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はどうしたら良いのか，ネット非利用者，一
般の利用者，そして専門家を交えて議論した。
　また番組では，ネット非利用者 50人を対象
に，デリベラティブ・ポリング（討議つき世
論調査）的調査を試行した。「ネットは社会を
良くすると思うか」「あなたは今後ネットを利
用したいか」の 2 つを放送の前後で質問し，
回答に変化が生ずるか否かを調べた。前者の
質問では 8 ポイント増加し，後者は 4 ポイン
ト下落した（図1）。放送後のアンケートでは，
何故そう回答したのか理由も聞いている。
　そこで本稿では，番組の中で行った議論を
整理すると共に，番組前後で行った調査を分
析し，さらにリスナーが書き込んだ番組掲示板
やネット利用者1,000 人 Webアンケートなども
参照し，ネット非利用者をどう位置づけたら良
いかを考えると共に，放送が受け手に与える影
響や可能性について考察してみたい。

はじめに
　インターネットを利用する人の割合は，近
年急増している。NHK 放送文化研究所の調査
によれば，「平日にパソコンや携帯電話でネッ
トをしている人」は，01 年に 28% だったが 06
年には 45%と17 ポイント増加した 1）。もし過
去 5 年と同じペースで今後 5 年も増加すると，

「完全デジタル元年」と位置づけられている
2011 年には 6 割強の人が利用する計算となる。
10歳未満の子どもや後期高齢者を除くと，ほ
とんどの人がネットを利用する時代が到来す
るかも知れない勢いである。
　しかし現状では，年齢や地域の壁が存在す
る。ネットの利用を年齢別に見ると，20 ～
40 代は 90% を超えているが，70代は 19%，
80 代は 7% に留まる。地域別の利用率でも，
政令指定都市と町村では 11 ポイントの差が
出来ている 2）。
　放送文化研究所とラジオセンターは共同
で，『いまネット社会で何が起きているのか ?
～①読み書きネットは常識か ? ～』を制作し，
5 月 3 日に 3 時間のラジオ特番として放送し
た。ネットの非利用者に焦点をあて，大半が
利用する時代に「使わない人」「使えない人」

“読み・書き・ネット”は常識か?
～番組議論と調査から見る利用実態と今後の展望～

 鈴木祐司
 村上圭子（ラジオセンター）

図1　番組前後でのアンケート結果
（％） （N=番組モニター 50 人）
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<ラジオ特番のゲスト>
時事通信社編集委員  湯川鶴章
社会学者  鈴木謙介

<本稿の項目>
はじめに
[1]  あなたはネットをやりたいですか ?
[2]  地域の壁は越えられるか ?
[3]  2 つの壁への挑戦 I ～旧山田村～
[4]  ネットは社会を良くするか ?
[5]  2 つの壁への挑戦 II ～西千葉～
[6]  放送の影響と可能性
おわりに

[1]あなたはネットをやりたいですか?
モニター 50人のプロフィール
　デリベラティブ・ポリングという言葉があ
る。討議つき世論調査と訳す。手順の概要は
以下の通り。
①あるテーマについて，無作為抽出したサン
プルを対象に世論調査を実施。

②サンプルとなった人々が参加する討議を実
施し，その模様を放送する。

③討議後に，同じ質問を同じサンプルに聞く。
　放送の目的は，一般の市民に討議を擬似体
験してもらうことで，自らの意見形成に役立
ててもらうとされている。今回我々は，ラ
ジオ特番を制作するに際して，このデリベラ
ティブ・ポリング的なアンケートを実施して
みようと考えた。
　番組のテーマは「読み書きネットは常識
か ?」。ネットを利用していない人々が，ネッ
トが当たり前の時代にどう対応して行けば良
いのかを考える番組である。そこで NHK ラ
ジオの聴取者の中から，現在ネットを利用し

ていない 50人に番組のモニターとなって頂
き，番組前後に実施するアンケートに答えて
もらうと同時に，番組中の討議に参加しても
らった。ネットについての様々な状況を知り，
モニター相互の意見も聞き，さらに専門家の
見解に触れてもらった後に，彼らの意見に変
化が出るかどうか，変化の有無の理由は何か
を探るためである。
　モニターは 40代から 70代までの 50人（男
17人・女 33人）。かつてネットを利用していた
が今はしていない人 9人，一度もしたことのな
い人 41人となった。ネットをしないことについ
ては，「損をしている」と感じる人が 23人，そ
う感じていない人が 27人である。

ネット利用をどう考えているか
　この 50人に番組放送前に利用意向を聞い
たところ，「利用したい」と答えた人は 21 人，

「利用したいと思わない」が 29 人となった。
40 ～ 70代の各年齢層においても，利用意向
の有無は極端に偏ることはなかった。

　インターネットを利用しないことで，実際
の生活で損をしていると感じているか否かで
は，前述の通り両者の回答はほぼ拮抗してい
た。しかし利用意向の有無とクロスすると，
傾向は明確になる。「損していると感じている」
がゆえに「利用したい」，もしくは「損してい
るとは感じていない」がゆえに「利用したいと
思わない」人が過半を占めるのである。

