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SNSの社会情報学
−CMC研究の新しい方向性に関する研究ノートー

内 田 啓太郎
北海道教育大学教育学部函館枚社会学研究室

Socio−informationStudiesofSocialNetworkingService（SNS）
AResearchNoteofNewApproachtoCMCStudies
UCHIDA Keitaro

DepartmentofSociology，HakodateCampus，HokkaidoUniversityofEducation

概 要
インターネットの新しい利用形態としてSNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）が急速に普
及しつつある．本稿ではこのSNSを研究対象としているが，これまでのCMC研究ではSNSの本質的な意
義を捉えきれないことを最初に指摘したい．その上でCMC研究の方法論や知見に加え，地域メディア論，
地域情報化論など複数の学問領域をも総合した社会情報学の研究対象として，SNSというメディアを考察
する必要があることを指摘している．そして社会情報学の研究対象としてSNS，特に「地域SNS」へ焦点を
あてて考察を行った結果，SNS自体がもつコミュニティ形成機能が，決して仮想的なものにとどまらず現
実社会の人間関係とリンクすることが分かった．つまりSNSというメディアが持つ，この本質が地域活性
化という理念と結びついたのが地域SNSであり，地域SNSが地域社会＝地域コミュニティを指向すること
が可能であるのは，「ソーシャル・ネットワーク」という言葉の字義通り，地域社会の人間関係がそれを写
し取る形でインターネット上の地域SNSに表出してくるからなのである．

1 はじめに

の仕方は細分化され，単純なウェブページ（ウェ
ブサイト）の作成・閲覧だけでなくウェブ掲示板，

1．1本稿の目的

ウェブログ，ソーシャル・ネットワーキング・

インターネットの普及過程において，そのアプ

サービス（SocialNetworkingService，以下

リケーションの利用は，その中心が電子メールや

SNSと呼ぶ）まで多様なアプリケーションが提

NetNwes，電子掲示板（BBS＝BulletinBoard

供され，多くのユーザがそれらを利用している．

System）からWWW（WorldWideWeb）へと
移ってきた．さらにWWWにおいてもその利用

これまでのCMC研究は，このような普及過程
に対応する形で研究対象の幅を拡げてきた．ここ
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ではそれらの全てを提示しないが，数多くの先行

通信からインターネットへと移行しており，ここ

研究が蓄積されている．筆者が考えるに，インター

ではインターネットにアクセスすることで利用で

ネットのアプリケーションのひとつとしてSNS

きるという意味での−の中でもSNSを対象と

が注目されており，そのユーザ数が急増している

して取り上げるのか．それは地域活性化ツールと

現状に応じて新しい研究対象として，SNSに研

しての可能性がSNSに対して見いだされている

究者の関心が寄せられている．この方向性は今後

／期待されているからである．インターネットの

揺らぐことのないように思われる．

アプリケーションのひとつであるSNSが地域活

本稿の目的は，CMC研究におけるこの方向性
をCMC研究の範囲に留めるのではなく，社会情
報学の領域にまで拡大させることである．これは

性化ツールとして機能する．つまりはSNSの地
域メディア化であるといえる．

ここでいったん論議をまとめておく．このよう

CMC研究に「地域」という視点を導入すること

に社会情報学の領域としてCMC研究を位置づけ

で可能になると考えている．そのために必要な論

るために，SNSを研究対象とすることは妥当で

点の整理を行うことが最初の作業である．

あるといえる．そのためには，これまでのCMC
研究の方法論や知見だけなく，地域メディア論（な

1．2 問題の所在

いしは地域情報化論）のそれらも導入する必要が

筆者は前偏にても指摘しているが（内田

あるだろう．そのうえでCMC研究の新しい方向

2006b），本稿でもCMC研究が抱える問題として

性として想定される「SNSの社会情報学」の問

「地域」の視点が抜け落ちていることを指摘した

題点が抽出可能である．この間題点の抽出とそれ

い1）．しかしSNSを対象とする研究を進めるこ

らに対する考察の中に本稿における問題が所在し

とで，この視点の組み込みが可能になると思われ

ている．

る．なぜなら，当初SNSはその名称が示す通り「社

会ネットワーク」の形成ツールとして登場したの

1．3 本稿の構成

であり，そこに「地域」の視点がまず必要となる

第1章に引き続き第2章ではSNSの機能につ

はずである2）．しかし，SNSを対象としたCMC

いて説明し，コミュニティ形成ツールとしての可

研究も他のCMC研究と同様，この視点を欠落さ

能性について，先行するCMC研究をふまえなが

せたまま進められる可能性があるだろう．

ら考察する．続いて第3章ではSNSを対象とし

繰り返すが，先行するほとんどのCMC研究は
「地域」の視点を欠落させているため，このまま

た研究における新しいアプローチとして地域活性
化ツールの可能性について考察を深めたい．最後

では社会情報学の一領域としてCMC研究を位置

に第4章では社会情報学の研究対象としてSNS

づけることは難しい．なぜなら「社会情報」学と

を考察することは，どういったことなのか．この

しては社会情報を研究対象にする以上，「社会と

ことについて筆者の考えを提示したい．

しての地域」という視点を欠かすことができない

からである．つまりCMC研究は「メディア研究」
のひとつの領域ではあるとしても「社会情報学」

2 コミュニティ形成ツールとしての可能性

の領域としては位置づけが困難であると思われ

2．1SNSとは何か

る．そのため先述したようにCMC研究に「地域」

SNSは「ソーシャル・ネットワーキング・サー

という視点を導入することが求められてくるので

ビス」の略称であり，その名称（「ソーシャル・ネッ

ある．

トワーキング」）が示しているように人間関係を

ではなぜCMC研究の対象となる数多くのアプ
リケーションーCMC研究の対象がパソコン

ネットワークとして可視化する，社会ネットワー
ク形成のツールである．SNSの妙は社会ネット
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ワークの形成および維持のためにいくつかのコ

