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要　　　旨

デジタル・ネイティヴとSNSとのエンゲージメント（関わり）からグローバル社会におけるSNSの

社会的な役割について考察していく。本稿では特に日本で最も人気のあるmixiと、世界で最も人気の

あるMySpaceについて考察する。方法論としては、エスノグラフィーを採用する。但し既存のオーデ

ィエンス・エスノグラフィーの方法論に対する批判から、詳細なインタビュー、参与観察、グループ

インタビュー、アンケート調査（324サンプル）など複数の方法を組み合わせたトライアンギュレー

ションを用いる。理論的には、能動的‐受動的の2項対立を越えてオーディエンスの複雑性を捉える

ため、「オーディエンス・エンゲージメント」（Takahashi, 2009）の概念を用いて若者のアイデンテ

ィティや社会集団の形成過程について考察していく。本稿では5つのSNSエンゲージメントの次元―

情報探索行動、結合性、自己世界の創造、利用、参加―について述べ、現代の若者が日常生活の中で

日本と西欧という2つの異なる文化的価値の間を行ったり来たりしながら、自己アイデンティティを

構築している様子について明らかにしていく。

ABSTRACT
The primary aim of this paper is to investigate the role of SNS (social networking sites) in Japanese

society, exploring how, in their varied ways of engaging with the media in everyday life, Japanese

Digital Natives reflexively create and recreate their sense of self and uchi (social groups) to which they

belong in the context of globalization and social change. In order to overcome the problems associat-

ed with the reliable interpretation of results in previous audience ethnography, triangulation is

achieved using multiple sources, methods and/or investigators.  These include group and in-depth

interviews, participant observations, and a survey research of 324 college students. Drawing on an

ethnography of Japanese youths living in the media-rich Tokyo Metropolitan Area, this article discusses

the following five dimensions of audience engagement: information-seeking activity, connectivity,

world-creation, utility and participation.  Japanese young people reflexively create and recreate them-

selves in everyday life to-ing and fro-ing between Japanese and Western cultural values via SNS.



1 序

デジタル時代に生まれ、生まれた時からデジタル・

メディアに囲まれて育っている現代の若者は「デジ

タル・ネイティヴ」と呼ばれている。「デジタル・ネ

イティヴ」の名付け親であるプレンスキー(Marc

Prensky)は、次のように述べている。

現代の子供たちが大学を卒業するまでに、テレ

ビゲームを1万時間以上行い、メールを20万通

以上送りあい、携帯電話で1万時間以上話をし、

テレビを2万時間以上視聴し、コマーシャルを50

万以上見るだろう。しかし、おそらく読書は、

最大でも 5,000時間しかしないだろう。これが

今日の「デジタル・ネイティヴ」の学生なのだ。

(Prensky, 2001b, p.1：斜字体Prensky) 