表1　年齢層別のネット利用意向（放送前）

40 代
（5 人）

50 代
（16 人）

60 代
（23 人）

70 代
（6 人）

「利用したい」 2 7 10 2

『利用したいと思わない』 3 9 13 4

（N=50人）
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　前者 17人の主な声は以下の通り。「ネット
は今後も成長し，利用の仕方も便利になって
行くと思う」（40代男）。「利用しないと世の
中に取り残されそうな気がする」（60代男）。

「これからの時代に欠くことはできない。一
個人の能力を高く広く超え，価値ある存在と
なる。私も広く活用し，充実した楽しい人生
を築いていきたい」（70代男）。
　後者 23人は次の通り。「利用しなくても元気
に楽しく生きていける。本も自分の目で読み，
自然と対話し，人と人とが顔を見て話すのが最
高です」（50代女）。「今さら難しいパソコンを習っ
てまで使うことはない。今の電話，ファックス，
手紙で足りているし，時を待つのも夢がある」（60
代男）。パソコン操作の難しさ，ネットのない今
の暮らしで十分などの意見が大半を占めた。さ
らに，ネットを行うための初期費用や通信費が
高いという意見も少なからずあった。

ネット利用をめぐる 4つの層
　モニター50人へのアンケートからわかる通
り，現在ネットを使っていない人々は，今後
使ってみたいと思っている層と，将来にわたっ
て利用しそうにない層に分かれる。では現在
ネットを使っている人々はどうか。また放送
前に実施した Web アンケート（詳細は P9）や，
今回のラジオ特番の取材を通じて，この人々
も 2 つの層があることがわかった。1 つは主

にネットを通信や情報収集の手段と位置づけ
ている層である。年齢的には 30 ～ 40 代以上
の人々が中心となっている。
　そしてもう1 つは，Web2.0 的な利用の仕方
にも馴染んでいる層である。Web2.0とは，05
年頃に登場した Web の環境変化とそのトレ
ンドを指す。それまでの Web では，情報提
供者と提供される側が明確に分かれ，送り手
から受け手への一方的な流れが中心だった。
これに対して Web2.0 では，情報提供，開発
やコンテンツ制作にユーザーが積極的に関わ
ることでサービスが成立している。代表的な
サービスとしては，既存の百科事典では記
述されないような内容の書き込みが行われる
Wikipedia，トラックバックで多様な意見や感
想が参照できるブログ，人と人とのつながり
をサポートするコミュニティ型の会員サービス
SNSなどがある。
　Web2.0 には，特に 30歳前後以下が馴染ん
でいる。ここから「76 世代」という言葉が登
場した。彼らは 1976 年頃に生まれ，小学校
に入学した時に「ファミコン」と出会った 3）。
テレビ受像機は，放送のためだけにあるので
はなく，コンピュータゲームを映し出すモニ
ターにもなった瞬間である。
　彼らが中学生の頃には，テレビの無線リモ
コンが普及し，テレビを視聴する際にザッピ

表 2　ネット利用の認識と意向の関係（放送前）

「損していると
感じている」

（23 人）

「損しているとは
感じていない」

（27 人）

「利用したい」 17 4

『利用したいと思わない』 6 23

（N=50人）

図 2　ネット利用についての 4層

②主に情報収集でネットを
　利用している層
　（主に 30～40 代以上）

①Web2.0 に馴染んでいる層
　（主に 20 代以下）

③今後の利用を
　希望する未利用層

④今後の利用を
　希望しない未利用層
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ングを頻繁に行うようになる。番組を専念視
聴するより“ながら視聴”したり，自分の興
味のある部分だけを“つまみ食い”するよう
に，選択的に見るようになったのである。
　そして大学に入学すると，マイクロソフト
社の Windows95 が登場する 4）。使いやすさ
と性能を向上させたオペレーティングシステ
ムで，専門用語や理科系的知識に精通してい
なくともパソコンやネットを利用しやすくし
た製品である。実際にこの頃より，ネット人
口は急増し始める 5）。
　総務省の『平成18 年版 情報通信白書』に
よれば，05年のインターネット世帯利用人口は
約 8,529万人，普及率 66.8% だった。また 06
年 3月時点でのブログ登録者は868万人，SNS
登録者は716万人とある。ここから推測すると，
図2の①層は国民全体のほぼ上位 2 割ほどに
相当すると考えられる。ロジャースの『イノベー
ター理論』6）言うところの，「イノベーター」と

