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Ⅰ. はじめに

　本稿の目的は，個人間のコミュニケーション
を概観することである。この目的に向けて，ま
ずⅡで個人間コミュニケーションに関する分類
枠組みを導入し，これに沿ってⅢで全般を概観
する。次いでⅣでは，人は見知らぬ他者とどの
程度コミュニケーションを行うのかという問題
意識に立って，近年しばしば話題になる「イン
タレストグラフ」をめぐる新旧の話題について
追加的に議論を行いたい。
　なおそれぞれの箇所では，引用する先行研究

に対応して個人間コミュニケーション，パーソ
ナル・コミュニケーション，クチコミなどの用
語を用いることがあるが，これらは本稿では基
本的に同じ現象を指す。

Ⅱ. コミュニケーションの分類枠組み

1．分類枠組みを構成する2つの軸
（1）オンライン／オフライン
　本章では，2軸から成る個人間コミュニケー
ションの分類枠組みを導入する。その第1の軸
は，「オンライン／オフライン」である。1990
年代半ばから人々はインターネットを用いてコ
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ミュニケーションや情報探索を行うようになっ
たが（Klein and Ford, 2003），こうしたオンラ
イン上の個人間コミュニケーションは従来のオ
フラインのそれとは異なる特性を有していたた
め，多くの研究がオンライン上のコミュニケー
ションに焦点を当てるようになった（Kozinets, 
2002）。例えばブラウンは，パーソナル・コミュ
ニケーションの研究は「1940年から1980年代
にかけての研究と比較して，1990年代から（中
略）まったく別の段階に入った」（Brown et al., 
2002, p. 246.）と述べ，その理由の1つとしてイ
ンターネットの登場をあげている。このような
背景を踏まえて，本稿では個人間コミュニケー
ションの分類軸の1つとしてオンライン／オフ
ラインを導入する。

（2）ソーシャルグラフ／インタレストグラフ
　次に第2の分類軸として，「ソーシャルグラ
フ／インタレストグラフ」を採用したい。その
背景を以下に述べる。

（a）ソーシャルグラフ
　初期のパーソナル・コミュニケーション研究
では，主に家族，友達，仕事仲間などの小集団
における情報伝達の過程を調査していた。こう
した研究からは，「対人関係が（中略），伝達内
容の通路となる」（Katz and Lazarsfeld, 1955, 
p. 34），「2人の人間の間の友情は，コミュニケー
ションの生きた通路の存在を意味する」（Festinger 
et al., 1950, p. 127）など，基本的に構成員間の社
会的関係がコミュニケーションにおいて重要な
役割を果たすという知見が一致して得られてい
る。またインターネットが普及する直前の時期
にそれまでの研究を総括したブラウンとレイン

ゲンも，クチコミ行動は消費者間の社会的関係
によって生起し規定されると述べている（Brown 
and Reingen, 1987）。
　このようにインターネット以前の個人間のコ
ミュニケーションにおいては，明示的にまたは
暗黙的に，当事者間の社会的関係が想定されて
いたと考えることができる。加えて今日のオン
ライン上の個人間コミュニケーションにおいて
も，その大部分はこうした当事者間の社会的関
係に基づくコミュニケーションが占めている。
　なお，このような当事者間の社会的関係を近
年は「ソーシャルグラフ」と呼ぶ場合がある。
ソーシャルグラフとは，もともとはネットワー
ク分析において個人間，または個人と組織の間
の社会的関係を表したダイアグラムの呼称とし
て用いられていたが，Facebookが同社のビジ
ネスの基盤としてこの用語を用いたことなどが
契機となり，近年は広く個人間または個人と組
織の間の社会的関係自体を意味する概念として
用いられている（Rouse, 2010）。そこで本稿で
は分類枠組みの第2軸の片側にこれを充てるこ
ととしたい。

（b）インタレストグラフ
　オンライン上のコミュニケーションにおいて
は，消費者の情報入手先は知り合いすなわちソー
シャルグラフで結ばれた相手ではなく（Hoffman 
and Novak, 1996; Lim and Van Der Heide, 
2015），興味・関心が似た他者である（Bickart 
and Schindler, 2001; Reagans, 2011）ことがた
びたび指摘される。昨今はこのような興味・関
心が近い二者間を結びつける関係をしばしば