者間の信頼形成に寄与すると言われているが，こ

ミュニケーション機能とそれらを複合化したコ

れについては次節にて考察したい．

ミュニティ形成機能を実装しているところにあ

機能面では−

これは他のSNSの大部分にも

る．ただし，ここでいう「コミュニティ」とは社

共通するものであるが−「mixi」はインター

会学一般で議論されている意味でのコミュニティ

ネットにてこれまで個別に実装され，提供されて

とは若干異なり，「バー

きたアプリケーションを統合して利用できるよう

チャル・コミュニティ」

や「オンライン・コミュニティ」と称されること

のある「仮想的なコミュニティ」であることに留

になっている（図1を参照）．

図1を見ると分かるが，「mixi」にアクセスす

意したい3）．まずは以上のことをふまえながら

るとそれぞれの利用者に割り当てられたウェブ

SNSについて概略的な説明を行うことにする．

ページ（以下「トップページ」と呼ぶ）が表示さ

田中良和と原田和英によると，SNSはアメリ

れる．この「トップページ」では利用者に関する

カにて2003年春頃にサービスが開始された

様々な情報が表示され，さらに詳細な情報にアク

「Friendster」4）が最初であり，その後アメリカ

セス可能となっている．主な機能としては，

では順調にSNSの利用者を増やす一方で，日本

／i）「つながり」形成機能

でサービスが開始されたのは2004年2月に

りi）メッセージ（電子メール）送受信機能

「GREE」5）によるものであるとされている（田

中・原田 2005）．
日本においてもSNSの利用者は増加の一途を

辿り，総務省の調査によると2005年3月末時点で
の日本国内における利用者数は延べ約111万人6）

（iii）ウェブログ作成機能

（i司 「コミュニティ」（電子掲示板）作成機能
が挙げられる．
これらの機能について簡単に説明すると（i）の

「つながり」形成とは，SNS内部において社会

であり，2007年3月末には延べ約1042万人7）まで

関係を形成し，これを「つながり」として可視化

増加すると予測している（総務省 2005）．この

する機能である．例えば「mixi」では自らが「招

ように日本においてもアメリカと同様に利用者数

待」して登録された利用者や既に登録されている

の増加にあわせてSNSのサービスを提供する

利用者との「つながり」を形成すると，その利用

ウェブサイトが増加しており，インターネット利

者は「マイミクシイ」として可視化され，その一

用者にとって必要不可欠なアプリケーションとし

覧が「トップページ」に表示される．「mixi」では

て位置づけられている．以下，日本における代表

他の利用者の「トップページ」を閲覧することが

的なSNSの一つである「mixi」8）を例にSNSの

可能であり，さらに一部の情報はどの利用者まで

持つ主な機能について説明する．

閲覧可能かを自由に設定することが可能である11）．

「mixi（ミクシイ）」は2004年3月にサービス
を開始し，2006年7月末の時点で利用者数が500
万人を超えた9）．「mixi」ではウェブログやウェ
ブ掲示板など，他のアプリケーションのように，
それらをサービスとして提供しているウェブサイ

トへ自ら登録して利用者となることはできない．

このため各利用者の「トップページ」を閲覧する
ことで，その利用者が「mixi」内部でどのような
「つながり」＝社会関係を持つのかが分かるよう
になっている．
（ii）のメッセージ（電子メール）送受信機能とは，
「mixi」内の利用者同士でメッセージを送受信す

「mixi」を始めとするほとんどのSNSでは，利

ることができるが，通常の電子メールのように

用者の登録は「招待制」となっている．これは既

「mixi」の利用者以外に対して送受信することは

にそのSNSに登録されている利用者から「招待

できない．このメッセージ送受信機能は「マイミ

される」ことで，自分も利用者となることのでき

クシイ」同士の「つながり」を形成・維持するの

る仕組みである10）．この仕組みがSNSの利用

に寄与している．
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（iii）のウェブログ作成機能であるが，「mixi」の