プレンスキーは「デジタル・ネイティヴ」を「デ

ジタル・イミグラント（移住者）」（デジタル時代以

前に生まれたデジタル世界への移住者たち）と対比

させながら、現代の子供たちがこれまでとは「異な

る経験により脳の発達の仕方が異なるため、考え方

や情報処理の仕方が根本的に異なる」と述べ、歴史

的な非連続性を強調している。そしてこのようなデ

ジタル・ネイティヴの日常生活を「ハイパーテキス

トを瞬時に利用し、音楽をダウンロードし、ポケッ

トの中に携帯電話を入れ、ラップトップの中に図書

館を持ち、メールを絶えず送りあい、日常生活のほ

とんどだれかとつながっている」（Prensky, 2001a,

p.3)と描写している。

一方、ハーバード大学ロースクール（th e

Berkman Center for Internet & Society at

Harvard Law School）のパルフリーら（Palfrey ＆

Gasser）は、著書“Born Digital”(2008)の中で、デ

ジタル・ネイティヴを、1980年以降に生まれデジタ

ル技術を使いこなせるデジタル・リテラシーを持っ

ている人と定義づけている。またその特徴を、グロ

ーバルな文化を共有し、絶えず互いにつながってい

ると述べている。他方、フランスでは、デジタル・

ネイティヴを1990年以降プレーステーションなどの

ゲームが普及した時代に生まれ、SNSやメッセンジ

ャーを使ってすぐに友人とコミュニケーションをと

り、絶えずインターネットを利用している人と定義

している。そして「デジタル・ネイティヴは企業を

激変させる」１や「企業よ、デジタル・ネイティヴの

到来に対して準備せよ」2などデジタル・ネイティヴ

に対する関心が高まっている。日本でも2008年11月

にNHKスペシャルで取り上げられて以降、認知度が

高まっている。このように今日ではアメリカをはじ

め、イギリス3、フランスなどの西欧諸国や、日本、

韓国4、インド5などの非西欧諸国においても「デジ

タル・ネイティヴ」に対して注目が集められている

のである。

しかしながらその一方で、「デジタル・ネイティ

ヴ」という概念に対して決定主義的(essentialistic)で

あるという批判がある。パルフリー自身も言及して

いるように、1980年以降に生まれた人は，全員デジ

タル・ネイティヴなのだろうか。それ以前に生まれ

た人であっても，デジタル機器を十分に使いこなし

ている人はたくさんいる。こういった批判に対して

パルフリーは「デジタル・セトラー（定住者）」（デ

ジタル時代以前に生まれたデジタル世界への定住者

たち）という言葉を新たに用いている。さらに「デ

ジタル・ネイティヴ」の概念が西欧中心主義である

という批判もある。デジタル・デバイドという言葉

が示す通り、80年以降に生まれても、インターネッ

トや携帯電話などデジタル機器に接することもでき

ないような人たちは世界から完全に遮断されてしま

うのだろうか。このように「デジタル・ネイティヴ」

の概念の定義が曖昧であるための概念有効性を疑問

視する声もある。本稿ではこのような批判も考慮に

入れながら、日本におけるデジタル・ネイティヴの

実態をとらえていきたいと思う。

筆者は2007年にハーバード大学ロースクールのパ

ルフリーらからデジタル・ネイティヴ研究への協力

を依頼された時、日本におけるデジタル・ネイティ

ヴを「Windows 95が発売され、パソコンが一気に

普及するようになった1995年を基準として、このと

きに12歳以下（中学校を入学する以前）であった者

をデジタル世代（Born Digital）、13歳以上（中学校

を入学した以降）であった者を非デジタル世代（Non-

Born Digital）とし、パソコンや携帯電話などの情

報機器や通信機器を日常的に利用し、高度なメディ

ア・リテラシーを習得しながら、社会化の過程を経

た若年層世代」と便宜的に定義した（高橋他、2008）。

このような日本のデジタル・ネイティヴの特徴とし

ては、携帯電話を手放さず、インターネットから音

楽や動画をダウンロードしたり、mixiなどのSNS（ソ
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ーシャル・ネットワーキング・サイト）で日記を書

いたり、多様なコミュニティに参加したり、

YouTubeなどの動画共有サイトを利用しながら、日

常生活の中でナショナル、トランスナショナルに他

者と相互作用することによって、これまでよりも多

様な方法で自己表現を行っていることが考えられる。

これから本稿で考察していくように、今日、SNS

は若者の日常生活に埋め込まれ(boyd and Ellison,

2007; boyd, 2008)、携帯電話によってオンラインと

オフラインの相互作用は複雑に絡み合っている

(Bakardjieva, 2005; Silverstone, 2006)。mixiや

MySpaceなどのＳＮＳは、若者に新たな自己表現や

つながり、「自己創造」(高橋、2008)の場を提供して

いる (Livingstone, 2008; boyd and Ellison, 2007)。

そこで本稿ではデジタル・ネイティヴとSNSとの

エンゲージメント(関わり)からグローバル社会にお

けるSNSの社会的な役割について考察する。特に日

本で最も人気のあるmixiと、世界で最も人気のある

MySpaceについて考察していく。方法論としては、

エスノグラフィーを採用する。但し既存のオーディ

エンス・エスノグラフィーの方法論に対する批判か

ら、詳細なインタビュー、参与観察、グループイン

タビュー、アンケート調査など複数の方法を組み合

わせたトライアンギュレーションを用いる。理論的

には、能動的‐受動的の2項対立を越えてオーディエ

ンスの複雑性を捉えるため、「オーディエンス・エン

ゲージメント」(Takahashi, 2009)の概念を用いて多

様な関わりを明らかにし、若者のアイデンティティ

や社会集団の形成過程におけるSNSの社会・文化的

役割について考察していく。

２概念
2 -1オーディエンス・エンゲージメントの概念

メディア研究の歴史においてメディアのオーディ

エンスは能動的かそれとも受動的かという論争が続

けられてきた。この受動性から能動性への振り子の

描く軌跡は、メディアに対する悲観的見解と楽観的

見解との間の揺れとして捉えられている(Katz 1980)。

そして今日、デジタル・メディアの普及によってメ

ディアと人々の関係の変容から、「能動的なオーディ

エンス像」が提示され、このイメージはメディア研

究者ばかりでなく、IT関連企業、広告主、放送業界、

行政などにも広く行き渡っている。このような能動

性‐受動性の二項対立は、これまでオーディエンス

研究において、オーディエンスに関する議論を活発

化させ、研究の発展に重要な役割を担ってきた。し

かし同時にそのような二項対立がオーディエンスの

複雑性を単純化し、二極化された見解を与えてきた

ことも事実である(高橋 1998)。そのためこのような二

項対立を越えて、オーディエンスの持つ複雑性を捉

えるために、筆者はこれまで異なる能動的オーディ

エンス研究によって発展されてきた「オーディエン

スの能動性」を包括する概念として「オーディエン

ス・エンゲージメント」の概念を提示した。そして

この概念のもと、アメリカのコミュニケーション研

究における「利用と満足」研究、ヨーロッパの受容

理論やイギリスのカルチュラル・スタディズによる

オーディエンス･リセプション・スタディーズ、日本

の情報行動論などの代表的な能動的オーディエンス

研究を始め、普及理論や公共圏などの学説を参照し、

日常生活と複雑性のパラダイムにおいて人々とメデ

ィアとの多様な関わりに関して統合的な考察を行っ

てきた(Takahashi 2003; 高橋 2007; Takahashi,

2009)。「エンゲージメント(engagement)」という言

葉は、例えばテレビのスウィッチを入れるという単

純な行為から政治的な関与(political engagement)に

至るまで、またマス・メディアからインターネット、

携帯電話などのモバイル・メディアに至るまで多様

なメディアとの多様な関わりを内包する。そしてこ

の言葉は効果研究や能動的オーディエンス研究の抱

える限界を越え、能動的あるいは受動的な関わりに

至るまでメディアと人間の多種多様な関与のレベル

を含意可能にする。すなわち「オーディエンス・エ

ンゲージメント」とは日常生活における人々のメデ

ィアとの多様な関わりのことを意味する。本稿では

この「オーディエンス・エンゲージメント」の概念

を用い、フィールドワークから日常生活において若

者がSNSと関わる様子を多次元的に捉えていきたい

と思う。

2-2ウチの概念

社会人類学者である中根千枝(1967)は、イギリス

の構造機能主義の見地から、日本社会をエミック概

念(文化的に特殊なローカルな概念)を用いることに

よって分析している。中根は日本社会を分析してき

た2つの方法について言及し、両方とも好ましくない

と述べている。第1は西欧の概念を日本社会に適用し

説明している点。第2は日本の現象に特殊なものをさ
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がす傾向である。中根はこれら2つのアプローチが、