「インタレストグラフ」（Rashad, 2012）と呼ぶ。
そこで本稿では，第2軸のもう1つの極にイン
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タレストグラフを充てたい。
　なお「インタレストグラフ」とは，本来は個々
の消費者と当該消費者が選好する対象，あるい
はそうした対象同士を結ぶグラフを意味してい
たが，米国ではTwitterがこの用語を使い始め
た2007年前後から急速に知られるようになっ
た概念である1）。その際相互に「友達」として
承認し合う仕組みをとるFacebookとは異なり，
Twitterでは利用者が興味のある発信者を一方
的にフォローすることができ，これをインタレ
ストグラフと呼んだことから（Pollitt, 2014），
今日ではインタレストグラフは興味・関心，態
度，信念，嗜好などが近い消費者同士の一方向
または双方向の結びつきを意味する（Bagozzi, 
2000）ようになっている。

2. コミュニケーションの場またはプラット
フォームとコミュニケーションの態様

　以上の2軸から構成されるマトリクスに，個
人間のコミュニケーションが行われる場または
プラットフォームを位置づけ，合わせて各領域
におけるコミュニケーションの態様を表現した
ものが図1である2）。次章では，同図の各領域
における個人間コミュニケーションの特性を概
観する。

Ⅲ. 各領域におけるコミュニケーションの概要

（1） 領域Ⅰ：オフライン×ソーシャルグラフの
コミュニケーション

　知り合い同士が主に同一空間において対面で
行うコミュニケーションであり，先述のように

図 —— 1　個人間コミュニケーションの分類枠組み
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インターネットが一般に普及した1990年代よ
り以前に主たる研究対象であった領域である。
その中核を構成するのは，米国大統領選挙の投
票行動を調査したLazarsfeld et al.（1944）など
を事実上の起点とするパーソナル・コミュニ
ケーション研究であり，以来膨大な研究が蓄積
されている。
　近年「トークトラック」という消費者間のオ
ンラインとオフラインの会話を同時に測定する
仕組みが注目されているが，そこからはブラン
ドや製品などに関連する消費者間の会話の約
90％はオフラインで行われているという結果が
得られている（Keller and Fay, 2012）。オンラ
イン上の会話プラットフォームであるSNSが隆
盛を極める今日においても，消費者間の会話の
大部分は実際には領域Ⅰで行われている可能性
がある。

（2） 領域Ⅱ：オフライン×インタレストグラフ
のコミュニケーション

（a）概観
　面識はないが，興味・関心を同じくする当事
者同士が，主に同一空間において対面で行うコ
ミュニケーションである。インターネット以前
の時代には，人々がこのようなインタレストグ
ラフで結ばれる可能性のある他者を見いだす機
会は，たまたま周囲にそのような人がいるかど
うかに左右された。例えば1984年に行われた
調査では，複雑性が高い製品について「最も相
談したい相手」として91％の回答者が「詳し
い友人や親戚・知人」を選んでおり，当時は同
じ興味・関心を有する相談相手をソーシャルグ
ラフで結ばれた知り合いの中から探す方法しか
なかったことがわかる。またこれらの回答者の

かなりの割合が，「実際にはそうした詳しい友
人や親戚・知人を知らないか，知っていても連
絡をとる方法がない」と答えている（Price 
and Feick, 1984）。このような状況を反映して，
この領域を対象とするコミュニケーション研究
はそもそも少ない。

（b） うわさ，流言，ニュースの伝達とインタレ
ストグラフ

　そのような中，うわさや流言に関する研究に
おいて，領域Ⅱに分類できるものがある。なぜ
ならこれらは，しばしば見知らぬ人々の間で伝
わることがあるとされているからである。
　うわさとは人々の間に広まる不確かな情報で
ある。古くからその記録は戦争と密接に関連づ
けられてきたが，それは戦争が人々の生活や国の
命運を左右する重大事であり，うわさとして広
まるだけの話題性があったからである（Neubauer, 
1998）。流言は，緊急時などに環境に適応するた
めの必要な情報が公式なニュース・チャネルで
十分に供給されないときに形成されるニュース
の代替物であり（Shibutani, 1966），特に災害時の
記録が多い。実際に劇的な大事件の際には，マ
スメディアを上回るスピードでクチコミによっ
てニュースが広まったことが観測されており

（Deutschmann and Danielson, 1960; Greenberg, 
1964），さらにその事件の重要性が高いほど，
ニュースの普及過程におけるクチコミの比率が
高まること（Hill and Bonjean, 1964; DeFleur, 
1987）なども明らかにされてきた。
　このような状況下のクチコミは，しばしば互
いに面識のない人々の間でも伝わることがある
と一般に言われてきた（木下，1977）。その理
由は，ニュース価値のある情報であるほど，「こ
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れを他の人に伝えたい」と人々が思うからであ
る（川上，1997）。そしてその背後には，ほと
んどの人々がその事件に関する強い関心を共有
しているという状況があると思われる。これは
言い換えれば，事件に関する一時的なインタレ
ストグラフで人々が結ばれた状態と理解するこ
とができる。したがって本稿では，こうした大
事件の際の面識のない人々の間の情報伝達を，
領域Ⅱの個人間コミュニケーションとして位置
づけたい。

