メディア」と「スペース・メディ

ディアとして措定されることが多いメディアだか

ア」という概念にもとづき考察する．先に結論を

らである．

述べるならインターネットを地域メディアとして

本稿ではこのことをふまえ，インターネットを

措定する場合，それはコミュニケーション・メ

どのようなメディアとしてとらえることができる

ディアでありスペース・メディアでもある．この

のか，地域メディア論のアプローチから考察して

考えに立脚することが地域メディアとしてのイン

ゆきたい．筆者はすでに地域メディアとしてのイ

ターネットを考察するうえで重要ではないだろう

ンターネットがもつ可能性を前ノ稿（内田2006）

か2）．

において論じた．そこで呈示した仮説は二つの視

なぜならスペース・メディアはコミュニケー

点から構成されている．それは（a）インターネット

ションが生起する場，すなわちコミュニケーショ

により構築される仮想的なコミュニティと地域コ

ン空間としてとらえることができるため，先行研

ミュニティが重層的に位置するという くコミュニ

究において述べられているように，コミュニケー

ティの二重性〉が生起し，（b）両者のうち仮想的な

ションが生起する空間であるインターネットをス

コミュニティにおけるコミュニケーションが地域

ペース・メディアとして考察することには無理が

コミュニティにフィードバックされる構造であ

ないと思われる．このように地域メディア論のア

る，という視点である．

プローチからインターネットを考察したい理由を

ただしこのままでは仮説として不十分であると

考えており，仮説の補強と検証のための補助線と
して今回の考察を行うことが本稿の目的である．

本節のまとめとして述べておく．
インターネットを地域メディアとして措定する
場合，立ち現れる問題としてインターネットが（コ
ミュニケーションが生起する空間としての）仮想