川浦調査では，「mixi」への利用者登録におい

利用者は簡易なウェブログを作成することができ

て誰から「招待された」のかを問う質問において，

る（以下「mixi」上での表記に合わせて「日記」

回答者15）の6割強が「現在の友人・知人，家族」

と呼ぶ）．この「日記」は，先述したように閲覧

と答えたと判明した．このような回答が示された

およびコメント欄への書き込み可能な利用者の範

ことに対して，筆者の考えは，SNSは「招待制」

囲を自由に設定可能なので，自らと「つながり」

による利用者登録が前碇であるため，友人，家族，

の無い，つまり「マイミクシイ」ではない利用者

学校といった既存の社会関係の中で，特定の人間

の目から自らの「日記」を隠すことができる．こ

（友人・知人，親・兄弟，先輩・後輩など）を

の機能は昨今のウェブログ利用者の増加を鑑みる

SNSへ「招待する」（もしくは「招待される」）

に「mixi」を含めたSNSの利用者増加の一要因

場合が多いのではないか，というものである．

として考えることができるだろう．
（i司の「コミュニティ」作成機能はウェブログ作

これは「つながり」＝社会関係の形成および維

持という場合に「維持」の側面が強いと考えられ

成機能と並んでSNSへ利用者を惹きつける要素

る．これは川浦調査における別の質問に対する回

であると筆者は考えている．この機能は特定の

答を見ても分かる．「mixi」上の交友関係に関す

テーマにもとづき電子掲示板を作成することがで

る質問において「リンク相手」（筆者注：「mixi」

きる機能であり，「mixi」に登録されている利用

における「マイミクシイ」のこと）の内訳は以下

者は誰でもこの機能を利用して自由に「コミュニ

の通りであった．

ティ」を作成できる．「mixi」におけるコミュニティ

の数は膨大であり12），また利用者は多くの「コ

「現実世界での知り合い」の方が多いという

ミュニティ」へ参加する傾向にあるため，この機

回答者が61％を占めていた（「どちらかとい

能がSNS利用の魅力の一つであると考えて差し

えば」を含む）．「ネット上の知り合い」の方

支えないと思われる13）．

が多いと答えた人は同様に39％だった．（川

以上，SNSについて，主要な機能を説明して

浦ほか 2005：97）

きた．SNSの歴史や各種機能についてのより深
い説明は，これ以降，必要に応じて行うこととす

この結果から分かることは，既存の社会関係に

る．次節では本章の目的であるコミュニティ形成

もとづいて始めたSNSの利用において，既存の

ツールとしての可能性について，まずはSNS（本

社会関係を拡大する形でSNS内部の社会関係も

稿では「mixi」）利用者の利用行動調査をもとに

維持していく傾向が強いのではないか，というこ

考えることから始めたい．

とである．これは先述した総務省の調査結果にお
いてもSNSの利用目的が「出会いの場や同じ趣

2．2 SNSの利用行動と「つながり」の形成・
維持

川浦康至，坂田正樹，松田光恵は「mixi」の利

味を持つ人のコミュニティとして利用している
ユーザは1〜2割程度で，ユーザの8割は知り合
いとの間のコミュニケーションツールとして利

用者を対象とした利用行動調査（以下「川浦調査」

用」（総務省 2005：7）していることが判明し

と呼ぶ）を行っている（川浦ほか 2005）．本節

ている．

では主にこの調査結果を参照しつつ考察を進めた

い14）．まずは本節での筆者の目的が，SNSが「つ
ながり」の形成・維持に寄与するツールとして，

では次に実際の利用行動がどのような傾向を持
つのかという視点から「つながり」＝社会関係の
「維持」の側面を見ていきたい．川浦調査におい

つまりコミュニティ形成ツールとして機能するこ

て「mixi」の主な利用行動について複数回答で質

とについての考察にあることを確認しておく．

問したところ，回答の多くを「日記」関連の行動
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が占めたという．これは利用者自らの「日記」を