「オピニオンリーダー」を合わせた層と言えそう
だ。②層は 4 ～ 5 割いると考えられる。「アー
リー・マジョリティ」と「レイト・マジョリティ」
の一部を合わせた層と言えよう。③層と④層で
3～ 4 割となる。③層が「レイト・マジョリティ」
の残り，④層は「ラガード」に相当するようだ。

年齢の壁
　『イノベーター理論』にある各層と利用者の
年齢との間には，何らかの相関関係がないの
だろうか。図 2 では，①層が 20 代以下，②
層が 30 ～ 40歳代以上となった。そしてラジ
オ特番のモニターとして募集したところ，60
代を中心に，40 ～ 70 代が 50人あつまった。
つまり③～④は中高年に多いと推定される。
この分布と符号するのが，総務省の「通信利
用動向調査」である。

　図 3 7）にある通り，ネット利用者を年代別
にみると，13 ～ 19歳・20代・30代・40代は
利用率が 90% を超えている。しかし 50代は
75%，60歳以上は 32.6% となっている（内訳
は 60代が 42%，70代 19.3%，80代 7.2%）。明
らかに年齢による壁が存在する。
　しかも01年末と05年末の実績を比較すると，
改めてネット利用と年齢の関係について，もう
1つの傾向を見て取ることができる。この 4 年
間でネットを利用するようになった人の率は，
50代が最も多く38.5%となった。続いて 40 代
が 31.6%。近年は中高年の利用が急増している
ことがわかる。Windows95や 98では依然難し
いと感じた中高年が，パソコンなど端末の低価
格化や，ブロードバンド化による通信コストの
低減が進み，さらに初期設定サービスが充実
するに及び，ネットへの抵抗も減り，多くの人
が利用し始めていたことがわかる。
　しかしそれでも 60歳以上の多くの人々に
とっては，この程度の障害が取り除かれても
十分な状況ではないようだ。「依然として難
しい」「世の中既に情報過多」「通信費を支払
うゆとりがない」などラジオ特番のモニター
にあったように，高齢者層には相変わらず課
題が残っている。年齢の壁は厳然と存在して
いると言わざるを得ない。

（％）
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図 3　年代別にみたインターネット利用率
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[2] 地域の壁は越えられるか ?
インターネットの歴史
　ネット利用に年齢の壁が生じたのは，ネッ
トの進化するスピードが極めて早かったこと
と無縁でない。ネットの時代に入り“ドッグ
イヤー”という言葉が登場した。犬の成長速
度が人間の 7 倍早いことにちなみ，ネットの
世界の移り変わりの凄まじさを表現したもの
である。歴史の概要は以下の通りである。
　インターネットの原型が作られたのは
1969年，東西冷戦の最中だった。万一戦争が
起こり核攻撃を受けても，通信網が維持でき
るようにするため，中央集権的ではない分散
型のネットワークが開発されたのである。つ
まりネットの出発点は軍事目的だった。その
後 1986 年に，ネットは学者の情報共有の道
具として，学術研究の通信インフラへと展開
した。しかしその時点でも，利用は一部の人々
に限定されていた。
　現在の通信方法の基礎が固まるのは 1991
年になってから。日本では 92 年に IP アド
レスやドメイン名などの割り当てが始まり，
ISP 8）が設立されるようになる。こうして初
めて，一般の人々による利用が始まった。そ
して前述の通り，95年に Windows95 が登場
すると，ネット人口は急増を始めた。
　ラジオ特番のゲスト時事通信の湯川氏は，
取材拠点だったシリコンバレーの当時の様
子を次のように振り返る。「90年代半ばには，
既にネットはかなり普及していました。街を
行くバスに wwwとか .com などのアドレスが
書いてある宣伝も増えていました。買い物も
どんどんネットでするようになっており，生
活に溶け込んでいたと言えます」

　同じくラジオ特番のゲストで76 世代でもあ
る社会学者の鈴木氏は，大学生としてこの時
期を迎えていた。「勉強など真面目な用途ばっ
かりに使うのでなく，どっちかと言うと友達
とのコミュニケーションを手探りで学んでい
ました。その頃，ネットで人と出会うという
体験もするようになっています」
　99年にNTTドコモは，「i モード」サービス
を開始した。携帯電話でもネット接続ができる
ようになったのである。その後同社は約1年で
600万人の会員を集め，日本最大の ISPとなる。
　さらに 21 世紀になると，ネットはブロー
ドバンドの時代を迎える。ケーブルテレビ・
インターネットや ADSL による定額制の高
速ネット・サービスが普及し始める。そし
て 03 年頃からは FTTH 9）も加わる。結局ブ
ロードバンドは 5 年で世帯普及率 5割を超え
た。さらに携帯ネットも急普及した。ネット
接続が可能な携帯端末を持つ人は 05年末で
約 7,000万人。全国民の約 6 割に相当する。
　また 05 年頃から前述の通り，Web 2.0 的サー
ビスが次々に登場する。ブログ，SNS，動画
共有サイト，仮想現実のシミュレーションネッ
トワークなど，ユーザーが参加してサービスが
形成される新サービスが，短時間に賑うように
なっているのである。
　このように，ネット社会の進化スピードはど
んどん早まっている。しかも新サービス群は，
次々に新たなカタカナ語やアブリビエーション
を生み出しており，中高年がネット社会の変化
について行くのを困難にしている。年齢の壁
が容易に消えないゆえんである。