1．2 問題の所在

的なコミュニティを構築することが挙げられる．

前節において呈示した仮説のうち本稿では考察

ただし地域メディアは地域コミュニティをカバ

の重点を（a）の視点に置くことにし，（b）の視点につ

レッジするとされているため，ここにおいて仮想

いては満をかえて，具体的な調査結果にもとづき

的なコミュニティと地域コミュニティが並立する

検証する予定であるため，本稿では言及程度にと

状態となる．このためインターネットに関する先

どめておく．では（a）の視点における問題の所在は

行研究であるCMC研究だけではこの状態を考察

どこにあるのか．それは地域メディアとしてのイ

するうえで不十分であり，地域メディア論からの

ンターネットが重層的に二つのコミュニティ

アプローチをとる必要がある．

ー地域コミュニティと仮想的なコミュニティ

なお，これまで述べてきたように本稿では地域

ーを配置するということはどのようにとらえ

メディア論からのアプローチにもとづき考察をす

られるのか，具体的に地域メディア論のアプロー

すめてゆくが，必要に応じてCMC研究における

チから考察することでとらえられる．またこの考

先行研究を参照してゆきたい．

察がくコミュニティの二重性〉 を解き明かす鍵に

なるとも考えており，そこに本稿における問題の

1．3 本稿の構成

所在がある．

本稿では思考実験的に考察をすすめてゆく．ま

ここで「地域メディア論からのアプローチ」と

ず2章では地域メディア論で繰り返し参照されて

述べたが，それについて実際には竹内郁郎（1989）

いる竹内の「地域メディアの諸類型」にもとづい

による地域メディアの類型化に依拠したい．詳細

て考察をおこなう．この章での論点は，インター

については次章にて考察するが，竹内が地域メ

ネットを地域メディアとして措定した場合，それ

インターネットはどのようなメディアなのか

は果たしてコミュニケーション・メディアでしか

いる．この類型化にあたっては「メディア」と「地

ありえないのか，それともスペース・メディアの

域」の二つの軸をもとにしている．それぞれの軸

機能もあわせもつのかを考察することである．

の定義については前ノ稿（内田2006）においてま

ひきつづき3章では前偏において呈示した くコ

とめているのでそちらを参照されたい（表1）．

ミュニティの二重性〉 という概念について地域性

ここでは「メディア」軸に焦点をあてて考察を

をキーワードに再考する．この章では 〈コミュニ

すすめてゆく．竹内によればコミュニケーショ

ティの二重性〉 が含意するのは地域コミュニティ

ン・メディアについて各種地域メディアに多様性

と仮想的なコミュニティが単純に禿離して存在し

を見いだしつつ将来的に「今後情報処理と通信の

ているのではなく，地域性をいわば両者の「のり

技術が発達するにつれて，現存するメディアのあ

しろ」として重層的に配置可能であるということ

いだに，一方で融合が他方で分化が生じ，さらに

であり，そのことをインターネットの「カスタマ

多彩な機能を内在させたシステムとしての地域メ

イズ性」をもとに考えたい．

ディアが出現する」（竹内1989：5）と予想して

まとめにあたる4章では本ノ稿の表題でもある

いる．インターネットのもつメディア特性や地域
コミュニティにおける利用のされ方を考慮する

「インターネットはどのようなメディアなのか」

という問題について，インターネットを地域メ

に，この予想は現時点で的中しているだろう．つ

ディアとして措定した場合，多様性をもった地域

まり竹内の類型化に即していえばインターネット

コミュニケーションの蓄積とそれにもとづく地域

は，まずはコミュニケーション・メディアに位置

アイデンティティの生成とが，インターネットが

づけられる．実際はこの類型に具体的な地域メ

もたらす意味であり恩恵であると結論づけてい

ディアとして「パソコン・ネットワーク」が挙げ

る．

られており，これは竹内の論考が発表された時期
を考慮するとパソコン通信であると考えられる．

さらに竹内は表1においてコミュニケーショ

2 地域メディアの話語型にもとづく考察

ン・メディアとして類型化されている地域メディ
2．1地域メディアの類型化

ア以外にもスペース・メディアという類型も呈示

地域メディア論においては，竹内有膵βにより地

している．この類型には「公民館」や「公園」と

域メディアの類型化について詳しくまとめられて

いった一見メディアとしてとらえ難いものが挙げ