がり」＝社会関係の「形成」の側面を見ていきた

作成するだけでなく他の利用者の「日記」を読む，

い．川浦調査では「mixi」利用者の経験と行動に

またはそれに対してコメントを書き込むという行

関する質問への回答から，既存の社会関係におい

動を含んでいる．またそれらについで多く見られ

て弱い紐帯の人間とのコミュニケーションが

た回答が「足あと」の確認であった．「足あと」

「mixi」上で生起するようになったと感じている

機能は「mixi」の特徴ある機能として挙げられる

（ないしは経験している）利用者が少なからず存

ものであり，これは自らの「トップページ」（な

在していることが判明している．これは「形成」

いしは「日記」など他のページ）を閲覧した利用

の側面にとって非常に分かりやすい事例であると

者がその日時と共に一覧表示される機能である．

思われる．また他の回答からは「mixi」上で「つ

さらに「mixi」上の「日記」関連行動について

ながり」＝社会関係のある利用者についての理解

補足しておく．川浦調査では，記述する「日記」

が深まった利用者が存在することも判明した．こ

の内容はどのようなものかという質問に対して，

れは単純には「形成」と言えないかもしれないが，

紐帯の強化という点のみでは「維持」以上の効果
「個人的なことがらや身の回りのできごとが
多い」と答えた人が「どちらかといえば」も

含めると90％に達し，圧倒的に多い．「社会
的な話題やニュースが多い」とする人は1割

が「mixi」上でのコミュニケーションにあるので
はないかと考えられる．

次節では本章のまとめとしてコミュニティ形成
ツールとしての可能性について言及したい．

程度にとどまった．（川浦ほか 2005：96）

2．3 実体のある「仮想的なコミュニティ」
という結果であった．また「日記を書けば必ずコ

2．1ではSNSのコミュニティ形成機能として，

メントが付くという状態の人が8割」（川浦ほか

具体的には「mixi」における「コミュニティ」作

2005：97）であることから，これらの調査結果を

成機能について言及している．そこでは「仮想的

合わせてどのように考えることができるだろう

なコミュニティ」としてそれが存在すると述べた

か．

が，近年のCMC研究の中でも特に社会学のアプ
先述したように「mixi」における「つながり」

ローチにもとづく研究からは，CMCにより形成

＝社会関係は，その大半が既存の社会関係にもと

される「仮想的なコミュニティ」と現実社会（の

づいて（ないしはそれを拡大して）存在している．

コミュニティ）の連続性が指摘されている16）．

つまり「mixi」の利用者が「日記」を書くのは，

加藤晴明はCMC空間に対して「（a）コミュニ

また「日記」に対して頻繁にコメントが付けられ

ティ的（共同的・コミュニケーション的な）な空

るのは，「日記」の記述内容（つまり利用者の個

間として捕らえるか否か，（b）日常空間とは根本的

人的な事柄や出来事）が，自らが社会関係を持つ

に異なる 別

他の利用者とのコミュニケーションにおける原資

藤 2001：121）という視点にもとづき，理解の

となっているためと考えることができる．このこ

ためのフレームを4つ碇示している．その中の大

とは「日記の更新頻度が高い人ほど被コメント数

きな説得力を持つフレームとして，CMC空間に

も多い」（川浦ほか 2005：97）という調査結果

はコミュニティが存在し，かつそれは日常空間と

からも，「mixi」における「つながり」＝社会関

の連続性を持つものであるというフレームを挙げ

係の維持に「日記」を書くこと，および「日記」

ている（加藤 2000）17）．加藤が碇示したこのフ

へコメントを付ける（付けてもらう）ことが大き

レームに即して言えば「mixi」における「コミュ

く寄与していると考えて差し支えないだろう．

ニティ」作成機能そのものに対して現実社会（つ

最後に実際の利用行動における傾向から「つな

空間として理解するか否か」（加

まりは日常空間）との連続性を指摘する必要があ

SNSの社会情報学

ると思われる．だがしかし，ここでは「mixi」と

のではなく，辞書的意味である「事実上の，実際

いうSNSにおいて利用者が利用できる機能であ

上の」コミュニティとして，つまりは実体をもつ

る「コミュニティ」作成機能のみではなく，「mixi」
における情報の碇示およびコミュニケーションも

含め，SNSそのものが作り出す「仮想的なコミュ
ニティ」を問題にしたい．

「仮想的なコミュニティ」が「mixi」上に形成さ

れているのではないかと考えるのである18）．
それではここまでの考察を受けて本章のまとめ
を行いたい．

つまり筆者としては，「mixi」における「コミュ

「mixi」を例として考察してきたのは．SNS

ニティ」という言葉を，あくまでSNSを利用す

のもつコミュニティ形成ツールの可能性である．

る上での便宜的な呼称として理解するに留めてお

そこでは川浦調査の結果に言及しつつ，SNSが

く必要があると考える．なぜなら先述の川浦調査

「つながり」＝社会関係の形成・維持のコミュニ

によれば「mixi」上では「日記」関連行動の方が
「コミュニティ」関連行動よりも利用される（利

ケーション空間として機能している姿を映し出す
ことができた．川浦はSNSにおいては「どちら

用者における）志向が非常に高いという結果が出

かと言えば（筆者注：川浦らが行った「mixi」を

ている．前節でも述べたが「mixi」上での「日記」

対象とする質問調査の）回答者たちは情報を契機

関連行動を主とする情報の提示とコミュニケー

とするコミュニケーションを志向しているようす

ションの積層が「mixi」における「つながり」＝

がうかがえる」（川浦ほか 2005：98）と述べて

社会関係の形成・維持に寄与している．ここにお

いる．これまでのCMC研究（特に社会心理学の

いて筆者は「mixi」における「コミュニティ」と

アプローチから）の視点に立てば，このようなコ

は，これらの情報行動により形成される「仮想的

ミュニケーションの契機である情報を「何らかの

なコミュニティ」であると主張したい．さらにこ

興味や関心」と言い換えることができるため，

れに対して説明をおぎなうと「mixi」における「つ

SNSにおいては「興味・関心のコミュニティ」

ながり」＝社会関係は既存の現実社会における社
会関係を基礎として維持されており，「mixi」上
であらたに形成される社会関係も既存の現実社会

（ CommunityofInterest

，以下COIと呼ぶ）

が成立していると見なすことができるだろう．
このことの理論的裏付けとして古川良治の研究

の社会関係（における弱い紐帯）を強化する傾向

を碇示したい．古川はCMCにより形成される仮

にある．

想的なコミュニティについて「（筆者注：CMC

このことは加藤の言葉を借りるなら，CMC空

により形成される社会関係では）お互いに共通の

間を理解するフレームの中でも「リアルコミュニ

関心を抱いていたり，仲間であることに帰属意識

ティ・アプローチ」（加藤 2001：121）として現

を有していたり，あるいは何かを共同で行ってい

実社会（のコミュニティ）との連続性をもとに

たりする」（古川1993：106）と述べている．さ

SNSにおける「仮想的なコミュニティ」を捉え

らに筆者はここに「地域」の視点を導入したい．

る必要がある．また「mixi」というCMC空間に

SNSにおいて形成されるCOI＝「仮想的なコミュ

おいて提示される情報やそれにもとづくコミュニ

ニティ」では，そのコミュニティの核となる「つ

ケーションの積層が利用者たちにとって決して仮

ながり」＝社会関係を既存の社会関係が延長・発

初めのものではなく，実体をもって受け止められ

展したものとして捉えることが叶能である．それ

ているのではないか．その意味では，CMC空間

ゆえに現実の地域社会における社会関係にもとづ

において形成される「仮想的なコミュニティ」の

いてCOI＝「仮想的なコミュニティ」を延長・

ことを virtualcommunity

発展させることが可能であろう．

この virtual

と呼ぶことがあるが，

という言葉のもつニュアンスのも

とにコミュニティを「仮初めのもの」と理解する

このSNSの持つメディア・コミュニケーショ
ン上の特性を地域活性化に活用しようとする動き
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がある．次章では地域活性化ツールとして「地域