地域の壁
　年齢の壁と共に，もう 1 つ地域の壁が存在
している。ネット利用率が大都市ほど高く，
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地方に行くに従い下がり，過疎地域ではブ
ロードバンドのインフラ整備さえ不十分な所
が残されているのである。
　図4は地域別にみたネットの利用率である。
01 年末時点では，大都市エリアでこそネット
利用率は 5 割を超えていたが，「その他の市」

「町・村」になるに従って利用率は 9 ポイント
ずつ下がり，過疎地域では 3 分の 1 ほどに留
まっていた。
　05 年末までの 4 年間で，各地域とも利用率
を大きく伸ばしている。しかし「町・村」で
は依然 7 割に達していない。特に過疎地域で
は，ブロードバンド・ゼロ地域がまだ 247 万
世帯も残されている 10）。総務省は 2010年まで
に「ブロードバンド・ゼロ地域をゼロ」にす
ることを目標にしている。今しばらく，地域
の壁は解消しないことがわかる。

[3] 2つの壁への挑戦Ⅰ～旧山田村～
　ネット利用について，「年齢」と「地域」の
2 つの壁に挑んだ自治体があった。現在は富山
県富山市と合併した旧山田村である。地域の
40% が急峻な山地という人口約 2,000人の過疎
地域での挑戦だった。
　1996 年の夏，この村に突然パソコンがやっ

て来た。旧国土庁の地域交流拠点施設モデル
事業となり，村中の家庭に無料でパソコンを
貸与する電脳化計画が立てられたのである。
配られたのは1 台 35万円のテレビ電話付きパ
ソコンセット。総額 3 億 4,000万円あまりの税
金が投入されたという，村始まって以来の大
プロジェクトだった。
　パソコンは希望した約9割の世帯に設置され
た。山田村は突然パソコン普及率日本一となり，
電脳の村にはマスコミの取材や自治体の視察
が全国から殺到するようになった。99 年には，
故小渕首相がこの電脳村を訪ねた。村ではイ
ンターネット放送局の実験が行われたり，「電
脳山田村塾」が開設され，住民のネット熱も大
いに盛り上がっていたという。200人近い村民
に出迎えられた首相は，当時 82 歳の田中信恒
さんの家を訪ね，ネットを使ってどう村づくり
をしているのか，その実態を視察した（写真）。
　「インターネットって何するもんか，焼いて
食べるものか煮て食べるものか，ようわからん
かった（笑）。でも努力してやれるようになっ
てみると，付き合いもいろいろできたし，世間
が広くなったね。今は良かったと思っていま
す」。今年で 90歳になる田中さんは，今もメー
リングリストを作り，毎日メールのやり取りを
している。自分で撮ったデジカメの写真も添
付して送るようになっていた。

図 4　地域別にみたインターネット利用率
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　しかし田中さんのケースは例外的だった。
多くの高齢者はパソコンを配布されたもの
の，結局使えるようにならなかったのであ
る。03 年の利用実態調査によると，パソコ
ンを配布して 6 年経過した時点での利用率は
46%11）。当初 9 割の家庭に配布したので，約
4 割が 6 年の間に脱落した計算になる。
　「いい時代になったとは思いました。子ども
たちも喜んで使っていました。でもお母さんた
ちは，誰も自分では使わん言う人ばっかり。私
たちのような年配の人には，難しかったと思い
ます」（70代女）。「朝早く出て行って，晩遅く帰っ
て来て酒呑んで寝るだけ。そんな山の中の生
活だから，さほど必要なかった。やってたのは
20 ～ 30代の若者だったねえ。生活に忙殺され
ているようでは，パソコンどころじゃなかった」

（70代男）。
　全体で 3 億4,000万円あまりの税金が投入さ
れた結果，ほぼ 5 割の人がネットを使えるよ
うになり4 割が挫折した。利用1 世帯あたり
約 70万円かかった計算になる。この金額は果
たして高かったのか安かったのか，当時村長
だった山崎吉一氏は次のように総括している。
　「当時“読み書きネットの時代”になると思っ
ていました。そんな時にできないと寂しい思い
をするので，体験しておくことに意味があると
考えていました。また都会はほっといても普及
するでしょうが，中山間地は市場原理に委ねた
ままでは難しい。しかし情報化は進めないと時
代に取り残される。そこでこの事業に踏み切り
ました」「結局半分ほどができなかったことに
ついては，高齢化など理由があったと思います。
ただ何もしないで放置すると，地域の格差が消
えない。活性化が図れないので，何としても村
おこしを進めたいという思いで始めたことで，