両方とも西欧のモノサシを使っているために、日本

社会の現実を捉えそこなっていると主張する。そし

て中国やインド社会との比較から、日本社会の構造

を見出す試みをし、ウチとヨソの概念、タテの構造

などを提示している。中根を含め日本人論の研究者

たちは厳しく批判されている一方で、「ウチ」の概念

は日本社会や文化の多様な局面を理解するために有

効と思われる(Takahashi, 2009)。

中根(1967)は日本社会において職種や属性のよう

な個人の「資格」よりも会社や大学のような枠であ

る「場」が強調されていることを指摘している。

同質性を有せざるものが場
、
によって集団を構成

する場合は、その原初形態は単なる群れ
、、

であり、

寄り合い世帯で、それ自体社会集団構成の要件

をもたないものである。これが社会集団となる

ためには、強力な恒久的な絆―たとえば居住あ

るいは(そして)経済的要素による「家」とか「部

落」とか、企業組織・官僚組織などという外的

な条件―を必要とする。そしてさらに、この枠

をいっそう強化させ、集団としての機能をより

強くするために、理論的にもまた経験的にも二

つの方法がある。一つはこの枠内の成員に一体
、、

感
、
をもたせる働きかけであり、もう一つは集団

内の個々人を結ぶ内部組織を生成させ、それを

強化することである。(p.36)

中根によると資格の差異を越えウチの同質性を保

つためには「直接接触的(tangible)」で「感情的(エモ

ーショナル)なアプローチ」がとられる。「絶えざる

人間接触」によって、行動、思想、考え方など一体

感を高めるために、あらゆる場面に集団の力が侵入

し公私の区別があいまいになる。そして、接触の長

さが個人の「社会資本」となり「日本人にとっては、

『ウチ』がすべての世界となってしまう」(p.50)ので

ある。このようにして日本人の社会集団は個人に全

面参加を要求し、所属集団はただ1つとなる、と中根

は指摘している。

なぜならば、場
、
によって個人が所属するとなる

と、現実的に個人は一つの集団にしか所属でき

ないことになる。その場
、
を離れれば、同時に、

その集団外に出てしまうわけであり、個人は同

時に二つ以上の場に自己をおくことは不可能で

ある。(p.67)

本稿では中根が明治以降日本の近代化の過程にお

いて変わらないものとして提示した「ウチ」の概念

を現代社会の中で再文脈化していく。直接的接触が

要求され、1つのウチにしか所属出来ない人びとは

SNSや携帯電話によってどのように変容したのだろ

うか？デジタル・ネイティヴの日常生活におけるSNS

とのエンゲージメントから「ウチ」概念の有効性に

ついて考察していきたいと思う。

3方法論
多メディア環境における今日の若者とSNSとの多

様な関わりを、家族や友人、教育環境など、社会関

係や文化的規範と共に捉えるため、文化人類学的手

法であるエスノグラフィーを用いる。調査の概要は

以下の通りである6。調査対象はmixiが調査時点にお

いて18歳未満を制限しており、また、ユーザーの多

くが首都圏に在住していることから関東地方の大学

の学生を対象とする。コアとなるインフォーマント

(調査対象者)は15名であり、すべてmixiを利用して

いる。この内8名はmixiのみ利用し、残り7名はmixi

とMySpaceを両方利用している。性別は男性7名、

女性8名、年齢は18歳から24歳であり、年齢、家族

形態、居住形態、親の年収や学歴など多様性を含ん

でいる。サンプリングには、年齢や大学など異なる

ゲートキーパーからの紹介によるスノーボールサン

プリングを採用した。スノーボールサンプリングを

用いた理由としては、mixiとMySpaceユーザーを特

定し、ネットワークの特性を調べるために有効であ

るからである。調査期間は2007年4月から2008年1月

であり、インフォーマントたちはSNSに加え、携帯

電話の利用やメール、他のインターネットの行為全

般についても詳細に聞かれた。これらのデータに加

え、SNSユーザーと非SNSユーザーを含むグループ

インタビュー(各グループ10名程度)を2組行った

(Hargittai, 2007)。またSNSに関する自由回答方式の

アンケートが189名の大学生に対して行われた。参

考データとしてトレーニングを受けた大学生による

録音テープを用いた詳細なインタビューが40人の大

学生に対して行われた。さらにグローバル化に関す

る観察を行うため、ロンドン在住でmixiを利用して

いる日本人の若者数名に対して、イギリスでインフ
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ォーマルインタビューを行った7。

これらの定性データに加え、本稿では、ハーバー

ド大学ロースクールのパルフリーらの依頼を受けて

実施したアンケート調査の結果を反映させている。

調査項目の作成にあたっては、ハーバード大学が先

行して行ったアンケート調査を参照する一方で、日

本の社会的文脈や現在のメディア環境に合わせるよ

うに大幅な修正を行った。さらに、携帯電話やSNS、

動画共有サイト、クロスメディアなどに関する多く

のオリジナルな質問項目を加えた。特に、携帯電話

とSNSに関するオーディエンス・エンゲージメント

の質問項目は、先に行った詳細なインタビューやグ

ループインタビューなどの結果を反映し作成した。

これらの定性調査の結果を質問項目に反映したアン

ケート調査を、関東地方の3つの大学の学生324人に

対して行った8。以下は上記のような異なる方法を組

み合わせたトライアンギュレーションを用いたエス

ノグラフィーによって得られた結果である。

4SNSエンゲージメント
以下では、若者とSNSに関する5つのオーディエン

ス･エンゲージメントの次元―情報探索行動、結合

性、自己世界の創造、利用、参加―から、若者の自

己アイデンティティや社会集団の形成について考察

していく。

4-1情報探索行動

川浦ら(2005)によると、mixiの位置づけについて

最も多かったのは「情報を交換する場」(72.4%)であ

り、次いで「情報を得る場」(65.8%)であった。若者

はSNSを通して既存のマス・メディアからは得られ

ないような情報、あるいはマス・メディアを補完、

代替する情報など、多様な情報を探索している。

情報探索欲求を作り出す第1義的な要因は、人びと

にとって最も重要な「ウチ」9の中での役割であった。

若者にとって現在所属しているサークルや部活、ア

ルバイトの仲間などが最も重要なウチとなっており、

このウチの成員を「マイミク」(マイミクシィ：友人)