（3） 領域Ⅲ：オンライン×ソーシャルグラフの
コミュニケーション

（a）ソーシャルメディア
　消費者が自ら生成したさまざまなコンテンツ
を，オンライン上で共有する機能を提供するサー
ビスをソーシャルメディアと総称する（Drury, 
2008）。電子メールなどを除けば，現在のオンラ
インの個人間コミュニケーションのほとんどは
ソーシャルメディア上で行われている（Kaplan 
and Haenlein, 2010）。なおソーシャルメディア
における消費者同士の結びつき方には，ソーシャ
ルグラフによる結びつきとインタレストグラフ
による結びつきとがあり，前者によるソーシャ
ルメディアは一般にSNSと呼ばれる（Heinonen, 
2011）。

（b） ソーシャルグラフを介したコミュニケー
ション

　オンラインにおいてもオフラインと同様に，
ソーシャルグラフで結びつけられた個人間には
コミュニケーションの通路が存在する。ただし
前章で見たオフラインの社会的関係が果たすコ
ミュニケーションの通路としての役割が，やや

比喩的な表現であったのに対して，オンライン
上の通路は実体を伴う。例えばFacebookにお
けるソーシャルグラフとは，具体的には利用者
同士が「友達」として相互に承認することであ
るが（Lim and Van Der Heide, 2015），これに
より発信者が投稿した情報が受信者のニュース
フィード上に表示されるという機能として実装
される。
　このようなプッシュ型コミュニケーションを
受信者側から見れば，自ら選んだわけでもない
雑多な情報が向こうから勝手にやって来ること
を意味しており，受信者がフォローする（ソー
シャルグラフで結びついた）相手が多いほど，
それら多数の発信者から発信された大量の情報
が絶えずSNSを経由して受信者に届き続けるこ
とになる。このため領域Ⅲのコミュニケーショ
ンでは，受信者は一般に受動的であり，また受
信した情報に関して低関与である（Syrett, 
2013）。

（4） 領域Ⅳ：オンライン×インタレストグラフ
のコミュニケーション

　ソーシャルメディアのうち，利用者同士が興
味のあるトピックごとに意見や情報を蓄積し，
共有し，議論する場を提供するものには，掲示
板やクチコミサイト，オンラインのブランド・
コミュニティなどが含まれる（Heinonen, 2011）。
この領域では，興味・関心分野ごとにプラット
フォームが棲み分けされ乱立する傾向があり，
個々のプラットフォームの利用者は特定の対象
等に関する興味・関心を共有しているため，こ
れらの人々は相互にインタレストグラフによっ
て結びついた状態であると考えることができる。
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（a）インタレストグラフとコミュニケーション
　ただしこのような一般的に言われる「人々が
インタレストグラフによって結びつく」状態と
は，実際にはそれらの人々が相互に，あるいは
一方向的に他の参加者に対して，関心や選好に
関する心理的類似性を認知している状況を比喩
的に表現したものに過ぎない。つまりインタレ
ストグラフとは，SNSにおけるソーシャルグラ
フのように具体的なコミュニケーションの通路
の存在を意味するわけではないから，インタレ
ストグラフによって結びつけられた個人間で
は，発信者によって発信された情報が直接受信
者に届くことはない。図1の領域Ⅳに示すよう
に，情報はいったんどこかのプラットフォーム
に蓄積され（Chan and Li, 2008; de Valck et 
al., 2009），受信者は必要なときに自らこれを検
索し閲覧する形をとるのである。その際に，発
信者が投稿した内容と受信者が入力した検索
キーワードが同じ興味・関心の対象に関連して
いるということが，両者がインタレストグラフ
によって結びつけられているという事態の実態
である。
　またこの領域では受信者は能動的情報検索者
であるため，得られた情報に対しても高関与で
ある（Kuhlthau, 1991）。このような実態を反
映して，この領域ではインターネットを巨大な
データベースとみなし，受信者をこうしたデー
タベースの情報検索者と位置づけた上で，その
振る舞いに焦点を当てる数多くの研究も行われ
てきた（Rasmussen, 2003）3）。
　1990年代にオンライン上の個人間コミュニ
ケーションの研究が開始されてから，SNSが急
速に利用者数を拡大させ始めた2007年前後ま
では，オンライン上の個人間コミュニケーショ