結果についてはやむを得なかったという感じで
す」「多額の税金を投入したことに対してはマ
スコミの中でも批判もありました。しかし住民
自らが参加して盛り上げてくれたこと，そして
全国的に注目され，大勢が視察に来られ村の
住民の意識が変わったという点では，結果的に
政策には効果があったと思っています」
　旧山田村の挑戦は，60 ～ 70代の利用率で
は全国平均並に留まったが，40 ～ 50代への
浸透という意味では効果があったと言える。
つまり「年齢の壁」は必ずしも突破できなかっ
たが，「地域の壁」はある程度克服したので
ある。この点について，ラジオ特番の 2 人の
ゲストの評価は 2 つに分かれた。
　「過疎地域でも半分以上が使えるように
なったことは評価した方が良いと思います。
テレビだって最初入ってきた時は，隣の家で
見せてもらって良さを理解し使うようになっ
ているわけで，利用のきっかけを提供したこ
とには意味があったと思います」（鈴木謙介
氏）。「脱落者が 4 割は思った以上に少ないと
思いますが，まだインターネットの使い方に
賛否両論があった 90年代半ばに，あれだけ
多額のお金をかけるべきだったのかどうかは
ちょっと疑問です」（湯川鶴章氏）。
　2 つの壁に挑戦した旧山田村の挑戦は，ネッ
ト利用の側面では 5 割の利用と4 割の脱落と
なった。村おこしという側面では，高齢化や過
疎化に歯止めをかける顕著な効果があったと
は言えない。厳しい状況下で，村は 05年に富
山市と合併もしている。しかし山崎前村長が
言う通り，村人の意識に何らかの波紋を投げ
かけたのは間違いない。そのコストは3億4,000
万円。ネットが村を良くしたのか否か，その答
えは今も見つかっていない。
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[4] ネットは社会を良くするか ?
ネット社会の負の側面
　ラジオ特番では，ネットを利用しない人
50人にモニターになってもらい，事前にアン
ケートを実施した。その質問の 1 つが，「ネッ
トは社会を良くするか」である。50人の回
答は，「良くする」が 22人と半分弱。一方「悪
くする」は 28人と過半となった。
　「良くする」の主な理由は以下の通り。「情
報や知識がお互いを切磋琢磨させ，生活も人
間も向上する」（60代男），「使い方次第で良く
する。居ながらにして世界の出来事がわかる。
しかも早くて便利」（50代男），「利用者が冷静
に判断して活用すれば，ネットのメリットはか
なり大きい」（40代男）など。
　「悪くする」では，「実際に多くの犯罪のきっ
かけになっている」（60代女），「匿名性は危険」

（60代男），「ネットを使う人間の側に問題が
ある」（50代男），「人と人との直接対話を減
らし，結果として社会に悪影響を及ぼす」（50
代女），「便利さは退歩にもつながり，創造性
を阻害する」（60代男）などだった。
　番組ではネット利用者 1,000人への Webア
ンケートも事前に実施した。その結果は，ブ
ログ利用者が 302人，SNS243人，掲示板参加
者 163人と，ネット利用者の中では Web2.0的
サービスへの参加が少なくないことが窺われ
た。一方 223人がこうしたサービスの中で嫌な
思いをしているという実態も浮かび上がった。
　ラジオ特番の掲示板にもネットの負の側面
について，放送中に次のような書き込みが寄
せられた。「学校掲示板に私の友人が実名で悪
口を書かれました。匿名なので誰が書いたか
わかりませんが，書き込んだのが自分の周りに

いる人間と考えると，次は自分が実名でさらし
挙げられるのではととても心配です」
　ネット社会を論じている 2 人のゲストも，
こうした経験を持つという。「2 年ほど前から
ブログで発信していますが，嫌なのはやはり
罵詈雑言です。私のブログも 2 度ほど炎上し
ました。新聞記者とかマスコミに対する批判
がネット上では結構強く，お前も“マスゴミ”
の一員だとか書かれました。大人の私も泣き
たくなるくらいきついですね」（湯川氏）。
　「匿名で一番怖いのは，顔の見えない人が何
をして来るかわからないことよりも，顔の見え
る人の顔の見えない悪意です。知人による匿
名の誹謗中傷ゆえに最も傷つきます。そこで
僕は性格的に気にするので，そうしたものを見
ないようにしています。ブログも以前は持って
いましたが止めてしまい，今はネット上で情報
発信はしていません」（鈴木氏）。