として登録し、お互いの日記を通して対面的コミュ

ニケーションでは得られないような多様な情報を探

索していた。アンケート調査でも97.3％が「日記を

読んでいる」(図1)と答え、また76.2％が「日記から

マイミクの情報を得ている」(図2)と答えている。

また登録しているコミュニティからも多様な情報

を得ていた。例えば自分の好きなアーティストのコ

ミュニティに入っている人は、ライブやCDの発売

日、出演するテレビ番組など、またファッションに

関するコミュニティに入っている人はブランドや化

粧品に関する情報など、サッカーのコミュニティに

入っている人はマス・メディアでは取り上げないよ

うな選手のコメントや試合情報など探索、収集して

いた。

情報探索行動に関する第2の要因としては、社会･

経済的変容があげられる。低迷する日本経済による

就職難など経済的変容により就職活動や経済情報に

対する欲求が高まっている。mixi上の就活サークル

のコミュニティに登録しているカズヒロ(仮名)10は次

のように述べている。

カズヒロ：mixiって、結構就活のために使っていた感

じなんですよ。どこの業界受けているのと

か、どの会社受けているのとか。将来の夢は

どんなのとか、そういうの語ったりとか。

彼はmixiのコミュニティで得た情報からオフ会で

の勉強会に出席し、オンライン上でもオフライン上

でも、共に他大学の人々から様々な情報を収集して

いる。

第3の要因としてはモバイル・メディアの普及があ

げられる。mixiが携帯電話からアクセス可能となっ

たことから、携帯電話を通じてmixiに頻繁にアクセ

スし、mixiが提供するニュースやウチの成員が日記

に書いている情報を絶えず探索している。

第4の要因として、グローバル化の影響があげられ

る。ロンドンに住んでいる日本人留学生のヒロミは

mixi上のロンドンに関するコミュニティに入ってい

る。彼女は日本語でフラットシェアや現地の英語学

校の情報を探索し収集している。このようにmixiは

異国においても日本語で情報探索したり、他の日本

人との結びつきを容易にしている。そしてロンドン

にいながらにして日本に関するニュースや情報もmixi

ニュースから瞬時に得ている。

若者たちはmixiからマイミクに関する情報や経済

情報、ニュースなど様々な情報を探索しているのに

対して、MySpaceではより特定の情報、特に海外か

らの音楽に関する情報(例えば日本で未発売のアーテ

ィストのCDなど)を収集している。例えば、音楽サ

ークルに所属しているマナブはmixiとMySpaceを使
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い分け、アニメは日本のmix i、海外の音楽は

MySpaceというように「本場のサイト」から情報を

得ている。

マナブ：　MySpaceは音楽だったり、mixiはアニ

メだったり。

高　橋：　MySpaceは、アニメは余りないの？

マナブ：　MySpaceもあります。でも、外国人が

つくっているサイトだから、当てにな

らないです。アニメはやっぱり日本の

方が。

高　橋：　音楽のサイトは？

マナブ：　音楽も、やっぱり海外の、本場の方が

信憑性があります。

このように情報探索行動では日常生活における社

会的文脈の中から作り出された心理的欲求から、ウ

チの仲間に関する情報を日記やコミュニティから探

索・収集したり、自分の関心や必要な情報を探索し

たりしている。また、携帯電話からこれらの情報に

頻繁にアクセスしたり、グローバル化によって、ト

ランスナショナルに日本語で情報を収集したりして

いる。

アメリカにおいて10代に関する調査を行ったピュ

ー・インターネット調査(Lenhart & Madden, 2007)

によると、女性の方がより頻繁にコミュニケーショ

ン行動を行っている。また、イギリスにおける子供

とメディアに関する研究(Livingstone and Bovill,

1999; Buckingham, 2002)によると、インターネット

に関して、男性は社会関係を維持するための情報を

得るために利用するのに対し、女性はコミュニケー

ションの目的のために利用している。日本における

本調査の結果でも女性はよりmixiをコミュニケーシ

ョンのために利用している(男性39.7％；女性58.6％)

一方で、男性はスポーツ(男性39.7％；女性21.6％)、

就職活動や経済情報（男性25.0％；女性19.8％）、海

外の情報(男性23.9％；女性19.0％）、mixiニュース(男

性55.8％；女性52.2％)などの情報探索のためにより
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図1 mixiで利用している機能 (n=324) (高橋編著、2008より)



多く利用していた。

4-2結合性

mixiという言葉が「mix(交流する)」と「i(人)」を

組み合わせ、ユーザー間の結びつきを促進する目的

で名づけられたように、SNSの目的は社会的なネッ

トワークの構築にある。そのため、「結合性」の次元

はオーディエンス・エンゲージメントにおいて最も

重要なものとなる。

トランスナショナルな結合性

先に紹介したロンドン在住のヒロミは、ロンドン

から日記を書くことによって、日本とロンドンのそ

れぞれローカルなウチの仲間と結びつき、絆を保っ

ている。

ヒロミ：初めてのロンドンでのカウントダウン

友達と一緒にロンドンアイの近くで花火を

みました

やっぱり夜だしあんまりうまい事写真に残せ

なかったけど、すごい思い出に残るカウント

ダウンでした

お雑煮【写真】も食べれたし、日本にいる

ような感じだったよ

フ ミ：あけおめ！　花火すごかったね

私のカメラも夜景モードで撮った写真はす

べてぼやけていました。(ロンドンのマイミ

ク1)

ミ カ：あけおめ～

ロンドンでカウントダウンとかええなぁ

今年は遊びに行きます （日本のマイミ

ク１）

ト モ：あたしはいつもの様に一宮御前神社でユキ

とアキとカウントダウンしたよ(b¨d)

（日本のマイミク２）

ヒロミ：フミ、私たちこそお世話になりまして
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2008より)

図3 mixiの使い方・意識（問23後半）(n=324) (高橋編著、

2008より)