3．2 地域SNSの可能性に対する言説

SNS」の可能性について考察を進めたい．

丸田一は地域SNSの可能性について，以下の
3点を提示している．

3 地域活性化ツールとしての可能性

（a）「地域社会の再編」の可能性
（b）「地域アイデンティティの再生」の可能性

3．1地域SNSとは何か

（C）「地域情報のコレクション化」の可能性

まず簡単に地域SNSについての基礎的なデー

これらの可能性について説明しておくと，（a）は

タを提示しておく．庄司昌彦と石橋啓一郎の調査

匿名性を抑制することで地域社会における社会関

によると，地域SNSは2006年2月末の時点で22

係の可視化を促進させる可能性であり，（b）は地域

の事例が確認されている（庄司・石橋 2006）．

アイデンティティの源泉として地域イメージを地

同調査によれば，地域SNSの中で企業ないし個

域社会内で創発的に形成する可能性であり，（C）は

人事業主による営利目的の運営が約半数であり，

地域情報のデータベース化による社会関係資本の

個人ないしNPOによる非営利目的の運営が約3

蓄積の可能性である（丸田 2006）．

割強，地方自治体（もしくは地方自治体とNPO

丸田が碇示したこれらの可能性は，これまでの

の共同運営）による運営が約2割であった（庄司・

CMC研究における言説よりは地域メディア論の

石橋 2006）．このように地域SNSの運営主体が

言説，その中でも地域メディアの定義と類似して

少なからず地方自治体であるのは，2005年から06

いると考えられる．竹内郁郎は地域メディアの定

年にかけて総務省を中心とした「情報フロンティ

義として，地域住民に対する地域情報の提供およ

ア研究会」や「ICTを活用した地域社会への住

び地域社会の統合性の促進を挙げている（竹内

民参画のあり方に関する研究会」での研究調査報

1989）．また清原慶子は地域メディアの定義とし

告などが後押しをしていると考えることができる

て，地域性にもとづく共同性の形成および地域社

と言う（庄司・石橋 2006）．事実，後者の研究

会における地域間題に対する議題設定機能を挙げ

会の活動の結果，東京都千代田区と新潟県長岡市

ている（清原1989）．つまり丸田の提示する「地

において地域SNSの実証実験が2005年12月から

域社会の再編」とは竹内および清原が提示してい

2ケ月の間行われた（中村 2006）．このような

る「地域社会の統合性促進」，「地域性にもとづく

実験的な事例や後述する熊本県八代市の事例のよ

共同性の形成」に類似していると考えられる．さ

うに一定の評価を得ているものもあるため，筆者

らに二人とも地域情報の碇供・流通を地域メディ

は今後地域SNSへの取り組みが一層推進される

アの機能として碇示しているが，これらは「地域

と考えている．

アイデンティティの再生」と「地域情報のコレク

それでは「地域SNSとは何か」という問い対
する答え−

ここでは社会情報学のアプローチ

ション化」に類似していると考えられる20）．
このように地域SNSが特定の地域社会に焦点

における地域SNSの定義とは何か，という問い

を絞った専門SNSであり，かつ地域メディア論

であるとしておく−は，管見の限りにおいて

の視点から見て，その類似性が指摘されることか

現時点では明確な回答は無いと考えている．そこ

らも，地域SNSの持つ可能性が地域活性化であ

で次節では，まず地域SNSに対する定義として，

ると考えることには安当性があるだろう．では地

および地域SNSの持つ意味や可能性について，

域SNSの実践者（あるいは利用者）たちの言説

地域SNSを対象とする研究者や地域活性化事業

はどのようになっているのだろうか．たとえば日

において地域SNSを実際に活用している実践者

本初の地域SNSである熊本県八代市の地域SNS

たちの言説を通じて．大まかなフレームを描きた
い19）

「ごろっとやっちろ」21）の開発者であり運営に携

わっている小林隆夫は「インターネットに散らば

SNSの社会情報学

る地域情報を取り込み，整理し，表示する仕組み」

（石橋・濱野 2006：34）を持つことが地域

ネットの可能性について論じている（内田
2006b）．そこでは山田晴通の地域メディア論に

SNSの意義であるとしている．これは地域SNS

言及している．山田は「（筆者注：地域メディアの）

の「実践者」の言説の一つとして捉えられる．

受け手側が共有している地理的空間＝具体的な地

地域SNSの「利用者」の言説の一つとして，

域を生きるという経験」（山田1997：18）が地

先述した千代田区と長岡市の地域SNS実証実験

域メディアを他のメディアと差別化するものであ

に関連した意識・利用調査から，地域住民にとっ

ると主張している．これは（インターネットとい

て地域SNSがどのように受容されたのかを提示

う）地域メディアによりコミュニケーション空間

したい．武田みゆき，本田正美，古坂正人は千代

を構築したとしても，その空間でのコミュニケー

田区および長岡市の地域SNSの利用者に対して

ションが山田の主張にあるように現実の地域社会

調査を行い，その結果から地域SNSが「（筆者注

をその背景として存在させなければ，地域メディ

：利用者の間で）コミュニケーションを支援する

アによる地域アイデンティティの形成が困難であ

コミュニティ機能を中心として利用される存在で

ることを示している．

あり，そのコミュニケーションを通じて地域生活
を共通の関心事として」（武田ほか 2006：18）

そして筆者は山田の主張を受けて以下のように

述べている．地域メディアとしてのインターネッ

利用者間の社会関係を拡大させる可能性を持つも

トは「仮想的なコミュニティ」を形成する．それ

のとして認識されていることを明らかにした．

はコミュニケーション空間であり情報が生み出さ