表1 「地域メディア」の諸類型
「メディア」の類型
コミュニケーション・メディア

自治体広報
地域ミニコミ誌
地理的範域をとも

タウン誌

なった社会的単位 地域キャプテン
「地域」

CATV

の類型

県紙県域放送

機能的共通性にも

公民館
図書館
公会堂
公園
ひろば

サークル誌

クラブ施設

ボランティアグループ会報

同窓会館

とづく社会的単位 各種運動体機関誌
パソコン・ネットワーク
出典：竹内（1989）

スペース・メディア

研修所

内 田 啓太郎

られている．このスペース・メディアについて竹

た」（加藤1991：219）ものである．さらに く電

内は「そこに集まる人びとのあいだで情報の交換

子テキスト通信〉 が可能とする機能は「テキスト

がおこなわれ，ものごとの決定がなされ，イベン

のストア・アンド・フォワード（蓄積転送）」（加

トが開催されるこれらのスペースは，地域社会に

藤1991：219）であると述べている．加藤はパソ

おけるコミュニケーションの媒介物（メディア）

コン通信というインターネットが普及する以前の

とよぶことができる」（竹内1989：6）と述べて

CMCメディアについてこのように述べていたわ

いる．

けだが，このく電子テキスト通信〉にともなう「テ

しかし竹内はスペース・メディアという類型に

キストのストア・アンド・フォワード」機能につ

重きを置くと，あらゆる社会空間をコミュニケー

いては，インターネットのメディア特性としても

ション・メディアとしてとらえることになり，地

十分にあてはまる．

域コミュニティ自体までもが地域メディアとして

インターネットにおける主なコミュニケーショ

とらえられてしまうとして，地域メディア研究に

ンはテキストに依存したものであり，テキストの

おいてスペース・メディアという類型を多用する

「ストア・アンド・フォワード」が具体的なコミュ

ことを戒めている3）．しかし竹内の主張のままで

ニケーションを実現させる．それはインターネッ

はインターネットを地域メディアとして措定する

トにおいて相互に接続されたコンピュータのハー

ことは難しいといわざるをえない．なぜならイン

ドディスク（記憶装置）に「ストア（蓄積）」さ

ターネットはコミュニケーション・メディアであ

れたテキストが電子ネットワークを通じて相互に

ると同時にスペース・メディアでもあると考える

「フォワード（転送）」されることであり，この

からだ．次節ではこの論点についてさらに考察を

繰り返しが具体的なコミュニケーションの蓄積と

深めてゆく．

なってゆく．つまりスペース・メディアが「各種
のコミュニケーション現象が生起する場」（竹内

2．2 インターネットはスペース・メディアか

1989：7）と定義される以上，このようなメディ

インターネットがコミュニケーション・メディ

ア特性をもつインターネットはスペース・メディ

アであることに疑いの余地はないだろう．その一

アとしてとらえられるだろう．次節ではこの視点

方でスペース・メディアでもあるか否かを考察す

に立脚して地域メディアとしてのインターネット

る．この考察ではCMC研究における先行研究を

がカバレッジする対象について考察してゆく．

参照したい．結論からいえばインターネットはス
ペース・メディアでもある．なぜならインター

2．3 インターネットと仮想的なコミュニティ

ネットはコミュニケーションを通じた利用者同士

地域メディアとしてのインターネットがカバ

の相互作用による関係性構築という性格を強くも

レッジする対象とはなにか．その名があらわすよ

つメディアであり，したがってインターネットを

うに「地域」がカバレッジの対象となるのだが，

利用することが，そのような関係性構築のための

この「地域」の定義についてまずはまとめておき

社会空間＝コミュニケーション空間そのものを構

たい．先に述べた竹内による地域メディアの類型

築することにほかならないからである4）．

化では「メディア」軸のほかに「地域」軸がある

この主張について具体的な先行研究を参照した

（表1）．この軸については竹内により「『地域』（あ

い．加藤晴明はパソコン通信のもつ（ハードウェ

るいはコミュニティ）の含意が，一定のひろがり

ア面での）メディア特性について以下のようにま

をもった地理的空間を占める社会的単位と，むし

とめている．加藤によると「パソコン通信の基本

ろ成員のあいだの共通性や共同性を指標とする社

的な通信形態は 〈電子テキスト通信〉 であり，電