また合宿しようね

ミカ、今年こそ待ってます

トモ、ユキも一緒だったんだあ

日本とロンドンのウチの仲間はヒロミの日記に対

して、それぞれコメントを送り、上記に見るように

ヒロミが両者のウチの境界を越えて、まとめてコメ

ントを送り返し、さらに同様なやり取りが繰り返さ

れることによって、ローカル性や所属集団の属性を

越えたトランスナショナルに拡大された社会的相互

作用の空間がmixi上に創出している。これまで各々

閉じた時-空間であった日本のローカルなウチとロン

ドンのローカルなウチの間の壁は、mixi上のヒロミ

の日記を通して同一画面上でメディアを介した相互

作用を繰り返すことによって次第に透明なものとな

り、ひとつのトランスナショナルなウチとなっていく。

携帯電話による複数のウチとの結合性

60年代と70年代において中根は場の共有と直接的

コミュニケーションを通してウチの内部構造が創出

すると述べた。21世紀ではウチの構造は場における

対面的相互作用ばかりではなく、非‐場所での絶え

間ないSNSを通した相互作用を通じて再創造されて

いる。携帯電話からアクセス可能となったmixiモバ

イルは時空を越えて、バーチャルな空間上で相互に

結びつくことを可能にしている。仲島ら(1999)は若

者の携帯電話利用に関する調査を行い、携帯電話が

親しい友人たちに対して「フルタイム・インティメ

イト・コミュニティ」を作ることを促進すると述べ

ている。また森(2007)は日本人のmixi利用について

次のように述べている。

海外と比べて「濃い」コミットメントを求め、

求められる傾向が強い日本のSNS。「ミク中

（mixi中毒）」と呼ばれる人たちのように、常に

携帯電話でマイミクのエントリを知り、それへ

のコメントを書き込み、また、ふと目にした出

来事を携帯電話で撮影し、アップロードするこ

とを繰り返し、自宅に戻ればPCからまとめて一

日の考えをエントリするのが習慣化する――こ

れほどまでの中毒症状ではないものの、少なか

らず似た行動をとっている人は多い。11

デジタル時代において若者たちは複数のウチのメ

ンバーシップを維持するためにmixi上で日記を利用

している。アンケート調査でもmixiの利用では日記

に関するものが最も多く、97.3%が「他人の日記を

読む」と答えている。また75.1％が「日記を書く」と

答え、78.4%が「他人の日記にコメントを書く」と

答えている。そして自分が書いた日記を読んだ証拠

となる「足あと」や「コメント」をこまめにチェッ

クしている。(78.9%が足あとをチェックすると答え、

71.9%がコメントをチェックすると答えている(図1))。

足あとを絶えず確認しているトオルは次のように述

べている。

トオル：日記って、例えば、こう見るじゃないです

か。そうしたら、この時点でおれが見たとい

う証拠があっちに残っているんですよ。足あ

ととして。足あとが残るというのは、やっぱ

り見てくれるとうれしいじゃないですか、日

記って。

高　橋：うれしいの？

トオル：うれしいですよ、やっぱり。ああ、見てくれ

たんだみたいな。逆に足あとない人とか見る

と、何で見てくれなかったんだろうみたいに

なります。

このように携帯電話を利用し、自分が現在埋め込

まれている「ロケール(場)」から幾度となく脱埋め

込みと再埋め込み(Giddens, 1990)12を繰り返し、現実

世界とヴァーチャルな世界を行ったり来たりしなが

ら、複数のウチと結びつき、親密性を増している。

しかしながらウチは単に親密性を促進するばかりで

なく、ウチを維持し、強化するために忠誠心とコミ

ットメントを要求する。インフォーマントたちはmixi

の日記に対して多かれ少なかれ返信しなければなら

ない義務感を感じていた。

ソトとの結合性

日本のSNSであるmixi上においては、現実社会に

おける社会関係と同じ人々と結びついていることが

多いため、知人や友人からのマイミク申請を断るこ

とが出来ないというしがらみも抱えている。それに

対して、海外のSNSであるMySpace上では友人や日

本人からのフレンドリクエストを拒否して、お気に

入りのミュージシャンや他のファンなどとトランス

ナショナルに気軽に結びつくことを可能にしている。
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mixiとMySpaceを両方利用しているアキとユカは同

様に次のように述べている。

ア キ：知り合いと交流するのがmixiで、知らない人

と交流したいのはMySpace。

高　橋：そうすると、MySpaceでは日本人の友達は

要らない？知っている友達も……。

ア キ：は要らないですね。

ユ カ：日本人じゃないですか、m i x i って。

MySpaceでは日本人と友達になるのは余り

みたいな考えがあるんですね。日本人と友達

になると会えちゃうというのが、逆に怖いとい

うか。

このように若者たちはSNSによって情報やニュー

ス、メッセージとの相互作用や、他者やウチとの相

互作用を、ナショナルまたトランスナショナルに行

っている。彼らはSNSを利用することによって現在

埋め込まれている場から脱埋め込みし、バーチャル

空間において仲間と結び付き、ウチを形成している。

またローカル性を越えて、異なるウチがトランスナ

ショナルに結び付けている。そして携帯電話によっ

て可能となった頻繁なコミュニケーションを通じて

ウチの中の親密性が増し、複数のウチが維持された

り、強化されている。mixiが結合性によってウチを

形成しているのに対して、MySpaceは日本というウ

チから脱埋め込みし、ソトと結びつくことを可能に

している。

4-3自己世界の創造

印象管理：プロフィールとマイミク

mixiの画面をみると、プロフィール(自己紹介)、マ

イミク、紹介文、日記、所属しているコミュニティ

などが整然と小さいオレンジ色の箱の中に同じよう

に構造化されている。若者はこの形式の中で、多様

なイメージや人々、社会関係などから「ブリコラー

ジュ」13し、自己世界を創造している。そしてブリ

コラージュされた各々のページを「印象管理」14の

ために利用している。

ソーシャル・ネットワーキング・サイト上のプ

ロフィールは自分自身を提示するひとつの機会

である。自分をありのままに、あるいは自分が

そうなりたいように。すなわち、印象管理であ

る(Dwyer, 2007, p.5)