負の側面への対応
　ネットの負の側面への規制については，ネッ
トを利用している人と利用していない人で，受
け止め方が大きく異なるようだ。ラジオ特番の
モニター50人に行ったアンケートでは，「厳し
い規制を設けるべき」が 6 割，「規制は最低限
に留めるべき」3 割となった。
　「ネット上の詐欺行為は，子供・女性・高
齢者など弱者が対象となっている。しかも被
害は致命的な場合も少なくない」（60代男），「あ
まりにも愚かなことが次々起こっている。ま
だ理性が確立していない子供を守る為には厳
しくせざるを得ない」（60代女），「プロバイダー
の方でチェックして，怪しいものは遮断すべ
き。匿名でのアクセスも禁止する必要あり」（60
代男）などが厳しい規制の理由として挙げら
れた。
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　一方ネット利用者 1,000人への Web アン
ケートでは，「厳しい規制を設けるべき」は
1 割しかいなかった。「規制は最低限に留め
るべき」を入れても 4 割と，規制設置は少数
派となった。利用者の中では，「表現の自由」

「知る権利」「自己責任」「ネットの中立性」
などの考え方が多数派のようだ。
　実はこうした規制については，ネットの創
世記から深く関わってきた学識経験者の中で
も，新たな対応をすべきという意見が出始め
ている。それほど負の側面が深刻になってし
まっているという認識が前提にある。多摩大
学情報社会学研究所の公文俊平所長は，ネッ
トワークの総取替えを主張している。
　「もともと何億，何十億人が日常的に使うネッ
トワークになることは想定していなかった。し
かもリアルタイムで大量の情報を送るようには
作られていない。それから学者の情報インフ
ラだったわけで，悪人が入ってくることも考え
ていなかった。ところが今は，ビジネスにも
犯罪にも使われるようになる，最初に想定し
ていなかった方向に広がってきている，質的
にも量的にも変わりましたから，初めのいわ
ばささやかなシステムでは対応できないと思
います」
　もう1 人，東京電機大学の安田浩教授は，
安心・安全インターネット協議会会長として，
子どもから高齢者まで安心して利用できる
ネットのあり方を検討している。「ネットワー
クが不完全なのは，提供されている情報が匿
名なのか，出典がきちんとしているのか区別さ
れていないからです。その意味でネットワーク
を本人認証された世界と匿名の世界に分別し
ないといけません。誰が何を話したか全てわ
かる状況下では，人は責任を持って発言をす

る。そこでは受ける方も安心です。一方，匿
名で自分の意見を言いたい場合，どうぞ，匿
名にして下さい。ただし匿名が前提ですから，
誰も聞いてくれないかも知れませんよ，でも
言ったらどうですか。そういうネットワーク
も必要ではないでしょうか。ですから，2 つ
のネットワークに分けて作るべきだというふ
うに思っています」

ネットが人生を豊かにする
　ネットの負の側面への対応については，ラ
ジオ特番のゲスト2 人は「効果は限定的」と
言う。ネットワークをもう一度初めから構築し
直す案については，議論に意味を認めるもの
の，現実的に実現可能かが危ぶまれる。そし
てネットワークを安全なものと，自由度は高い
が危ないものの 2 つに分ける考え方について
は，人間の行動パターンを前提にすると容易
に回答は見つからないという。 
　「選択性にして分けるアイディア自体は良い
と思いますが，人間の悪意を甘く見ない方が
良いと思う。やっぱり人って匿名で悪口を言っ
てしまうものということを前提に，匿名で危な
いから誰も使わないかというと，むしろそっち
の方を使う人が増えるかもしれないと考えた
方がいいと思う」（鈴木氏）。
　「携帯電話も本人認証できますが，やっぱ
り荒れたり誹謗中傷の問題も起こっています。
回答なのかどうかはわからないです。公文さ
んの方法とか，安田さんの方法とか，うまくい
くのが見つかるまで試行錯誤していけば良い
と思います」（湯川氏）。
　2 人の結論は，「負への対応は直ぐに完璧な
回答は出ない」となる。同時に 2 人は，ネッ
トが人生を豊かにする部分も自覚的であるべ
きと主張する。「ネットがあったために出来
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た人間関係がある。リアルのつながりじゃな
いから薄いと思う人もいるかもしれませんが，
ネットがなかったら出来なかったつながりも
やはり価値があると思いたい」（鈴木氏）。今
までの地縁，血縁，会社縁など，既存の関係
だけに縛られない，新しい関係性をネットが
作り出し，そこと上手く向き合うことで豊か
になる人生もあるという意見である。
　一方マスコミで働く湯川氏の場合，仕事で
の発信以外の発信に大きな意味を見出して
いる。「新聞記者として情報発信できますが，
発信の対象は大衆です。最大公約数的情報の
発信ですので，皆にわかり関心を持つよう発
信しないといけない。一方，より狭い領域で自
分が面白いと思うことは，マスコミでは書きに
くい。でもネットなら，僕の文章を面白いと思っ
て下さる人にだけ発信すれば良い。こうして
自分の拘る領域だけを書けるブログにはまっ
たのだと思います」。つまりマスメディアとネッ
トでは発信の特性が異なり，そこが魅力だっ
たという。
　番組の掲示板には，放送中に「ネットが人
生を豊かにしている」実例が寄せられた。「現
在 76 歳ですが，72歳の時に川柳の会で若い
人に混じってパソコンを始めました。川柳の
会にメールで投句したり，好きなものを取り
寄せたりしています」「もうじき 76 歳のおば
あちゃんですが，70代万歳というブログを書
いて，いろいろな年齢の方々と交流を楽しん
でいます。パソコンは認知症の防止と楽しみ
のもととして，年寄りには最高のおもちゃで
す」。ネットを活用して，自分にあった表現を
楽しんでいる人や，世代を超えた人間関係を
結んでいる人は少なからずいるようである。