会的単位」（竹内1989：6）に区別されている．

子テキストと通信という二つの要素が結びつき得

ここでいう

「地理的空間を占める社会的単位」を

インターネットはどのようなメディアなのか

そのまま地域コミュニティとしてとらえることは

ることがないからである．仮に別のコミュニティ

問題ないと思われる．他方の「共通性や共同性を

を構築することがあるとしても，それはインター

指標とする社会的単位」については，インターネッ

ネットによる仮想的なコミュニティとは異なり，

トにより構築される仮想的なコミュニティとして

あくまで地域コミュニティの中に一つまり地

とらえることが可能ではないか．なぜなら地域コ

域性と共同性の両方を必要条件とする−小さ

ミュニティにおいてコミュニケーションが生起す

なコミュニティを構築することでしかない．

る場を担保していたのは一定の地理的範域＝地域

これは（スペース・メディアとしての）地域メ

性であるが5），インターネットはスペース・メ

ディアへどのように「アクセス」するのか，この

ディアでもあるためこのような担保を必要としな

間題とかかわってくる．地域コミュニティをカバ

いからである．

レッジするスペース・メディアは地域コミュニ

つまりインターネットが地域メディアとして機

ティのもつ地域性によりコミュニケーションが生

能することを想定するとしても，実はインター

起する空間を担保されている．この空間へ参加す

ネットが地域性を必要としない仮想的なコミュニ

ることはすなわち地域メディア（としての公民館

ティを構築するならば，そもそもインターネット

や公園など）ヘアクセスすることにほかならない．

を地域メディアとして採用する意味をもちえない

このアクセスの可能性＝アクセシビリティは必然

のではないか．筆者は前偏においてこのことをくコ

的に地域性＝一定の地理的範域により制限される．

ミュニティの二重性〉 としてとらえている（内田

しかしインターネットは同じスペース・メディ

2006）．もしインターネットがスペース・メディ

アであっても，そのハードウェアにおけるメディ

アとして地域コミュニティにおけるコミュニケー

ア特性により地理的範域をこえたコミュニケー

ション（＝地域コミュニケーション）が生起する

ションが生起する．つまりコミュニケーション空

空間を構築するならば，インターネットは地域メ

間を担保するものとしての地域性＝一定の地理的

ディアとして十分に機能するといえる．しかしイ

範域を必要としない．仮にインターネットを地域

ンターネットは地域コミュニティとは無関係にス

メディアとして措定するのでなければこのことは

ペース・メディアとして機能する可能性がある．

問題にならないが，インターネットが地域メディ

そのため地域コミュニティとは別のコミュニティ

アとして地域コミュニティをカバレッジしようと

＝仮想的なコミュニティが構築され，重層的に配

すると問題が生じる．（地域メディアとしての）

置される．これがくコミュニティの二重性〉 であ

インターネットに対するアクセシビリティは地域

るのだが前偏における議論の補足として次章で再

性に制限されないため，そこで生起したコミュニ

度考察したい．

ケーションにより構築されるコミュニティは（地
域メディアとしてのインターネットがカバレッジ

3 くコミュニティの二重性〉再考

しようとする）地域コミュニティの中には収まら

ない．つまり地域コミュニティの上層にコミュニ

3．1 くコミュニティの二重性〉 が生じる要因

ティが位置することになる．またこのコミュニ

竹内による地域メディアの類型化においてス

ティは地理的範域をもたず，さらに物理的に可視

ペース・メディアとして挙げられている「公民館」
「公園」などの地域メディアは一定の地理的範域

をもつ地域コミュニティをカバレッジの対象とし

化されているわけではないので「仮想的な」コミュ
ニティである．これがくコミュニティの二重性〉
が生じる要因である．

ている．このような位置づけが可能なのはこれら
のスペース・メディアがインターネットのように

3．2 どのように地域性を「導入」するのか

地域コミュニティとは別のコミュニティを構築す

地域メディアの機能について竹内は二点挙げて
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いる．ひとつは「住民に対する地域関連情報の碇
供」（竹内1989：9）であり，もうひとつは「地