mixiとMySpaceの両方を利用している人々の中に

は、両者のプロフィールの画面において大きな差異

が見られた。mixiでは日本の社会的文脈の中で他者

を意識しながらプロフィールを創っている一方で、

MySpaceではより自由に、また理想的な自分にプロ

フィールを創っている。mixiに関して、74.6%が「プ

ロフィールは見られることを意識して書いている」

と答えている一方、48.1%が「プロフィールにあり

のままのことを書いている」と答えている(図2)。

プロフィールばかりではなく、mixiのマイミクや

MySpaceのフレンドのリストも印象管理に利用して

いる。より多くの人を友人(マイミク、フレンド)と

して登録し、リストに並べることによって自己の社

会的資本や人気を誇示している。

コミュニティによるブリコラージュと印象管理

川浦ら(2005)によるとコミュニティの登録内訳は、

「趣味つながり」が78%、「興味・関心つながり」が

62%、「好み・嗜好つながり」が60%であった。若者

たちはお気に入りのアニメ、音楽やバンド、サッカ

ー、テレビドラマ、映画、タレント、コマーシャル

など同じ趣味を共有できるコミュニティに、ナショ

ナルにもトランスナショナルにも所属している。複

数のコミュニティに登録することによって国際的な

消費の商品やイメージなどブリコラージュし、オレ

ンジの箱の中でそれぞれ自己の世界を創造している。

そしてこのブリコラージュされたコミュニティのリ

ストを通して印象管理している。一方例えば「すぐ

落ち込む」、「恥ずかしがりや」、「眠れない」など内

面や性格に関するコミュニティに登録することによ

って間接的に自分が精神的に弱いことを表している。

そして日常生活での対面的コミュニケーションにお

ける他者との葛藤を避け、相手に自分のことをわか

ってほしいという要求のためにこういったメンタル

なコミュニティに入る場合もある。

このように若者たちはmixiにおいて趣味や嗜好、

内面に関する多様なコミュニティをブリコラージュ

したり、またMySpace上で海外のCDを購入したり、

音楽を試聴したりなど、国際的な「カルチュラル・

スーパーマーケット」(Hall, 1992)から買い物をしな
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がらSNS上に自己の世界を創造し、印象管理をして

