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連続インタビュー・転換期のメディア

ケータイと若者のコミュニケーション
関西大学社会学部助教授　辻 大介 氏

インタビュー・構成 /原 由美子   計画

　街中でも電車の中でも，常にケータイを手にし，メールチェックに余念のない若者たち。彼らの交友関係は広

いが浅く，表層的と論評されることが多いが，果たして実際にそうなのであろうか。ケータイをはじめとする今日

のメディアと，若者の対人関係やコミュニケーション行動について，関西大学社会学部の辻大介助教授にうかがっ

た。

― 先生は，メディアと若者の関係や，若者の交友関係に関して，マスコミなどでとりあげられる「若者論」に疑

問を投げかけておられますね。

辻　よくある笑い話に， 古代の象形文字を解読してみたら， 「今時の若いやつらは」 と書かれていたというのがありま

すね。 年長世代の目から見ると， 若者はおそらくいつの時代も 「今時の」 と言いたくなるような存在だったと思うんで

す。私自身も年をとるにつれて，学生と接しているとそう感じることが増えてきました。だからこそ，やはり印象論は怖い。

自分より若い人と接したときの印象を，自分の側の変化でなく，相手側の若者の変化としてネガティブにとらえてしまう。

　同じことは異文化接触の際にも起こりうるはずですが，今日では， 少なくとも知識人とか識者と言われている人々の

あいだでは， 自文化の価値尺度で相手側の異文化を評価するのではなく， 価値観の体系そのものが違うんだとい

う考え方が浸透してきていると思います。 ところが， 「若者」 という存在については， 同じ文化やリアリティを共有して

いるはずだという気持ちがどうも先だってしまう。 年長世代とは異なった彼ら彼女らなりの価値体系や価値観の下に

生きているんだという見方がなされにくい。

　そのときにやはり一つ重要になってくるのは， 全体を見渡すような実証データ， 計量的なデータだろうと思うんです

ね。

　しかし， 社会学， 特に若者論に関わりの深いサブカルチャー論などの動向をみると， むしろ個別事例のフィールド

ワークやケーススタディに集中する傾向が強まっています。 もちろんそれはそれで大切なのですが，「木を見て森を見

ず」 に陥らないためには，やはり森全体を見渡して， 木と森を付き合わせる作業が必要なはずでしょう。

　ある時期のオタク論に典型的ですが， 一部の若者に注目して若者全体に敷衍するような議論の組み立て方があり

ますよね。 そこでは特に旧来の価値尺度ではネガティブに見られる 「一部」 がスケープゴートにされやすい。 私は

そこに危うさを感じるところがあって， だから逆に意識して， 個別的な事例研究よりも計量的な調査研究に重きを置

いて， カウンターバランスをとろうとしているところがあります。
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　ただ， 計量的なデータを使うときには， 立体的にそれを組み立てていかないといけないと思っています。 データの