ある．
つまり他の地域メディアと異なり地理的範域を

域社会がまとまりをもった社会的単位として存

こえたコミュニケーションを可能とするのがイン

続・発展していくことへの寄与」（竹内1989：12）

ターネットのメディア特性であるため，地域メ

である．後者の機能に関連して清原慶子（1989）

ディア論で主張するような地域コミュニティ形成

は地域コミュニティ形成の機能を地域メディアに

に必要な地域コミュニケーションの蓄積は難しい

見いだしているが同様の指摘であろう．清原は地

といえるだろう．そのためコミュニケーションの

域コミュニティ形成に必要なのは地域性を基盤と

空間を一定の地理的範域により限定することが不

した共同性の滴養としているが，これを翻案すれ

可能に近いインターネットに対して地域性を導入

ば地域性＝一定の地理的範域の制限のもとに地域

するには，コミュニケーションの内容および文脈

コミュニケーションを蓄積することで共同性を滴

そのものをコントロールするしかない．静稿にお

養することだといえる．

いて述べているが「（筆者註：インターネットに

それでは地域メディアとしてのインターネット

より構築される仮想的なコミュニティにおいて）

に欠けている要素はなにか．それはこれまで述べ

コミュニケーションのトピックスを対象となる地

てきたように地域性である．インターネットを地

域コミュニティに関連したものに限定すること

域メディアとして措定する限りにおいて地域性は

で」（内田2006：9）他の地域メディアと同様，

必要である．地域性をインターネットに導入する

インターネットを地域コミュニティ形成に向けて

ことで，このメディアを通じて地域コミュニケー

機能させようというわけである．

ションを蓄積することが可能になる．つまり他の

果たしてこのようなコントロールが可能だろう

地域メディアと同様，一定の地理的範域による制

か．先に結論からいえば可能である．CMC研究

限のもとにコミュニケーションを生起させること

者の池田謙一と柴内康文はインターネットにおけ

が可能になる．

るコミュニケーションの空間が多様に設定および

ではどのようにして地域性を導入するのか．こ

設計可能であることを実証しており，インター

れまで本稿では地域性という一定の地理的範域に

ネットを「『カスタマイズ』メディア」（池田・柴

よる制限を地域メディアへのアクセシビリティと

内1997：26）であると主張している．これはイン

して定義し，その制限下でのコミュニケーション

ターネットにおけるコミュニケーションの場を電

の蓄積を共同性の滴養としてとらえていた．ここ

子掲示板，メーリングリストやSNS（SocialNet−

でいま一度インターネットの（ハードウェアにお

workingService）といった具体的なコミュニケー

ける）メディア特性を思いおこしたい．インター

ション空間として設定および設計，すなわちカス

ネットを含めたCMCメディアのコミュニケー

タマイズできることを示している．これはコミュ

ションは電子テキストの「ストア・アンド・フォ

ニケーションの内容および文脈をコントロールす

ワード」機能により可能となっている．加藤はこ

ることが可能であることを意味する．つまり他の

の機能が「（筆者註：この機能に着目することで）

地域メディアが地域性の基礎となる地理的範域の

その帰結として く非同時性の時間差通信（コミュ

制限を自明のものとして有していたのと同様の効

ニケーション）〉 という使い方を叶能にする」（加

果をもちえるだろう．

藤1991：221）と指摘している．さらに加藤はこ
の指摘から導き出されるコミュニケーションにお

山田晴通は地域メディアを特徴づける指標は
「受け手側が共有している地理的空間＝具体的な

けるメディア特性として，三つの特性をあげてい

地域を生きるという経験」（山田1997：18）であ

るが，そのうちのひとつが「時間・空間に制約さ

ると述べている．このことからしてインターネッ

れないコミュニケーション」（加藤1991：221）で

トにより構築される仮想的なコミュニティであっ

インターネットはどのようなメディアなのか

ても，そのコミュニティの成員が共有可能な具体

仮想的コミュニティを生きる経験」を共有してい

性を構築および維持できればインターネットを地

ることになる．

域メディアとして措定することにより生じる問題
を回避できると思われる．

ここで述べたことを具体的なイメージとして描

いてみたい（図1）．図1において地域コミュニ
ティaの成員（白色の丸記号）はこの地域コミュ

3．3 地域情報の形成と地域コミュニティヘの
フィードバック
ここまでの考察においてインターネットを地域

ニティをカバレッジしようとするインターネット

により構築される仮想的なコミュニティa にも
アクセス可能である．そしてその仮想的なコミュ

メディアとして十分に機能させるためには（i）コ

ニティa においてコミュニケーションの蓄積に

ミュニケーション空間＝仮想的なコミュニティに

もとづく共同性の生成により仮想的なコミュニ

おいて地域性を構築および維持可能であるように

ティa の成員にもなりうる（オレンジ色の丸記

空間をカスタマイズすること，（ii）その空間におい

号）．ここで重要な点は，この仮想的なコミュニ

て仮想的なコミュニティの成員が共有可能な具体

ティa の成員には他の地域コミュニティbの成

性を同様に構築・維持することが必要であるとわ

員（赤色の丸記号）が含まれていることである．

かった．（ii）について若干補足しておくと，山田の

この状況における仮想的なコミュニティa の

述べる「具体的な地域を生きる経験」が，仮想的

成員同士のコミュニケーション（点線の矢印記号）

なコミュニティおいてはコミュニケーションの蓄

は地域性を維持したかたちで交わされる．つまり

積とそれにもとづく共同性の滴養からでのみ得る

先ほど述べた「具体的な仮想的コミュニティを生

ことができるものだと考えられる．これは結果と