いるのである。

4-4利用

2006年に携帯電話からmixiにアクセスできること

になってから、人々は通学や通勤の電車の中や暇な

時に頻繁に利用するようになった。本調査ではmixi

を利用する目的の第1位が「暇つぶしや気分転換のた

め」(85.4％)、第2位が「情報を得るため」(60％)、第

3位が「会話のきっかけや知り合いとのコミュニケー

ションのため」(51.3％)となっている(図2、3)15。

MySpaceでは、先に見たように海外の新曲を聴いた

り、トップ10の音楽情報を収集したり、あるいは自

分が所属しているバンドのオリジナル曲を配信した

り、プロモーションのために利用するなど個人的効

用を得ている。また英語の勉強のために英語でブロ

グを書いたり、メッセージを送ったりもしている。

SNSを個人的効用のために利用している一方で、

mixiの最も重要な利用は現実社会における仲間たち

とのコミュニケーションや社会関係を促進させるよ

うな社会的効用である。先のピュー・インターネッ

ト調査ではアメリカにおいて「女子にとってSNSは

すでに存在している友情を強化する場であるのに対

して、男子にとっては新しい友達を探し、作るため

の機会を提供する」(Lenhart and Madden, 2007)こ

とが明らかとなっている。一方日本ではSNSの利用

目的として総務省(2005)によると「出会いの場や同

じ趣味をもつ人のコミュニティとして利用している

ユーザーは1～2割程度で、ユーザーの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」

(p.7)していることが明らかとなっている。

このようにSNSは暇つぶしや情報収集などの個人

的効用の他に、コミュニケーション目的のためなど

社会的効用をもたらしている。若者たちはmixiモバ

イルを利用して、頻繁に日記を書いたり、マイミク

の日記を読んだり、コメントしあったり、実際に会

った時の会話のきっかけに利用したりしている。彼

らはmixiを通してその時々の感情や経験、思考やイ

メージをウチの成員と共有し、かつて携帯電話で個々

にメールを交換していたときよりもより集合的に絶

え間ないメディアを介した相互作用を通して、ウチ

の親密性や絆を強化している。一方、世界的なSNS

であり、音楽に強いMySpaceではmixiのようにコミ

ュニケーションを目的とするよりむしろ、音楽や英

語の勉強のため、あるいは日本というウチの中から

ソトの世界に対する好奇心のために利用している。

4-5参加

ハーバーマス(Habermas,1989)の公共圏の概念から

これまでメディアへの参加について経験的な考察が

行われてきた。筆者が以前行ったエスノグラフィー

から、政治的参加への欠如の要因として、会社や学

校、近所や世間一般から孤立、疎外されることへの

恐れと日本の政治や社会に対する失望感や諦めの2つ

の理由が明らかになった(高橋、2007；Takahashi,

2009)。本研究のアンケート調査でも63.2%が「コミ

ュニティの発言を読む」一方で、「コミュニティで発

言をする」人はわずか21.6%であった。そして78.3％

が趣味や関心のあるコミュニティに参加している一

方で、政治的なコミュニティに参加している人はわ

ずか7.6％であった。また日記を書くと答えた人が

75.1％であったにもかかわらず、政治や社会問題に

関する日記を書く人は12.9%であり、52.9%の人が日

記には当たり障りのないことしか書かないと答えて

いる(図3)。

想像の共同体と失われた声

インターネットのブログが匿名性を保持できるの

に対して、mixi上ではこれまで見てきたように、現

実社会と同一の社会空間が構築されており、多くの

人々にとってもはや匿名性を保持することが出来な

い空間となっている。異なるウチの仲間をマイミク

として登録し増やし過ぎた結果、「mixi疲れ」と呼ば

れる心理的問題が生じている。日記においてもマイ

ミクの中の「空気」を意識するあまり、思ったこと

を書くことが出来ず、当たり障りのないことを書い

たり、また日記を書くこと自体やめてしまった人も

いる。

伝統的なウチの中では、内部の同質性を保つため

に意見や信念、価値観や思想などが共有されていな

ければならなかった。ウチの閉鎖性が溶かれたこと

によって、mixi上に1つの「想像の共同体」が創発

し、人々はどのウチの空気にも合うような日本社会

の規範に適応(accommodation)しなければならない。

mixi上において若者は政治的な意見や批判を述べる

ことによって自己を表現するよりもむしろ、他者と

の結びつきの欲求などから、日記に日々の出来事（何

を食べたかや今日何をしていたかなど）や感情（寂
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しさ、幸せ、退屈など）を吐露している。ユウサク

もmixi疲れを感じている一人である。

ユウサク：きょうは桜が満開だったとか。そんなどう

でもいいこととか。桜きれいだなあとか。

桜の写真載せたりとか、そういうのです

よ。…ほんとはやめたいんですけどね。や

めたらやめたで、また、みんな、結構やっ

ているじゃないですか。それから、また、

輪から外れちゃったりするんで。みんな一

斉にmixiをやめてくれれば、僕もやめられ

るんですけど。みんなやっちゃってるんで。

高　　橋：ああ、なるほど。

ユウサク：ケータイもみんなやらなきゃ、別にいいじ

ゃないですか。みんなやってるから、おれ

もメールしなきゃいけないし、電話持たな

きゃいけない。それと一緒じゃないです

か。

高　　橋：輪から外れる恐怖っていうのがあるのかし

ら？

ユウサク：そうですね。その勇気もないんで。

伝統的なウチの中で同質性を保つため、他者と同

じ顔を見せていた人々は、現代社会において異なる

複数のウチに属し、各々のウチに合わせて異なる顔

を演じわけてきた。しかしmixiによってウチの壁が

透明化し、演じ分けていた複数の顔が可視化される

ことを恐れ、異なるウチが統合されればされるほど、

若者は顔を失い、声を失っている。彼らはオンライ

ンの相互作用を通じてmixi上に再構築された「想像

の共同体」の中で、自己主張をすることによって孤

立や疎外されることに恐れを感じている。

グローバル世界での自己創造

mixiが複数のウチを飲み込めば飲み込むほど、想

像の日本の共同体として徐々にその姿を成してくる

一方で、MySpaceはソトに出ることを可能にしてい

る。MySpaceに参加しているインフォーマントたち

は、ページをカスタマイズしたり、メッセージを英

語で書くことによって、日本のソトの世界で、自分

自身をより自由に表現している。彼らはMySpace上

で政治的参加よりむしろ自己を自由に表現できる「嗜

好のコミュニティ」に参加している。MySpaceは日

本というウチからソトへ出ることを可能にし、日本

の文化的な規範とは異なるトランスナショナルな空

間の中での自己表現の自由を与えている。このよう

に若者はグローバルな世界に開かれたMySpace上で、

理想的な自己アイデンティティを再帰的に構築して

いる。

5結論
本稿では日本の若者とSNSの社会･文化的役割につ

いて、以下のような5つのオーディエンス･エンゲー

ジメントの次元について述べてきた。若者はプロフ

ィールを心境の変化や新たな社会への参加などアイ

デンティティの変化に応じて書き換え、またコミュ

ニティをブリコラージュすることによって、多様な

趣味や嗜好、内面などをSNS上に表し、日記を通じ

て日々移り変わる自己や感情を、ローカルにそして

トランスナショナルに表現している。SNSは流動的

なアイデンティティを持つ今日の若者をリアルタイ

ムに表象している。

(1) 情報探索行動(親しい友人の日常生活に関する情報

や、学校・関心のあるものに関する情報、mixiニ

ュースによる社会一般に関する情報、トランスナシ

ョナルな情報などの探索・収集・共有)

(2) 結合性(トランスナショナルな人やウチとの結びつ

き、ローカルな場からの脱埋め込み、ソトの世界と

の結びつき)

(3) 自己世界の創造(プロフィールやマイミク、コミュ

ニティによる印象管理、カルチュラル･スーパーマ

ーケットからの流用、コミュニティによるブリコラ

ージュ)

(4) 利用(暇つぶしや気分転換、情報を得る、コミュニ

ケーションの促進、親密性の強化、ウチの形成)

(5) 参加(社会･政治的参加の欠如、嗜好のコミュニテ

ィへの参加、自己表現のためにトランスナショナル

な世界への参加)

デジタル技術による情報環境の拡大と双方向性メ

ディアの普及から、若者は単に情報を受け取るだけ

ではなく、情報を検索したり、対面的コミュニケー

ションや携帯電話やSNSなどのメディア･コミュニケ

ーションによって情報を仲間と共有したりしている。

SNSに関する情報探索行動では、日常生活における

社会的文脈の中から作り出された心理的欲求から、

SNSモバイルを利用して親しい友人の日常生活の情
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報や関心のある情報を探索、収集するばかりではな