[5] 2 つの壁への挑戦Ⅱ～西千葉～
　ネットを活用して世代を越えた人間関係構
築を図り，地域の活性化に挑んだ団体がある。
千葉県西千葉地区の地域 SNS「あみっぴぃ」
である。05年から取り組みは始まり，今では
1,700人が参加するところまで成長している。
　地域 SNS の基盤となっているのは NPO 法
人。千葉大生が地域の人々にパソコンを教える
形で始まったが，本当の目的はパソコンを教え
るという行為を通して世代間の交流を図ること
という。「わざわざ会話しましょうと言う人は少
ないですが，パソコン指導がきっかけで，プラ
イベートの話を休憩時間にしたり，自然に世代
を越えた交流ができるのではないかなと思って
います」。NPO法人 TRYWARPの虎岩雅明代
表理事は，活動のねらいをこう説明する。
　「リアルだけの場だと，その場が終わるとあり
がとうねと言って終わってしまう。しかし地域
SNSなら，会っていない時に若者が書いてい
る日記を地元の人が見て，こういうレシピで料
理を作ったら良いよとか，ちょっと発展した関
係につながるので，次に会った時により豊かな
コミュニケーションになるというのが実感です」

「全国展開しているSNSだと若者中心という印
象をシニアの方が持たれる。地域 SNSなら若
者中心でなく地域に住んでいる人中心ですよ
とアピールできる。最初の敷居が低い分，中
高年の方が入りやすくなっている」「地域のイ
ベントでは自分の仕事やプライベートを優先し
がちだが，そのイベント情報が後で地域 SNS
に掲載されると，楽しかったよねという話題が
出ます。すると行っておけば良かったという感
想を持たれる方が多く出て，次は行ってみよう
となります。ネットが盛り上がるだけでなく，
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ネットでリアルの部分が盛り上がるという意味
で，地域社会の活性化に効果があると考えて
います」
　西千葉は都市部であるため，地域の壁に挑
戦したとは言えないかもしれない。しかし
1,700名の地域 SNS 参加者の中に，地元の中
高年がたくさん参加している実態をみると，
年齢の壁を越えつつあると言えよう。「車社
会によく例えますが，ネットがなくても生活
できる。しかしあると広がる世界が確実にあ
る。これを西千葉の人々も理解し始めている
と思います」。ネットと地域を上手に向き合
せた虎岩氏の印象に残る言葉だった。

[6] 放送の影響と可能性
　ラジオ特番「読み書きネットは常識か ?」は，
以上のような議論を展開しつつ3時間続いた。
そして番組の最後に，モニター 50人に再び

「ネットは社会を良くすると思うか」「あなた
は今後ネットを利用したいか」の2つを質問
した。結果は図 1 の通り，前者は8ポイント
増え，後者は 4 ポイント減少した。
　ちなみに前者後者とも，意見を変えた人が
10人ずつ，変えなかった人は 40人ずつとなっ
た。前者について「意見が変わらなかった」
人からは，「基本は想像していた通りだった」

「ネットの具体的な機能と他の人の考え方を聞
き，想像していた事柄ははっきり自覚できた」
などの声が寄せられた。後者についても，「ネッ
ト社会の意義は理解できたが，個人的に実行
に移すまでの思いには至らなかった」「改めて
やりたいという思いが強くなった」など，放送
前の思いを強くしたとする声が多かった。い
わばネットについて断片的な情報で漠然とイ