きる経験」を共有し共同性を生成するためのコ

して仮想的なコミュニティにおける地域情報の生

ミュニケーションである．またそれぞれの地域コ

成としてとらえることができるだろう．

ミュニティにおける地域コミュニケーション（実

地域メディアとしてのインターネットが構築す
る仮想的なコミュニティを地域性がそなわるよう

にカスタマイズする必要がある．ただしこのカス

線の矢印記号）もまた，お互いの地域コミュニティ
の共同性維持のため交わされている．
このように地域メディアとしてのインターネッ

タマイズにおいて必要な要素は，そのコミュニ

トは，そのカスタマイズ性により複数の地域コ

ティにおいて蓄積されるコミュニケーションの内

ミュニティの成員から仮想的なコミュニティへの

容および文脈である．したがってコミュニケー

アクセスを可能とし，かつその仮想的なコミュニ

ションを交わす，つまりコミュニティへインター

ティにおけるコミュニケーションに対して地域性

ネットを通じてアクセスする成員は実際の（地域

をもつようにコントロール可能である．すると「具

メディアとしてのインターネットがカバレッジす

体的な仮想的コミュニティを生きる経験」を共有

る）地域コミュニティを地理的範域にもとづき共

しようとする成員たちにとって，ある地域コミュ

有している必要はない．つまり同じ地域コミュニ

ニティの地域性をそのまま（この地域コミュニ

ティの成員である必要はなく，異なる地域コミュ

ティの上層に位置する）仮想的なコミュニティに

ニティの成員が地域メディアとしてのインター

対しても適用しつつコミュニケーションを蓄積す

ネットを通じてひとつの仮想的なコミュニティに

ることになる．この蓄積が「経験」として具体的

アクセスし，そのコミュニティの成員となっても

な地域情報の形で表象されると考える．

かまわないのである．もちろんこの（それぞれが

図1においては，仮想的なコミュニティa の

異なる地域コミュニティの成員である）成員はそ

成員は一方で地域コミュニティaの成員でもある

の仮想的なコミュニティにおける地域性を共有し

ので，そこで生成される地域情報を地域コミュニ

ている．つまり山田の言葉を借りれば「具体的な

ティaに対してフィードバックすることが可能で
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図1 仮想的なコミュニティと地域コミュニティの配置
出典：内田（2005）を一部修正

ある．このフィードバックは地域コミュニティa
に対して二つの点で有益だと考えられる．一つ日
は仮想的なコミュニティa において生成される
地域情報には（地域コミュニティaではない）外
部からの視点や価値観が影響をあたえる，という
ことであり，二つ日は地域コミュニティaに
フィードバックされた地域情報へのリアクション

が再び仮想的なコミュニティa にもたらされる

4 地士或メディアとしてのインターネットが
もつ意味

4．1地域コミュニティのための く仮想的な地
域コミュニティ〉構築

地域メディアとしてのインターネットにより構
築される仮想的なコミュニティは，そのままでは
（地域メディアとしてのインターネットが）カバ

ことで仮想的なコミュニティa における共同性

レッジしようとする地域コミュニティと関係が希

の維持に寄与する，ということである．

薄である．しかし構築される仮想的なコミュニ

一つ日の点は多様性をもった地域情報の生成が

ティにおいて地域性をもつコミュニケーションが

期待されるのであり，二つ日の点はたとえ仮想的

生起するようにコミュニケーション空間をカスタ

なコミュニティの中であっても自分たちが交わす

マイズすることが可能である．

コミュニケーションが実際の地域コミュニティに

インターネットのもつこのようなメディア特性

対して何らかの影響を与えていると確認すること

を活かした仮想的なコミュニティの構築が意味す

で，仮想的なコミュニティとしての一体感を醸成

るものはなにか．それは く仮想的な地域コミュニ

する，と考えられるだろう．

ティ〉 の構築にほかならない．現実の地域コミュ

次章ではまとめとして，インターネットが地域

ニティではインターネット以外のどのようなス

メディアとしてどのような意味をもつのか考察を

ペース・メディアを地域メディアとして採用しよ

すすめたい．

うとも，メディアそのものが物理的な地理的範域
の制限を受けてしまい，そこにアクセスできる人

インターネットはどのようなメディアなのか

間を結果的に当該の地域コミュニティの成員に限
定してしまう．

先ほど述べたようにインターネットのメディア

地域メディアとしてインターネットを措定する

ことは先ほど述べたように一見，地域コミュニ
ティへの寄与は少ないように思える．だがイン

特性を活用すれば単なる仮想的なコミュニティを

ターネットのメディア特性を見きわめ活用するこ

地域性と共同性の両方を備えた く仮想的な地域コ

とで，逆に他の地域メディア以上に地域コミュニ

ミュニティ〉 として構築することが可能である．

ティへ寄与する可能性をもちえていると筆者は考

もはやここにいたっては「仮想的な」ということ

えている．

ばが含意するところは地域コミュニティへのアク

セスを時間的にも物理的にも共有していない，と
いうだけであろう．なぜならインターネットのメ
ディア特性は地域コミュニティへのアクセスとほ
ぼ同等のありようをく仮想的な地域コミュニティ〉

におけるコミュニケーションへもたらすことが可
能だからである．

極端な表現が許されるなら，これがインター
ネットを地域メディアとして措定するうえで，そ
こからもたらされる意味であり恩恵であるといえ
る．

［注］

1）国立情報学研究所が提供している「CiNii（NII論文
情報ナビゲ一夕）」において「CMC」と「インターネッ

ト」をキーワードとしてAND検索を行った．その
結果は16件である．同様に「地域メディア」と「イ
ンターネット」をキーワードにしてAND検索を行っ
た結果は4件である．さらに同研究所が提供してい