これらのことから地域SNSが，実践者や利用

れる空間でもあるが，そこでの情報は常に現実の

者たちから地域社会における地域住民間の社会関

地域社会＝地域コミュニティにフィードバックさ

係形成・拡大のメディアとして，つまりは地域メ

れることで，地域情報として受容，消費される．

ディアとして認識されていると考えて差し支えな

この地域情報は地域アイデンティティ形成のため

いだろう．次節では地域活性化ツールとしての地

の原資となる（内田 2006b）22）

域SNSの可能性について，先行研究をもとに，
さらに考察を進めてゆく．

ここでSNS自体がコミュニティ形成ツールと
して十分に機能することを再度触れておきたい．

SNSが形成するコミュニティ，つまりCOIとし

3．3 地域SNSの可能性：コミュニケーショ

ての「仮想的なコミュニティ」ではコミュニティ

ン空間の構築による地域アイデンティティ

の核となる「つながり」＝社会関係は現実社会の

の形成

社会関係が延長・発展したものである．そして専

筆者は地域活性化という目的を達成するために

門SNSである地域SNSはCOI（Communityof

は地域アイデンティティの形成（丸田の言葉を借

Interest）という場合の interest

りれば「地域アイデンティティの再生」となろう）

レリバントな情報に限定している23）．かつこの

が必要であると考えている．つまり地域SNSの

コミュニティはCMC研究一般で述べられている

意義，地域SNSを利用する目的は地域住民間に

ところの virtual

地域アイデンティティを形成し，それを共有する

をもつものである．

ことにある．では地域SNSがこの目的，意義を

を地域社会

なコミュニティではなく実体

つまりここまでの議論で分かったことは，地域

実現可能であるか．その可能性について本節では

SNSが地域アイデンティティの形成に寄与する

考えてみたい．この作業を通じて地域活性化ツー

という形で地域活性化ツールとしての可能性を持

ルとしての地域SNSの可能性を理論的に検証し

つ，ということである．インターネットは「カス

たいのである．

タマイズ性」を持つ（池田・柴内1997）ゆえに，

筆者は前偏にて地域メディアとしてのインター

コミュニケーション空間としての「仮想的なコ

内 田 啓太郎

ミュニテイ」を自由に構築可能である．またこの
「カスタマイズ性」により，そのコミュニティに
おける interest

を自由にコントロール可能で

もある．

を構築し，そこにおいて地域情報を契機としたコ
ミュニケーションの蓄積が現実の地域社会＝地域

コミュニティにフィードバックされることで地域
アイデンティティの形成をねらう，という「構造」

しかしこれらの要素だけで，インターネットが

は碇示できたが，そこで実際にコミュニケーショ

地域活性化ツールとしての可能性を持つかという

ンが蓄積される「有り様」はどのようなものかを

と，否定的にならざるを得ない．なぜなら

提示できていない．このため地域SNSによる「仮

interest

を自由にコントロール可能というこ

とと，実体としてどのような interest

＝情報

を契機とするコミュニケーションを蓄積可能かと

想的なコミュニティ」が実体をもつという主張も
妥当性を欠く恐れがある．

この間題を論点として議論するために，地域

いうことは別問題だからである．この可能性はコ

SNSの事例をCMC研究だけでなく地域メディア

ミュニケーションの主体である利用者たちが，ど

論や地域情報化論の視点にも立って質的および量

のような「つながり」＝社会関係にもとづいてコ

的の両面にわたる実証研究を行う必要があるだろ

ミュニケーションを蓄積するかに影響を受けるた

う．加えてこの論点を解題するために必要な先行

め24），そこでの社会関係そのものを現実の地域

研究を挙げておきたい．

社会＝地域コミュニティにおける社会関係の一種

鈴木謙介は地域アイデンティティ形成に必要な

のコピーとして形成・維持する必要があるからと

地域イメージの醸成がどのような構造を持ち，ど

言えるだろう．

のような段階を経て行われるのかについて議論し

地域SNSに対して地域活性化ツールとしての

ている（鈴木 2006）．鈴木は田中美子の「イメー

可能性を見いだすことができるのは，SNSが現

ジ・ダイナミクス論」（田中1997）を引用しつ

実社会の社会関係にもとづいた「つながり」を，

つ議論を行っている．紙幅の都合で鈴木および田

インターネット上で形成・維持可能なメディアだ

中の研究には言及しないが，鈴木や田中のような

からである．誤解を恐れずに言えば，SNSがコ

研究を踏まえ，実証研究のためのフィールドワー

ミュニティ形成ツールとしての可能性を持つとい

クを行い，先述した「中身」の部分を議論する必

うことは，そのまま敷術して言えば，地域活性化

要があると思われる．

ツールとしてのポテンシャルを持つということで
4．2 「パソコン通信」とSNSの関係

もある．

次章では本稿のまとめとして，CMC研究から

筆者が考えるにSNSは同じCMCメディアで

社会情報学の視点にまで思考の幅を拡げて考察す

あるパソコン通信との類似性があるのではない

る上で提示される論点を導出したい．

か．特に地域SNSはそのサーバを対象となる地

域社会内部に設置する傾向が強い25）．これは「地
4 社会情報学の研究対象としてのSNS：
まとめ

4．1地域イメージと地域アイデンティティの
形成との関係

前章までの筆者の議論は，いわば「器」の有り

域」に特化していない「mixi」のようなSNSと
は大きく相違する点である．

1980年代から1990年代初期にかけて中心的な
CMCメディアであったパソコン通信は，公衆回
線を通じてアクセスする仕様であるためコストの
制約から「地域」との結び付きが強かったと思わ