解釈には， ケーススタディやフィールドワークの知見と照らし合わせる作業が不可欠と言っていい。

　また， ひとつのデータから読み取れることなど， たかがしれています。 複数のデータをいかに整合的に解釈してい

くことができるかが重要なんですね。

　例えば人間関係の希薄化で言えば， 友人の数はむしろ増えていることを示すデータがいくつかあります。 それに

対して， かつてとは 「友人」 の意味あいが変わって，昔なら 「知り合い」 程度だった浅いつきあいの人を 「友人」 に

含めるようになったんじゃないか，だとすればやはり関係の希薄化は進んでいるんじゃないか，という解釈も成り立つ。

　そこで友人とのつきあい方に関する別のデータをみてみると， NHK文研の中高生調査でも日経産業消費研究所

の若者調査でも， 「隠し立てなく」 つきあうか， 「心の深いところは出さずに」 つきあうかという回答分布に経年的な

変化はほとんどないのです。 しかしこれに関しても， その 「隠し立てなく」 の意味あいが変わってきたんじゃないか

という異論がありうる。 かつての 「隠し立てなく」 はちょっと人には言えない悩みを打ち明けられるようなことであった

のが， 今は 「おれアイドルでは誰が好きなんだ」 程度のことになったんじゃないか， と。

　さて， そういう形で希薄化が進んできたのだとすれば， 友人はたくさんいても不満や寂しさを感じる人が増えている

はずです。 ところが， 旧総理府の調査データなどをみると， 「生きがい」 や 「充実を感じるとき」 に友人関係を挙げ

る割合が年々増えているんですね。 これはほぼすべての年齢層で言えることですけれども， 特に 20 代を中心とし

た若年層に顕著に上昇がみられる。

　ということは， 少なくとも 「希薄化」 というような枠組みで若者の関係変化をとらえるのは不適切だろうと私は考えて

います。

― 変化は別のところにあるのでしょうか。先生は，「関係フリッピング」という言葉を使われています。

辻　1973 年からおこなわれている NHKの 「日本人の意識調査」 をみますと， 日本人全般に， 職場 ・近隣 ・親戚

とのつきあいすべての面において，関係の「局面化」が進んできた形跡がはっきりとうかがえます。 ここでいう「局面化」

とは，つきあいの場面や状況を限定し， 相手との関係にべったり縛られることを避ける傾向のことです。

　教育学の現場でも， 小学生の友人関係が 80 年代に局面化していったという指摘がなされています。 「○○ちゃん

遊ぼう， なにして遊ぼうか」 という形ではなくて， テレビゲームで遊ぶときはこの子， 野球をするときはこの子というよう

な形での関係の絞込み， 「局面化」 ですね。 私は， 小学生だけでなく， おそらく若者全般の友人関係についても

同じことが言えるのではないかという見通しを持っています。

　局面的な関係性は， 複数の局面的関係をそれぞれ状況や目的に応じて使い分け，切り替えることにつながります。

これを私は 「関係フリッピング」 と呼んだのですが， このこと自体はそれ以前にも都市社会学のなかで別の角度から

研究されていました。 親戚であると同時に， 近所の人でもあり， 仕事仲間でもある農村型の人間関係に対して， 都

市部では， そうした役割関係の重複が少なくなり， 関係の局面化と使い分け・切り替えが進むのではないかという

議論です。

　この点に関して， 80 年代末に中四国でおこなわれた調査をみると（ 大谷信介『 現代都市住民のパーソナル・ネッ

トワーク』 ミネルヴァ書房参照）， 確かに都市部ほど関係フリッピング志向が高い傾向にあります。 しかし， 東京大学

の橋元良明教授の研究班が 2001年におこなった全国調査では， これには私も参加したのですが， 都市規模と関

係フリッピング志向には相関がみられなかったんです。

　これらの調査結果の違いをどう解釈するかが問題ですが， 私としては， 都市的な関係性が地方部にも浸透し，

全国化したということではないかと考えています。

― その関係の使い分け・切り替えと，メディアや通信手段の利用とが関係しているということですが。

辻　携帯電話の音声通話に関しては， 関係フリッピング志向が高いほど， 友人との通話頻度が多いという傾向が，

これまでに私のおこなった調査ではほぼ一貫してみられます。 携帯電話は， コミュニケーションの回路を切り替え，

使い分ける 「関係のリモコン」 として機能しているとも言えそうです。
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　メールに関してはちょっと事情が違います。 私自身の調査では，メールの場合は 「関係フリッピング志向」 よりも，「関