く、仲間とともに多様な情報を絶えず共有している。

またSNSによって情報、ニュース、メディアイメー

ジやメッセージとの相互作用や、他者やウチ、文化

との相互作用をナショナルまたトランスナショナル

に行っている。SNSを利用することによって、現在

埋め込まれている場から脱埋め込みし、バーチャル

な空間で結び付いている。そしてプロフィールやマ

イミク、コミュニティなどを利用して印象管理を行

っている。またSNSを情報収集や暇つぶしなどの個

人的効用のために利用している一方で、自分の所属

する様々なウチの親密性を維持し、互いの結びつき

を強化する社会的効用のために利用している。mixi

はグローバル世界において異なったローカルなウチ

との間のトランスナショナルな相互作用によって結

びつきを促進する一方で、すべてのウチ(例えば、以

前通っていた学校や現在の学校、ローカルなコミュ

ニティ、アルバイトの仲間、クラブや同好会など)が

mixi上に統合されていくにつれ、「想像の共同体」が

創発していく。mixiによって若者はみな同じように

構造化されたオレンジの箱の中で表示されることか

ら得られる安心感とともに日本文化の社会的規範が

強化され制約を受けていく。そのため論争を巻き起

こすような政治的な参加よりむしろ、同質性を保つ

ために当たり障りのない内容を日記に書いたりして

いる。これまで考察してきたようにmixiが現実社会

におけるウチを強化するのに対して、MySpaceは日

本社会から脱埋め込みを可能にし、自らをグローバ

ルな世界に埋め込みことを可能としている。彼らは

MySpace上で日本の文化的な規範とは異なるグロー

バルな嗜好のコミュニティに参加し、自由に自己表

現をしている。このようにデジタル・ネイティヴは

日常生活の中で２つの異なる文化的価値の間をSNS

を通じて行ったり来たりしながら、自己アイデンテ

ィティを構築しているのである。

６今後の課題
本稿では現代の若者とSNSとのエンゲージメント

に焦点をあて論じてきた。現在、「デジタル・ネイテ

ィヴ」に関して世界中で関心が高まっている一方、

冒頭でも述べたように「デジタル・ネイティヴ」の

定義が曖昧であり、そのため概念の有効性に対する

疑問もある。さらにパルフリーら(Palfrey & Gasser,

2008)は、デジタル・ネイティヴの特徴としてグロー

バルな文化を共有し、絶えず互いにつながっている

と述べているが、果たしてデジタル・ネイティヴは

どのような文化を共有しているのであろうか？また

絶えずつながっているというが、言葉や文化の壁は

乗り越えられるのだろうか？もし仮に、西欧文化圏

のみでより一層の結びつきが強められるならば、昨

今言われている日本のガラパゴス化がより一層進み

はしないのだろうか？このようなデジタル・ネイテ

ィヴをめぐる様々な問いに対して今後国際比較研究
16から、概念の有効性や定義、デジタル・ネイティ

ヴの実態などを明らかにするとともに、グローバル

社会において重要な課題とされている普遍性と文化

的特殊性の問題に取り組んでいきたいと思う。
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【注釈】

1． http://www.lemondeinformatique.fr/dossiers/lire-
digital-natives-ils-vont-bouleverser-l-entreprise-
68.html

2． h t t p : / /www . l em o n d e i n f o rm a t i q u e . f r /
actualites/lire-entreprises-preparez-vous-a-l-
arrivee-des-digital-natives-27373.html

3． “The Silverstone panel on Digital Natives: a Lost
Tribe”, London School of Economics and Political
Science, UK, 2009.

4． "Etiology and impact of ‘digital natives’ on cul-
tures, commerce and societies". Invitation-only
Workshop, KAIST, South Korea, 2009.

5． Shah and Abraham (2009) ”Digital Natives with a
Cause?” the Center for Internet & Society, India.

6． 調査項目やインフォーマント(調査対象者)の人数な
ど調査方法に関しては、イギリス側のSNSの共同研
究者であるロンドンスクール・オブ・エコノミクス
大学のリビングストーン教授とミーティングを幾度
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も重ねながら決定した。

7． 定性調査による詳細な考察はTakahashi (in press)
を参照のこと。

8． 「デジタル・ネイティヴに関するアンケート調査」
調査項目：携帯電話、インターネット、SNS(mixi)の
利用状況と利用者意識
調査対象：首都圏所在の3大学に在学する大学生
調査時期：2007年12月
回収状況：回収数343件(有効回収数324件)

9． 中根(1967)によって構造機能主義のパラダイムで発
展された「ウチ」の概念を自己組織性に注目し、複
雑系のパラダイムに転換している(詳細はTaka-
hashi(2009)を参照)。

10． 以下同様にインフォーマントの名前は全て仮名で表
記する。

11． 森祐治「日本のSNS利用はもう限界なのか」
http://japan.cnet .com/column/mori/story
/0,2000055916,20344483,00.htm

12． 脱埋め込み(disembedding)とはイギリスの社会学者
アンソニー・ギデンズによる概念であり、社会関係
を相互行為の局所的な文脈から引き離し、時空間の
無限の広がりの中に再構築することである。

13． ブリコラージュ(bricolage)とはフランスの文化人類
学者レヴィ＝ストロースによる概念であり、人々が
破片や布切れなどの断片を寄せ集めて作る作業のこ
とであり、「器用仕事」とも言われている。

14． 印象管理(impression management)とはアメリカの
社会学者アーヴィン・ゴフマンによる概念であり、
人々が隠すべきものと見せるべきものを選別し、そ
れによって他者が自分に対して抱く印象を「管理」
したり操作したりすることである。

15． 同様にインターネットコムと goo リサーチが行った
調査(2006)によると、SNS の利用目的（複数回答）
は、男性では「同じ趣味を持つ人を探す」(58.87％)、
女性では「家族・友人とのコミュニケーション」
(75.79％)が第1の理由となり、特に女性はコミュニケ
ーション目的が2位以下の理由に比べて飛び抜けて多
かった。http://japan.internet.com/research
/20061215/print1.html

また、Yahoo!リサーチ(2007)によると「ふだん会
うことができない友人や知人と連絡を取り合うため」
(43.3％)、「暇つぶしのため」(40.2％)、人の日記を読
む た め ( 3 8 . 6 ％ ) の 順 に な っ て い る 。
http://blogs.yahoo.co.jp/y_research_blog/33398734
.html.

16． 「デジタル・ネイティヴの国際比較研究」研究代
表：高橋利枝 (研究協力：ハーバード大学ロースク
ール・バークマンセンター、オックスフォード大学
教育学部)文科省科研費基盤研究(B)海外 平成21年度

―23年度
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