様だけを論じて，その「器」に盛る「中身」につ

れる26）．これは地域SNSがインターネットの「カ

いては議論が及んでいない．つまり地域SNSが

スタマイズ性」を利用することで対象となる地域

地域情報生成のための「仮想的なコミュニティ・

社会の住民をその地域SNSに取り込もうという
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戦略と類似していると思われる．
またパソコン通信が当初からオンラインでのコ

ミュニケーションのみならずオフラインでの，つ
まり face−tO−face

なコミュニケーションをも指

向していたという点も，現実社会の社会関係を基
礎としている「つながり」を持つ地域SNSとパ
ソコン通信との類似性を考える上で忘れてはなら
ないだろう．

筆者はこれらをまとめて「仮想的なコミュニティ」と
呼んでいる（内田 2006b）．また社会心理学からのア
プローチよりCMC研究に携わっている池田謙一らは，

このような「コミュニティ」を「ネットワーキング・
コミュニティ」と称している（池田ほか1997）．これ

はCMCというコミュニケーションの型を通して形成
される「コミュニティ」に対して，特に（その場で形
成される）人間関係＝社会関係を重視しているという

含意が「ネッ

トワーキング」という言葉にはあるので

はないかと筆者は考える．つまり，あえて「バーチャル」
や「オンライン」という言葉を使用しないところに，

4．3 おわりに

地域SNSというメディアを考察する場合は，
ここまでに提示した多くの論点を個別に解題する

CMCであってもそこに実体のある社会関係（の形成）
を見いだしたい．筆者が社会心理学からのアプローチ

が持つ意図をこのように理解していると主張すること
は行き過ぎだろうか．

のではなく複合的に考察する必要がある．それは

4）http：／／www．friendster．com／を参照．

CMC研究，地域メディア論，地域情報化論といっ

5）http：／／gree．jp／を参照．

た複数の研究領域を猟歩することであると，筆者
は考えている．またやや細部に入るが，CMC研
究の領域においても社会心理学的アプローチと社
会学的アプローチの両方から考察する必要があ
り，地域メディア論の領域としても，単なるメディ

ア論の一つという範囲にとどまらず地域社会学の
知見も必要とされるだろう．

このように多岐にわたる研究領域を総合する
「学」としての社会情報学の視点からSNSを考
える必要があるだろう．

6）総務省の調査では，SNS利用者の数値について，月
1回以上利用している「アクティブ参加者」を約80万
人としている（総務省 2005）．
7）「アクティブ参加者」に限定すれば約751万人と予測
されている（総務省 2005）．
8）http：／／miⅩi．jp／を参照．

9）「株式会社ミクシイ・プレスリリース」（2006年7月
26日付，http：／／mixi．co．jp／press＿00060726．htmlを参照）
による．また同資料では利用者の特性として，男女比

がほぼ1対1であり，日本のインターネットの利用者
に対する世代間比較として，20代の利用が非常に高い
ことを示している．
10）ウェブ掲示板などにおいて，自らの社会関係と関係
なく，不特定多数の人間をSNSに「招待する」ことを
申し出るといった行為が見受けられる．このような機

［注］

会を得てSNSに登録した利用者の数を調べた研究はな
いが，SNSの核心ともいえる，社会関係にもとづいた

1）ただし初期のパソコン通信を対象としたCMC研究
において，成田康明のように「地域」の視点を盛り込

「招待制」による利用者登録に反する行為の動機は何
なのか．興味深い研究対象になると言える．

んだ研究が見受けられるし（成田1992，1993），イン

11）「mixi」では利用者が「トップページ」内に開設し

ターネットが日本に普及し始めた，1990年代中期の研

たウェブログを自らと「つながり」のある「マイミク

究においても「地域活性化」というフレーズのもとに

シイ」のみ閲覧可能，あるいは「マイミクシイ」以外

インターネットの可能性を考察した研究もある．しか

も閲覧可能とするかを設定することができる．また「コ

しインターネット利用の中心がWWW，さらにウェブ

ミュニティ」として電子掲示叔を作成する際も，どの

掲示板やウェブログに移行するにつれて，「地域」の視

範囲の利用者までが閲覧ないし書き込みできるのかを

点が後退してきたように思える．この間題については

設定可能である．ただし，「mixi」内の情報は登録され

CMCメディアの研究史ないし社会史として丁寧に遡及

た利用者以外は全く閲覧できない．これはほとんどの

する必要があるだろう．これについては稿を改めて考

SNSでそのように実装されている．

察したい．
2）このことについては第2章で詳しく述べる．

3）これまでのCMC研究では，CMCにより形成される
「コミュニティ」を「バーチャル・コミュニティ」や「オ
ンライン・コミュニティ」などのように称してきた．

12）2006年9月末の時点で991355件の「コミュニティ」
が存在している．

13）川浦康至らの調査によると，2005年3月時点では
「mixi」の利用者の「コミュニティ」登録数は36個と
いう数値であった（川浦ほか 2005）．ただしこれは調
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査に対する回答の中央値であり，平均値ではないこと
に注意しなくてはならない．筆者が考えるに，これは