係の親密性」 と大きく関わってきます。 プライベートなことも含めて密につきあいたいか， それともプライベートなことに

は深入りしたくないかで分けると， 密接につきあいたいという若者ほど友人とメールのやりとりをよくする。

　これには， ある種の矛盾を感じるところもあります。 人間関係全般について局面化が進んできたのはおそらく間違

いないことだと思っているんですが，プライベートなことも含めて密につきあいたいというのはそれとは逆の方向ですね。

むしろ全面的な関係を取り結びたいということです。 これをどう解釈するか。 一つには， そもそも 「プライベート」 な

ことといっても漠然としていますから， その具体的な内容をもう少し詳しく調べていく必要もあるだろうと考えています。

　また， 関係の局面化が全体的に進んでいった反動として， こと友人関係においては密接につきあいたいという傾

向が強くなってきている可能性もあるかもしれません。

― 先生の論文に「多元的自己」というのがあります。核が複数あって，それぞれ核同士が結びついているという

イメージでした。（下図参照）これは特に若者に顕著なことなのか，それとも一般に現代人がそうなってきている

のでしょうか。

辻　私自身は自己のありようは社会のありようと関連すると考えますので， そういう傾向はおそらく現代人全般に高く

なっているのではないかと思います。 そして特にその傾向の顕著なのが若者層ではないか， と。

「多元的自己」 という表現は， もとは東京学芸大学の浅野智彦助教授が使われていたものです。 浅野さんが 1992

年と 2002 年におこなわれた若者調査によると， いずれの時点でも４人に３人が 「場面によって出てくる自分は違う」

と答えています。 私も大学生調査で似たような設問をしたことがあるのですが， こうしたキャラ （性格） の切り替え志

向と先の関係フリッピング志向には相関がみられました。 つまり， 関係に応じて自分のキャラも切り替わるという自己

のありようですね。 そうした複数の自己は必ずしも 「偽の自分」 というわけではない。 いずれも自分らしい複数のキャ

ラの並立として 「多元的自己」 というものを考えたわけです。

浅野さんの調査に話を戻しますと， 92 年の分析結果では， そうした複数の自分のあることと 「自分らしさ」 の感じら

れることが両立する傾向がみられたのに，02 年にはその傾向がなくなってしまう。つまり，複数の自分が 「多元的自己」

に束ねられるのではなく， 単にアイデンティティの不安定さになっているような状態です。

　私が 2002 年におこなった 16 ～17 歳対象の調査でも， キャラの切り替え志向と関係フリッピング志向には相関が

みられませんでした。 それまでにおこなった大学生対象の調査では関連がみられたのですが。 これが高校生と大

学生の違いによるものなのか， 調査時期の違いによるものなのか， はっきりしたことは言えません。 浅野さんの調査

でも， 92 年と 02 年で調査手法が少し変わっていますし， それによる変化の可能性もある。

　私自身は， 「多元的自己」 が広がりつつあるにせよ， それは一部の層にとどまり， 全体的にみると複数の自分はア

イデンティティの不安定にやはり結びつくものなのではないかという見方に傾きつつありますが。

図　自己構造の 2 つの模式図

（a） 一元的自己 （b） 多元的自己
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― 多元的自己というのも，ポジティブに考えれば，複数の自己像を持っていて，それを組み合わせたものが自分