メージしていたものが，今回の番組を通じて
事実関係が再確認され，不確かな意見が確信
的なものへと変化したと言えよう。
　意見を変えた人の内訳は，前者の「ノー」
から「イエス」が 7 人，「イエス」から「ノー」
3 人だった。後者では，「ノー」から「イエス」
4 人，「イエス」から「ノー」6 人だった。
　「ネットは社会を良くする」と思うように
なった人は，「家にいながら売買ができ，他人
の意見なども直ぐに聞け，外国との連絡もス
ピーディで，とても便利と思ったから」「うま
く規制しながらやれば，やはり便利」など，利
便性についての詳細を知っての意見変更が多
かった。逆に「良くする」とは思わなくなった
1 人は，「ネット非利用者にも分かるように番
組を作ったというが，やはりわからなかった」
という理由だった。
　「ネットを利用したい」と思うようになった
のは，「今まで知ろうとせず漠然と生きてきま
したが，これだけ宝の山を教えられると，利
用しないままでは後悔する」などの考えから
だった。逆に利用したいと思わなくなった 6
人については，「主婦という立場からみると，
あまり必要性がないことが理解できた」など，
自分の生活に照らしてネットの意味を自分な
りに位置づけた結果の判断が多かった。
　番組内容への理解は，送り手の意図を超え
て受け手が注目する部分を増幅して理解する
ため，想定外の受け止め方が頻出すると言わ
れる。今回の番組は，ネット非利用者にネッ
トの良さを理解してもらい，ネット利用を促す
ことを意図して制作したものではない。その意
味では，2 つの質問への回答が多様だったこと
は，リスナーの多様な考えを引き出した興味深
い結果だった。
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　また番組後に行ったアンケートから，2 回
目の回答はモニター 50人の熟慮の結果で，よ
り確信を持ったものであることがわかった。
放送が人々の考えに一定の影響を与え，その
結果が「事情を知った上での判断」へと 1 段
上がる可能性があることが，今回のデリベラ
ティブ・ポリング的調査で確認できた。

おわりに
　近年注目を集める IT 関連の報道は，先端
的な現象を素材にすることで，図 2 の①～②
層を視聴対象とすることが多い。しかし今回
の番組は，ネット非利用層を対象としたこと
で，普段容易に出会うことのないネット先端
ユーザー（①②層）と非利用者（③④層）と
の間で相互理解を深めることができた。
　また放送と調査を組み合わせることで，番
組で取り上げる個別事象の背景にある時代状
況を表現し，結果として個別事象をより正確
に位置づけられることもわかった。「難しい
言葉もあったが，全体像がよく理解できた」
という視聴者の声が，その証左といえよう。
　今回のモニターは 50人と調査と呼ぶには
あまりに規模が小さかったが，番組前後の意
識を聞くことで，放送番組のもたらす影響や
効果の一部を認識することができた。ネット
の世界では，利用者は好きな情報のみを選択
的に取りに行くと一般に言われる。一方，テ
レビ・ラジオなどの放送メディアは，視聴者
が多様な情報と偶然出会うことに意味がある
という。ネットは今後一層普及し存在感を強
め，放送メディアへの国民の接触量は相対的
に低下するだろう。しかし，放送メディアが
やるべきことはまだまだ多く残されていると

確信したことを最後に強調しておきたい。
　「少々難しい内容で，正直疲れました。し
かし 3 時間は長いと思ってましたが，実際に
はもう終わり ? って感じです」（60代女）。

（すずき ゆうじ /むらかみ けいこ）

注：
1）中野佐知子・渡辺洋子「急増するインターネッ

ト利用の実態～ IT 時代の生活時間調査・2006
から～」NHK 放送文化研究所『放送研究と調査』
2007 年 4 月号

2）総務省「通信利用動向調査」。詳細は『平成 18
年版 情報通信白書』に掲載。

3）ファミリーコンピュータは 1983 年に任天堂か
ら発売された家庭用ゲーム機。

4）1995 年に Windows3.1 の後継として登場。
5）総務省『平成 11 年版 通信白書』によれば，

1993 年に商業利用が始まり，96 年にはネット
人口が 1,155 万人に到達，98 年までに世帯普及
率が 10% を突破している。

6）エベレット・M・ロジャースが 1962 年に提唱し
た理論。消費者への商品普及について，早い順
に「イノベーター」（革新的採用者 2.5%），「オピ
ニオンリーダー」（初期少数採用者 13.5%），「アー
リー・マジョリティ」（初期多数採用者 34%），「レ
イト・マジョリティ」（後期多数採用者 34%），「ラ
ガード」（伝統主義者 16%）に分類した。

7）総務省『平成 14 年版 情報通信白書』と『平成
18 年版 情報通信白書』から図 3 は作成。

8）Internet Service Provider の略。
9）Fiber To The Home の略，光ファイバーによ

る家庭向けデータ通信サービスのこと。
10）総務省は 6 月，07 年 3 月時点での「ブロード

バンド整備状況」を発表。ブロードバンド・ゼ
ロ地域が25町村，247万世帯残っているとした。

11）旧高岡短期大学・現富山大学の小松裕子助教授
の調査による。