19）本稿の議論への補足として以下のことを提示してお

回答の中には250個以上の数値を回答する利用者が少な

きたい．石橋啓一郎はSNSの分類について「一つは囲

からずいたため，回答の平均値をそのまま「mixi」利

い込みを基本戦略とするもので，これを（中略）『全国

用者の平均値とするには妥当性に欠ける面があったか

版SNS』と呼ぼう．もう一つは，ターゲットの絞られ

らではないか．従ってやや正確さに欠けるかもしれな

た人的ネットワークを支えるもので，これを『専門SNS』

いが，本稿ではこの36個という数値をひとまずの平均

と呼ぶことにする」（石橋 2006）．この分類に即して

値として採用したい．

言えば，「mixi」のようなSNSは「全国版SNS」で，

14）CMC研究においてSNSの利用者を対象とし，特に

地域SNSは「専門SNS」という分類になる．専門

具体的な利用行動にまで着目した調査は，筆者の管見

SNSは限定されたテーマを扱うSNSなので，地域

の限りでは川浦らの調査が初めてである．またこれ以

SNSは地域に特化したテーマ設定がなされている専門

降も本稿にて川浦調査に言及しているが，紙幅の都合

SNSと考えることができるだろう．

のため直凛引用をのぞいては文献注を省略している．

15）川浦調査ではSNS利用者546人が回答に応じ，その

20）丸田によれば「地域情報のコレクション化」（丸田

2006：10）とは．例えばGIS（地理情報システム）を

うち「mixi」の利用者515人（全回答者の94．5％にあた

利用することで地域SNSにおいて地域情報と地図情報

る）を対象に考察を進めている．

をリンクさせてデータベース化し，それを地域SNSの

16）筆者の管見では社会学のアプローチと比べ，社会心

利用者である地域住民が共有するというシステムを挙

理学のアプローチでは，この（仮想および現実のコミュ

げている．筆者の考えでは，地域アイデンティティの

ニティにおける）連続性は明確に指摘されていないよ

形成にはこのような地図（地理）情報にもとづいたコ

うである．一方で，過去のCMC研究のように非連続

ミュニケーションが必要である．そのため丸田の碇示

性を強く主張しているとも思われない．ここに「つの

する「地域アイデンティティの再生」と「地域情報の

アプローチの間に大きな相違があると考えている．こ

の間題については本稿の主旨からはずれるので稿を改
めて論じたい．
17）具体的に4つのフレームは以下の通りである．長く

コレクション化」はセットで考える必要がある．

21）http：／／www．gorotto．com／を参照．2004年10月から
運営を開始した．

22）筆者はさらに，「仮想的なコミュニティ」から地域コ

なるが引用しておきたい．「①まずはじめに登場したの

ミュニティヘフィードバックされた地域情報に対する

が，非コミュニティで非コンテクスト（社会的連続的

地域コミュニティからのリアクションが，「仮想的なコ

な文脈がない）な 別 空間というフレームである（非

ミュニティ」へ再び戻されることで，このコミュニティ

コンテクスト・アプローチ）．②次がコミュニティはあ

に属する成員間の共同性を形成すると述べている（内

るが， 別 空間を強調するフレーム（アナザー・コミュ

田 2006b）．このことは地域SNSとそれが対象とする

ニティ・アプローチ）．ここでは異界論や自己の分裂論

地域社会との関係を考える際に考慮すべきではないだ

が強調される．③そしてコミュニティはあり，かつ 別ナ

ろうか．

空間ではなく，日常生活空間と連続的であると捉える
フレーム（リアルコミュニティ・アプローチ）である．
（中略）パーソナル・メディアによって 〈自己の拡張〉

23）先に引用した「ごろっとやっちろ」開発者の小林の
言葉を想起されたい．
24）なぜ影響を受けるかというと，インターネットによ

が進むという立場から，④コミュニティやコミュニケー

り構築されたコミュニケーション空間＝CMC空間に

ションとみえる光景の背後にある自己語りフレームを

おいては，基本的に全てのコミュニケーションの蓄積

強調してきた」（加藤 2000：121−2）．

とその契機となる情報が電子情報として記録され，常

18）「仮想的」という言葉と「実体」という言葉を併置
することは一見矛盾しているが，この稿で述べたいの
は以下のようなことである．つまり「mixi」を利用す
ること，つまりはコンピュータのディスプレイ画面を
眺めるということにおいて，そこでの情報の碇示やそ
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係が存在するという実感なのである．

に遡及的に参照可能だからである．この論点について
詳しくは加藤（1991）を参照されたい．
25）この点については，丸田−など地域SNSの研究者や
実践者たちが強く主張するところである（丸田 2006）．
26）全国規模の商用パソコン通信は公衆回線経由のアク

れにもとづくコミュニケーションはデジタル化された

セスという制約（市外通話かつ従量制の通話料金が割

テキスト（文字情報）の交換でしかない．やや極端な

高になるという制約）を乗り越えるために，各都市に

ことを述べるなら，それはサーバ（にある記憶装置）

アクセスポイントを設置することで，市内通話の料金

上に記録されているデジタル信号の送受信でしかない

でアクセス可能になっていた．しかし数多く存在して

ことになる．しかしながら，一見無味乾燥にも思える

いた「草の根BBS」と呼ばれる主に非営利・個人運営

このような行為に「実体」を与えるのは，その行為の

のパソコン通信（のホスト局）は，このような仕組み

背景には現実社会とほぼ同様の「つながり」＝社会関

を利用できないため，アクセスできる人間が，そのパ

SNSの社会情報学

ソコン通信が設置されている地域の市内局番からアク
セスできるかどうか

という点から見て，利用者を同じ

地域内に限定していたと考えられる．
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