
図書紹介
　メディア・コミュニケーション研究所編の『ネット空間を変えるモバイ
ル社会』が2015年4月に発売された。本書は、2014年度に同研究所が主
催した講演会の講演録および研究所所員による全8章＋補論からなるオリ
ジナル論文集である。講演では、本研究所を立ち上げた飽戸弘名誉教授に
よる「ケータイ利用の心理」から始まり、第一回ケータイ小説大賞を受賞
した十和さんによる「ケータイ小説の心」、新しいコミュニケーションツー
ルであるTwitterについて論じる「ツイッターの世界」など、現在のコミュ
ニケーション手段の諸相を語り口調で紹介しており、読みやすく大変興味
深い。さらに、講演とは別に、資料に基づいて緻密に論じたケータイ電話の歴史をはじめとして、
現在学生たちを虜にしているLINE、本号Newsletter でも取り上げた「沈黙の螺旋」を扱ったソー
シャル・メディア論、社会・経済の分析に重要な意味をもちつつあるビッグデータなど、現代の
メディアを論じるための広く、そして深く読み応えのある論文がこの1冊に収められている。
書籍情報：東洋英和女学院大学メディア・コミュニケーション研究所編（2015）ネット空間を

変えるモバイル社会，春風社，全223頁，ISBN: 978-4861104442 (4861104440)

ネット調査会（2015年9月16日）

　今年度のネット調査会では、本学の町田幸彦教授が米世論調査機関「ビューリサーチ」の論文
「沈黙の螺旋」を中心に報告した。報告のなかで、鶴見俊輔の論文「二人の哲学者」、英総選挙や
スコットランド住民投票における世論調査、ドイツの政治学者エリザベート・ノエル＝ノイマン
の「沈黙の螺旋理論」などを例に挙げながら、世論調査の結果の現れ方に矛盾が生じることを紹
介し、検証した。ソーシャル・メディアをはじめ他のコミュニケーションの場でも起こり得る現
象を当研究所の先生方全員で意見を交わす場になった。 記：齋藤麻衣子

編集後記

　今年はビートルズ来日50周年。1966年6月末に訪日し、最初で最後の日本公演となった。
あのとき、白黒テレビで4人の演奏中継を見ていた小学生がもう還暦目前に（自分のこと）。
なにはともあれ、メディアでビートルズ談義が改めて盛んになるのでは。

（町田幸彦）

Toyo Eiwa University Institute of Media and Communication Studies
Newsletter

東洋英和女学院大学 メディア・コミュニケーション研究所

発行日 2016年2月19日第6号

発行：東洋英和女学院大学  メディア・コミュニケーション研究所　神奈川県横浜市緑区三保町32
TEL 045（922）7315　　　FAX 045（922）7315　　　E-MAIL  media@toyoeiwa.ac.jp

読書の凋落
　フェイスブックの創始者、マーク・ザッカーバーグは年頭にその1年の努力目標を公表してい
る。2015年の目標は、「2週間に本1冊は読む」だった。ということは、2週間に1冊の本すら読
まないことがごく普通にザッカーバーグの日常にあったわけだ。仕事で多忙なため読書に時間を
割くことがままならなかったから、と解せなくもない。それでも驚きである。書物の世界はそれ
ほど疎遠な存在になり得るのか。インターネットとSNSが主舞台とはいえ、言葉のやりとりを
扱う世界にかかわる人物であっても。
　かつて、「私は本なんて読みませんよ」と豪語したノーベル賞受賞者がいた。ポーランドの元
独立労組「連帯」議長でノーベル平和賞受賞（1982年）のレフ・ワレサである。私見だが、本
当に読書を毛嫌いするタイプの人物なのだ。民主革命後、ポーランド大統領になってから憲法草
案でさえ「私は読んでいない」と平気で言ってしまう。政治家がそうであっては困るのだが、世
に活字アレルギーの人たちはあまたといる。
　こういう好悪が問題なのではない。事の是非は読書そのものに対する見方にある。そもそもまっ
たく違う別の読書観があって、実はそちらの方が深刻なのでは……。いやな予感がした。
　偶然の出来事ではあった。学生の卒論の草稿を読んでいたら、気になるくだりがある。それは、