る「学術研究データベース・リボジトリ」に所収の「社
会学文献情報データベース」（日本社会学会からの提
供）で同様の検索を行ったところ，前者は5件，後
者は0件である．この結果をもって，地域メディア
論においてインターネットを対象とした研究がCMC

4．2 多様性をもった地域アイデンティティの
生成

地域コミュニティにおける地域性にもとづく共

研究よりも少ないと断定することは避けるべきだと
思われるが，判断の材料として呈示しておく．
2）本稿ではインターネットを「スペース・メディア」

としてもとらえることを目指して考察をすすめてい

同性の滴養は別の表現をするなら，地域コミュニ

るが，CMC研究においては当初からインターネッ

ティへの愛着心＝地域アイデンティティとして発

トをスペース＝空間としてとらえていた．具体的に

露すると考えられる．地域メディアとしてのイン

は「コミュニケーション空間」としてであり，さら

にコミュニケーションの蓄積から牛成される関係件

ターネットにより構築される く仮想的な地域コ

をそこに見出すことのできる「社会空間」としてと

ミュニティ〉はそこでのコミュニケーションー

らえていたと考えられる．この論点については吉田

それはもはや地域コミュニケーションとよんで問
題なかろうーの蓄積を通じて生成された地域

（2000）において詳細に議論されているので参照さ
れたい．ただし（1980年代から90年代前半にかけての）

パソコン通信を対象とした初期のCMC研究におい

情報を実際の地域コミュニティに対してフィード

ては，今述べた論点を地域メディア論的な視点から

バックする．これに対するリアクションがく仮想

考察していたように思える．このことについては稿

的な地域コミュニティ〉へもたらされ，それを成
員同士で確認することでコミュニティとしての一

を改めて論じたい．
3）竹内は地域メディアの定義をスペース・メディアに
まで拡張することに対して「過度な定義の拡張は，

体感を醸成するとすでに述べたが，これはつまり

中間的コミュニケーション・メディアとしての地域

本来ならその地域コミュニティヘアクセスしえな

メディア本来の意味と問題点を見失わせるおそれが

い（成員になりえない）人間も含めたかたちでの

地域アイデンティティを生成することになる．こ
れは通常の地域アイデンティティとは異なり多様

ある」（竹内1989：8）と指摘している．またこの
指摘に先立ち（竹内のいうところの「パソコン・ネッ

トワーク」である）CMCメディアは「地域のみで
はなく国境さえこえて地球的な規模にまで，カバレッ

性をもった地域アイデンティティとなる可能性を

ジを拡大して」（竹内1989：4）おり，「（筆者註：カ

もちえるだろう．

バレッジの）対象が不特定ではなく，共有された特
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性が自覚されているかぎり」（竹内1989：4）におい
て中間的コミュニケーション・メディアであると述

べている．竹内自身は，CMCメディアがカバレッ
ジする範域を無制限に拡張できることをもって，
CMCメディアを地域メディアとして措定することへ
の疑問を呈示していると思われる．しかし，後述す

るようにインターネットを含めたCMCメディアは
可塑性をもち，カバレッジする範域を自由に，つま
りは地理的範域に擬せられる程度に限定可能である．

したがって竹内の呈示した疑問はCMCメディアの
特性をとらえきれなかったがゆえの指摘ではなかろ
うか．
4）筆者のこの主張には若干の留保が必要である．川上
善郎は川浦（1998）の論考をふまえインターネット
におけるコミュニケーションの変容をとくにWWW

（WorldWideWeb）との関連で論じている．川上
によると川浦は「インターネットやパソコン通信な
どの狭義のCMC（ComputerMediated Com−
munication）とウェブに基礎をおくコミュニケーショ

ンを対比させ，前者をABC（Article−BasedCom−
munication），後者をWBC（Web−BasedCom−
munication）と名づけた」（川上2001：252）として
いる．川上はこの定義にもとづき，狭義のCMC＝
ABCはコミュニケーションの双方向性と利用者同士

の相互作用が基本であり，一方のWBCは双方向性
ではなく（情報発信者からの）一方向性のコミュニ
ケーションであると指摘している．川上はさらにこ
のコミュニケーションの形態の相違が，そこから生

み出される情報のありようの相違に結びつくと議論
を展開している．しかしこれ以上の参照は本稿の主
旨からはずれるため行わない．ただし，本稿におい
て（地域メディアとして措定する）インターネット

を通じて交わされるコミュニケーションの位置づけ
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