の像だととらえているとみることができますが，ひとつの自己の中に自分らしさが見出せないので，「逃げ」や「言

い訳」に使われる場合もあるのではないでしょうか。特に今の若い世代はそういうものをキープしておかないとと

ても不安なのかもしれない。多分高校生はそれがしたくてもできない。でも，大学生になると自由度が増えて世間

が広がるから可能になる。

辻　確かに高校までの人間関係は， 学校中心で逃げ出したくても逃げ出せないところがある。 大学生になるとアル

バイトも一般的だし， いろんな人間関係が広がるから， 学校の人間関係の束縛力はその分薄くなって， それぞれの

関係における自分をうまく使いこなしていけるような素地が出てくるだろうとは思います。

　一方で， おっしゃるように， そうした複数の関係やそこでの自分を 「逃げ」 や 「言い訳」 に使うような面も感じない

ではありません。 それぞれの関係に対してそれぞれの自分を確立していくというよりむしろ，つかず離れず関係のあ

いだを漂い， そのなかで自分って何なんだろうという 「自分探し」 の不安に駆られているような感じもある。

― 大学生ぐらいが一番自由で，会社に帰属してしまうと，また関係が一色になってしまう。それに耐えられなくて，

例えばフリーター的な状態であればいつでもそれが切り替えられる。

辻　私も会社勤めをしていた経験があって， 大学院に行くと決めて勉強し直したんですけれども， 決断にはそれなり

の覚悟がいりました。 会社という組織から下りてしまって， 大学院で先行きが開けなかったときはどうすればいいんだ

ろうと。 会社との関係から下りても自分はちゃんと生きていけるんだろうかというようなことをかなり考えました。 印象論

になってしまいますけれども， 今の学生はそういう不安をあまり感じないようになっている気がします。 就職できなくて

も， 当分はフリーターでやっていきますとかいう具合で， ある関係から下りた・外れたときに生きていけるんだろうかと

いう不安感は本当に薄くなってきているんではないか。

　社会学者の佐藤俊樹さんや宮台真司さんも指摘していることですが， それだけ関係の束縛性・固定性が低くなり，

流動化してきたということで，すべての関係が相対的なものとして等置されるようになっている。 逆にいえば， 確固た

る絶対的なつながりというものが見つけにくい状況です。 「親友」 も 「恋人」 も流動的 ・相対的な関係の相でとらえ

られるなら，明日には自分から離れていくかもしれない存在と映ることになる。 関係の絶対性とか，かけがえのなさが，

感じられにくくなっている状況があるようにも思います。

― 一方で，失った関係をまた別なところで調達するツールというかメディアが得やすくなっている。極端なことを

言えば恋人であれば「出会い系」で探したっていいし，仕事であればアルバイト雑誌で見つければいいと，そうい

うものがなかった時代に比べると非常に便利に揃う。

辻　ある意味で非常にコンビニ化していますね。 そのなかでケータイというのは， この関係が駄目になったらこっちと

いう形で， 関係をストックしておくツールになっているんじゃないかと思うんです。

　だからそれがなくなってしまうと， ものすごい打撃に感じるんですね。 私なんかはケータイより財布のほうがずっと

大事ですけれども， 学生のなかには， 財布の比じゃなくて， ケータイは命の次くらいに大事ですと言う者もいますし，

ほとんど物神崇拝に近いものすらある。

― 使うのはその中の一部であっても，その背後に大きなデータベースがあるということが安心感になっている。

辻　そう，「関係データベース」 ですね。 そこでは関係の蓄積と消去が繰り返され，濾過されていく。 その意味では，

関係の 「フィルター」 でもあるでしょう。

― ところで，若者とマスメディアの接触に関してはどのようにお感じでしょうか。

辻　マスメディア接触に関して言うと， これは NHKの生活時間調査でも明らかですが， テレビが依然として揺るぎな

いメディアの王座にある。 おそらく 2005 年の調査でも， インターネットがどれだけ普及していようがその状況は変わっ

ていないだろうと思います。

　ただし， テレビあるいはマスメディアがおかれている状況・位置づけというのは変わってきているでしょう。 インター

ネットの利用時間は年々増加傾向にあるわけですが，では， その分テレビを見る時間が削られているのかというと，

必ずしもそうではない。 これはいくつかの調査でも確認されていますが， ネットにアクセスしながら， 同時にテレビも
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ついている時間がかなりあるんです。 テレビというのはもともと 「ながら視聴」 が多いメディアで，専念視聴の 「対象」