「娯楽としての読書……」という文言だった。著者の学生に面談指導した際、意味を確かめてみた。
返答を聞いて、さらにびっくり。
　「読書って、娯楽じゃないのですか」
　あっけらかんとして言う。気を取り直して、持論を試みる。
　「確かに余暇や娯楽の一部として本を読むことはあるだろうが、それだけでないはずだ。そも
そも本を読む、また読むという行為はもっと幅広いことのはずだ」
　だめだ。うまく説明できていない。学生の話では、読書＝娯楽の等式が成立する一方で、学習
はまったく別の範疇に属する。見事なくらい、本を読むことが「学び」につながっていないこと
が分かった。
　その卒論草稿はよく出来ている方だと思う。電子書籍がテーマだ。しかし、その前提になる「読
む」という行為には、前述したような別の考え方が支配しているのをどうすればいいのか。
　ちなみにザッカーバーグの2016年の抱負は、「映画『アイアンマン』に出たデジタル・アシス
タントの製作」である。

記：町田幸彦



第1回講演会（2015年10月20日）

ネット利用とプライバシー
 信州大学人文学部准教授　佐藤広英先生
　本年度第1回の講演会は、情報プライバシーに関する実証的な
研究に取り組んでおられる信州大学の佐藤広英先生にネット利用
時のプライバシー意識についてお話いただいた。
　2003年に個人情報保護法が施行されてから、情報プライバシー
への関心が高まるようになった。最近では、マイナンバー詐欺や
大手企業の個人情報漏洩が問題になり、人々の間に自分の情報が
漏れることへの強い危機感が広がっている。一般の人々のプライバシー意識の高まりを示す代表
的な例が、小学校等でクラスの連絡網が作られなくなったことである。佐藤先生は、プライバシー
に過敏になっているがゆえに利便性を失っている面があると指摘している。
　我々はプライバシーに過敏になっている一方で、自身の個人情報を知らず知らずのうちに不特
定多数の人々に対して晒していることがある。これについては、学生がSNSで起こしたトラブ
ルの相手から、在籍する大学に名指しで連絡があったという事例が紹介された。学生本人は
SNS上で実名や大学名を公開していなかったにもかかわらず、相手にそれらの情報が特定され
たという。たとえ本人が明示していなくても、その人のアカウントをフォローする人を辿り、友
人同士のやり取りを見れば、所属大学や氏名といった情報は簡単に特定できる。何気ない書き込
みにも個人情報の断片が含まれていることを、我々は忘れがちである。
　国内における情報プライバシーの研究は2000年代から始まり、この10年ほどの間に活発になっ
ている。佐藤先生は、プライバシー意識を自伝的情報、属性情報、識別情報、暗証情報の4つの
情報次元ごとに測定している。4つの情報次元の中でプライバシー意識に年代差が出るのは属性
情報と識別情報である。高校生は属性情報のプライバシー意識が低く、出身地や性別を知られる
ことに抵抗を感じていない。高校生くらいの年代の場合、SNSのプロフィール欄に出身地や性
別といった属性情報を公開していることも多い。また、名前や電話番号のような識別情報につい
ては、50代以上の人でプライバシー意識が低いという結果が見られた。この識別情報における
プライバシー意識の低さが、詐欺などの被害の遭いやすさにつながっていると見られる。プライ
バシー意識はプライバシーを守る行動につながっており、プライバシー意識が高いほどネット上
で迷惑行為の被害を受ける経験が少ないという。
　最後に佐藤先生は、ネット利用時の注意点を挙げられた。第1に、ネットにおいては完全な匿
名などあり得ないという点である。上述したように、直接自分の身元を明らかにしなくても、様々
な情報を統合することで個人の特定は可能である。第2に、極端なプライバシー意識には弊害が
ある。適度に情報を開示しないと、他者とのコミュニケーションが困難になり、便利なサービス
を受けられなくなる。どの情報を明らかにするのか、自分でコントロールすることが重要である。
第3に、本人以外の他者のプライバシーの問題である。自分の友人に関する内容を書き込んだり、
友人と名前やあだ名でやり取りをしたりすれば、自分の情報だけでなく友人の情報が漏れてしま
う危険性がある。
　インターネットの利便性を享受しようとすれば、情報開示によるリスクが必ず伴う。日頃気軽
にインターネットにアクセスしている学生たちにとって、本講演会は自身のインターネットとの
向き合い方を改めて見直す有意義な機会となった。 記：渡部麻美

第2回講演会（2015年11月16日）

ネット社会の影〜連続講演会2014より
毎日新聞 論説委員　花谷寿人氏

　第2回は、2007年の毎日新聞の連載「ネット君臨」を担当された花
谷氏に「ネット社会の影」というタイトルでお話頂いた（同連載は『ネッ
ト君臨』として単行本化されている）。
　オートロック住宅や卒業アルバムにおける住所録不記載など「自分の
ことを知られたくない」意識の拡がりは、個人情報保護法という「人権
を守る」法律を生み、マスコミへの不信感も相まって「匿名性」を是と
する社会の成立を促した。マスコミの取材も、取材の自由よりも取材相
手への配慮が強く求められるものへと変容していく。「これは個人の人権を守っているように見
えるかもしれないが、私たちの知る権利を損なう可能性がある」。現在のネット社会は、「知られ
ること」に恐怖を感じる社会風潮と共に進展してきたのである。
　もちろん、市民ジャーナリズムに代表されるように、ネットが新たな言論空間を切り拓き、マ
スコミから漏れ落ちる言論を活かしていく潜在的な可能性を有していることは言うまでもなかろ
う。2チャンネルの管理人・ひろゆき氏に代表されるネットのカリスマたちも「匿名性はオープ
ンな議論を可能にするものだ」と主張する。しかし、彼らにとっての「匿名性」は、もっぱら自
らを守るための武器でしかない。ネット住人を取材した記者の個人情報が暴露され、ネットで攻
撃を受けていくエピソードからは、「匿名性」の盾に守られながら他者の匿名性を剥いでいくと
いう矛盾が明らかにされる。誹謗中傷は「ユーザーの問題」であると切り捨てつつも、自分たち
が批判の対象になるのは耐え難いのである。
　ネットは、児童ポルノやネットいじめという社会問題にも結びついていく。ネットは自己表現
の手段であると同時に、別の人格が顕在化するツールでもある。自分が評価されたいがために、
相手の姿が見えないがために、ネットでの行為はエスカレートしていく。同じ嗜好の仲間も容易
に見つけることができる。「ネット住民も会ってみれば普通の人。言い換えれば、誰もがネット
では同じように振る舞う可能性がある」。記事が連載されて10年近く経過するが、花谷氏は「今
も状況は変わっていない。むしろエスカレートしている気がする」と語る。「プライバシー」と「知
る権利」の二面性をどう考えるかも、マスコミにとっての大きな課題として立ちふさがったまま
だという。
　学生たちの多くは、TwitterやFacebook、Instagramのような魅惑的な言論空間に身を投じて
いる。学生だけではない。世界中の人々が表現の自由を謳歌し、ちょっとしたコメントで誰かを
傷つけている。ネットから生じる問題は、「正しい使い方を」という教育や法的な規制により解
決するものではなく、利便性と引き替えに引き受けなければならない宿命のようなものかもしれ
ない。
　花谷氏の講演を聞きながら、最近のマスコミのもうひとつの風潮について思いを馳せていた。

「ネットでは……という声が挙がっている」という類の定型文についてである。マスコミの仕事は、
情報源との信頼関係を基盤として成立するものではなかったか。どこの誰が、どのような目的で
発したか分からないコメントが安易に転載される昨今の状況は、ジャーナリズムの自己否定にも
見える。ネットの影が落ちないほどにジャーナリズムの光が強いものであり続けることも、ネッ
ト社会では重要なことであると思う。 記：小寺敦之
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決するものではなく、利便性と引き替えに引き受けなければならない宿命のようなものかもしれ
ない。
　花谷氏の講演を聞きながら、最近のマスコミのもうひとつの風潮について思いを馳せていた。

「ネットでは……という声が挙がっている」という類の定型文についてである。マスコミの仕事は、
情報源との信頼関係を基盤として成立するものではなかったか。どこの誰が、どのような目的で
発したか分からないコメントが安易に転載される昨今の状況は、ジャーナリズムの自己否定にも
見える。ネットの影が落ちないほどにジャーナリズムの光が強いものであり続けることも、ネッ
ト社会では重要なことであると思う。 記：小寺敦之