というより， 生活 「環境」 の一部になっている。 今後ネットが普及していくと， さらに 「ながら性」 「環境性」 が強まる

んじゃないかと思います。

　また， 若い人はよく 「とりあえず押さえておく」 という言い方をしますけれども， 今のテレビの役割というのは， とりあ

えず押さえておく情報源としてあるのではないか。

　かつてのように， テレビは国民的あるいは大衆的一体性を持った 「想像の共同体」 を作り出すマスメディアというよ

りは，個人の中で押さえておく基本情報のメディア，いわば 「ベースメディア」 になりつつあるのではないでしょうか。 ネッ

トの中でも，テレビの番組やニュースは共有性の高い話題・ネタとして，非常に大きな位置を占め，消費されています。

ケータイなりネットなり， 電子ネットワークメディアが今後どう普及しようとも， 100 年後はともかく， 10 年， 20 年でこの

状況がドラスティックに変わるとは思えません。

　ネットに関しては， かつて個人による情報発信への期待が盛んに語られたこともありましたが， 例えばホームペー

ジを積極的に更新して情報発信しているというのは５％弱にすぎませんし， 掲示板に積極的に書き込むのもネット

ユーザーの１～２割程度です。 これまでマスメディアの 「受け手」 であった人々が， ネットが普及したからといって， そ

う簡単に 「送り手」 に変わりうるわけはない。

　ただ， たかが５％と言っても， 日本のネット人口は 6,000万人を超えたと見積もられていますから， 実数にすると

300万人。 このような大きな単位で個人がマスメディアになれるような時代がきたわけですから， メディア全体の状況

が徐々に変わっていく可能性は十分に考えられる。でも， 大枠として， 例えばテレビを見ている時間がネットと完全

に逆転するようなことは， この10 ～ 20 年のスパンではないだろうということです。

― テレビで押さえたものから，自分の好きなものをネットやケータイで掘り下げたり，変形させたり，あるいは人

と交換して楽しむ。でも常にどこかでまたテレビに戻してその反応を見るというふうに，両方が補完し合うような関

係なんでしょうか。

辻　マスメディアが， オピニオンリーダー的な役割を果たせた時代は終わりつつあるのかもしれません。 ネット上では，

マスメディアの報道などに対してみんながどう反応しているかがお互いに見える状態にあります。 あのニュースはけし

からんとか，やらせではないかとか，番組や報道に対する 「受け手」 側のコメントや解釈が，ホームページやブログ，

掲示板にバババーッと上げられていく。 そこでの有力な意見や個人が，マスメディアの報道そのものよりむしろオピニ

オンをリードしていく。世論というほどの大きなまとまりを成すかどうかは別として，そうした動きが今後目立ってくるんじゃ

ないかと思います。

　先にも申し上げたように，マスメディアというのは押さえの情報あるいはネタを提供するのであって， そのネタをどう

処理するかは今後ネットのほうに主導権が移っていくのではないでしょうか。

― でもそれが進んでいくと，ネタ提供能力も相対的に弱っていく感じがしますが。

辻　そうですね， 影響力の衰えというのをどう考えるかだとは思いますが。 ただ， みんなと共有できるネタの需要自

体はそれほど急速に衰えないのではないかと思います。

― インターネットなどで掘り下げるのは，自分の仲間うちというか，同じ趣味を持つ人たち同士なので，他の人

たちにどう見られるかというのを探る場所として，やっぱりテレビのような場所が必要なのでは。

辻　テレビの提供してくれるネタに他の人がどう反応するか， そのなかで自分の反応はどう見られるかを探る場所は，

むしろネットあるいはケータイであって， テレビはその構成要素として必要になるということでしょうね。

　しかし， そこで気にされる他人の目というのは， あくまで仲間うちの他者であるかもしれません。 若者にみられる傾

向としては， 全く見知らぬ他者への関心や関与は薄くなってきていますから。

― どう思われようと視野に入らない。

辻　例えば， 東京都の青少年基本調査では， お年寄りが電車で前に立っても， そのまま座っているという回答や，

禁煙の場所でタバコを吸っている人を見ても， 注意しなくてはと思わないという回答が年々増えており， 見知らぬ他
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者への無関心が強まっていることが指摘されています。

　一方， 若者が仲間や友人からどう見られるかを気にすることについては， メール利用との関連で一つおもしろい調

査結果があります。 孤独恐怖，つまり， ひとりでいることに耐えられないという心理傾向が強いほど， 友人とのメール

頻度が多いという先行研究があるのですが， この話をゼミ生にしたところ， 「ひとりになるのが怖いんじゃない。 むし

ろひとりでいるのを周りに見られるのが怖いんだ」 という声が多かったのです。

　そこで別の授業で， 簡単なアンケート調査をしてみたんです。 その結果， 周りに人の目がない 「自宅や下宿で１人

でいたり， ひとりで食事をしたりすることをつらいと思う」 かどうかは， 友人とのメール頻度とあまり関連していませんで

した。 一方， 「大学でひとりで食事をしたり， ひとりでいたりするとき， 周りの目が気になる」 かどうかについては， 統

計学的な有意水準はさほど高くありませんが， そうだと答えた人のほうが， メール頻度が多かったんですね。つまり，

仲間うちの視線の圧力が， 仲間うちでつながることへと強迫的に駆り立てているという結果です。

　マスメディアの役割として， パブリック （公的） にどう考えられているか ・考えるべきかという情報の提供があります

が， そういう公共性の圧力よりも， 彼ら彼女らは仲間うちからどう見られるか， 仲間がどう考えているかという親密性の

圧力を強く受けるのではないでしょうか。 今の若者は， 「空気を読む」 とか， 「場を読む」 とか， 関係のなかでどうふ

るまうかに関しては，すごくセンシティブです。

　だから，マスメディアは，社会的なアジェンダは設定できるとしても，その問題に関してどう考えるべきかになると，ネッ

トとか， 携帯とか， そういった電子ネットワークメディアでの情報流通のほうが，ずっと影響力を持つのでないかと感じ

ます。

― 本当の自己が確立していれば，人がどう思おうと私はこう思うと言い張れるんでしょうが，それをやると孤立し

てしまうので，本当の自分を隠しているのか，それともそんなものはもともとなくて，関係性の中でしか自己という

のが見出せないという状態になっているのか。

辻　私はゆらぐ関係性の中で自己もゆらめいている状態ではないかと思います。

　若者のキーワードのひとつに 「自分探し」 というのがあります。 彼ら彼女らは， 何かしら拠り所となるような確固たる

自分というものを見つけることにある種強迫的に駆り立てられている部分があって， それを友だちの関係の中で見つ

けようとする。 しかしその関係が相対化され， 流動化しているものだから， そこに確たるものを見出せない。 そうする

とますます確たる自分探しへと駆り立てられるという， ある種の悪循環が起こっているような気がします。

― 今日は，興味深いお話をどうもありがとうございました。

 　（はら  ゆみこ）