図書紹介
　メディア・コミュニケーション研究所編の『ネット空間を変えるモバイ
ル社会』が2015年4月に発売された。本書は、2014年度に同研究所が主
催した講演会の講演録および研究所所員による全8章＋補論からなるオリ
ジナル論文集である。講演では、本研究所を立ち上げた飽戸弘名誉教授に
よる「ケータイ利用の心理」から始まり、第一回ケータイ小説大賞を受賞
した十和さんによる「ケータイ小説の心」、新しいコミュニケーションツー
ルであるTwitterについて論じる「ツイッターの世界」など、現在のコミュ
ニケーション手段の諸相を語り口調で紹介しており、読みやすく大変興味
深い。さらに、講演とは別に、資料に基づいて緻密に論じたケータイ電話の歴史をはじめとして、
現在学生たちを虜にしているLINE、本号Newsletter でも取り上げた「沈黙の螺旋」を扱ったソー
シャル・メディア論、社会・経済の分析に重要な意味をもちつつあるビッグデータなど、現代の
メディアを論じるための広く、そして深く読み応えのある論文がこの1冊に収められている。
書籍情報：東洋英和女学院大学メディア・コミュニケーション研究所編（2015）ネット空間を

変えるモバイル社会，春風社，全223頁，ISBN: 978-4861104442 (4861104440)

ネット調査会（2015年9月16日）

　今年度のネット調査会では、本学の町田幸彦教授が米世論調査機関「ビューリサーチ」の論文
「沈黙の螺旋」を中心に報告した。報告のなかで、鶴見俊輔の論文「二人の哲学者」、英総選挙や
スコットランド住民投票における世論調査、ドイツの政治学者エリザベート・ノエル＝ノイマン
の「沈黙の螺旋理論」などを例に挙げながら、世論調査の結果の現れ方に矛盾が生じることを紹
介し、検証した。ソーシャル・メディアをはじめ他のコミュニケーションの場でも起こり得る現
象を当研究所の先生方全員で意見を交わす場になった。 記：齋藤麻衣子

編集後記

　今年はビートルズ来日50周年。1966年6月末に訪日し、最初で最後の日本公演となった。
あのとき、白黒テレビで4人の演奏中継を見ていた小学生がもう還暦目前に（自分のこと）。
なにはともあれ、メディアでビートルズ談義が改めて盛んになるのでは。

（町田幸彦）
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読書の凋落
　フェイスブックの創始者、マーク・ザッカーバーグは年頭にその1年の努力目標を公表してい
る。2015年の目標は、「2週間に本1冊は読む」だった。ということは、2週間に1冊の本すら読
まないことがごく普通にザッカーバーグの日常にあったわけだ。仕事で多忙なため読書に時間を
割くことがままならなかったから、と解せなくもない。それでも驚きである。書物の世界はそれ
ほど疎遠な存在になり得るのか。インターネットとSNSが主舞台とはいえ、言葉のやりとりを
扱う世界にかかわる人物であっても。
　かつて、「私は本なんて読みませんよ」と豪語したノーベル賞受賞者がいた。ポーランドの元
独立労組「連帯」議長でノーベル平和賞受賞（1982年）のレフ・ワレサである。私見だが、本
当に読書を毛嫌いするタイプの人物なのだ。民主革命後、ポーランド大統領になってから憲法草
案でさえ「私は読んでいない」と平気で言ってしまう。政治家がそうであっては困るのだが、世
に活字アレルギーの人たちはあまたといる。
　こういう好悪が問題なのではない。事の是非は読書そのものに対する見方にある。そもそもまっ
たく違う別の読書観があって、実はそちらの方が深刻なのでは……。いやな予感がした。
　偶然の出来事ではあった。学生の卒論の草稿を読んでいたら、気になるくだりがある。それは、

「娯楽としての読書……」という文言だった。著者の学生に面談指導した際、意味を確かめてみた。
返答を聞いて、さらにびっくり。
　「読書って、娯楽じゃないのですか」
　あっけらかんとして言う。気を取り直して、持論を試みる。
　「確かに余暇や娯楽の一部として本を読むことはあるだろうが、それだけでないはずだ。そも
そも本を読む、また読むという行為はもっと幅広いことのはずだ」
　だめだ。うまく説明できていない。学生の話では、読書＝娯楽の等式が成立する一方で、学習
はまったく別の範疇に属する。見事なくらい、本を読むことが「学び」につながっていないこと
が分かった。
　その卒論草稿はよく出来ている方だと思う。電子書籍がテーマだ。しかし、その前提になる「読
む」という行為には、前述したような別の考え方が支配しているのをどうすればいいのか。
　ちなみにザッカーバーグの2016年の抱負は、「映画『アイアンマン』に出たデジタル・アシス
タントの製作」である。

記：町田幸彦