ンやクチコミに関する研究のほとんどは，従来
のコミュニケーションとはかなり異なる特性4）

をもつこの領域のコミュニケーションに焦点を
当て，掲示板やクチコミサイトなどへの投稿者
と，これを検索し参照する受信者の行動や特性
等を研究対象としていた。

（b）ソーシャルグラフからインタレストグラフへ
　Facebookが同社のビジネスの基盤である利
用者間のソーシャルグラフを活かして，ソー
シャル検索（graph search）やソーシャル・コ
マース，ソーシャル・ディール，ソーシャル・
ビューイングなど，新たなビジネスの提案を相
次いで打ち出したものの，いずれもめざましい
成果には結びつかなかったことから（Syrett, 
2013），昨今ではソーシャルグラフの限界を指
摘しつつ，合わせてインタレストグラフを再評
価する論調が見られる（例えば，Rogers, 2011; 
Jamison, 2012; Perez, 2012など）。
　もちろん初期のインターネットで人気を集め
たUsenetのnewsgroupなどのオンライン・コ
ミュニティが関心分野別に編成されており5），
そこに集まる人々がインタレストグラフによっ
て結びついていたことや，インターネットの特
性とは人々が地縁・血縁を超えて興味・関心の
似通った人々と自由に交流できることであると
当時さかんに主張されたことなどをわれわれは
忘れるべきではない。その上で，昨今しばしば
話題となる，こうしたインタレストグラフに
よって結びついた人々の間のコミュニケーショ
ンについて，章を改めて検討しよう。
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Ⅳ. 知らない他者とのコミュニケーション

　本章では，図1のうちインタレストグラフ側
の2領域におけるコミュニケーションについて
検討を続ける。

（1） 領域Ⅱ（再）：オフライン×インタレスト
グラフにおけるコミュニケーション

（a） 流言下での知らない他者とのコミュニケー
ション

　木下は流言に関する先行研究をレビューし，
非常時や大事件の後で人々がどのような相手と
コミュニケーションを行ったかについて，表1
のようにまとめている。
　網掛け部分は，人々がコミュニケーションを
行った相手が知り合いではない，または知り合
いではない者を含むと木下が推察したカテゴ
リーである。戦時流言においては，見知らぬ相

手が占める比率が70％近くに達しているが，
木下は，この調査が憲兵隊によって行われたこ
とから，取り調べにおいて被疑者が流言を聞い
た相手への配慮からその名を秘匿した可能性が
高く，実際には見知らぬ他者とコミュニケー
ションを行った比率はここに示される数値より
かなり低かったのではないかと推察している

（木下，1977）。新潟大地震（1964年）後の調査
では「見知らぬ人」というカテゴリーは設定さ
れていないが，これに近いと思われる網掛け部
分を合計すると30％強である。ただし「避難し
た人」や「集まった人」などには回答者の知り
合いが含まれていた場合も多いと思われるた
め，実際に人々が見知らぬ人とコミュニケー
ションを行った比率はこれより低くなるであろ
う。また豊川信用金庫の取り付け騒ぎ（1973年）
に関する調査では，コミュニケーションを行っ
た相手として「見知らぬ人」を選択した回答者
は5％弱であった。

表 —— 1　流言における見知らぬ他者とのコミュニケーション

出所：木下（1977），p. 37，表1･8より（一部改変，網掛けは筆者追加）



30

Japan Marketing Academy

マーケティングジャーナル Vol.36 No.3（2016）
http://www.j-mac.or.jp

論文

　以上より木下は，流言が発生するような何ら
かの切迫した状況においても，人々は従来考え
られていたほど見知らぬ他者とのコミュニケー
ションを積極的に行うわけではないとまとめて
いる（木下，1977）。

（b） 事件のニュースに関する知らない他者との
コミュニケーション

　より新しいものとして，川上らによって実施
された，1990年代半ばに起きた一連の事件に
おける人々のコミュニケーションに関する調査
がある6）。表2は，この調査結果からコミュニケー
ションの相手に関連する部分を抜粋したもので
ある。これによると，事件に関するニュースを
他の人に伝えた比率は，全事件の平均で57.7％，

もっとも高い兵庫南部地震においては90％に達
しており，人々が衝撃的なニュースを誰かに伝
える傾向は一般的に高い。しかし見知らぬ人に
情報を伝えた比率（右列）は非常に低いことか
ら，ほとんどの人がニュースを伝えた相手は知
り合いであったことがわかる。
　なお先述のドフルールらによるニュース普及
に関する知見によれば，ニュースをクチコミで
他者に伝えた比率は，そのニュースに関する
人々の関心の高さの代理変数と考えることがで
きる。しかしこのような関心の高さ（中列）と，
そのニュースを知り合い以外に伝えた比率（右
列）とは関連がない（r=.16, n.s.）7）。つまりニュー
スの重大性に関わりなく，人々がこれを面識の
ない他者に伝える比率は概して低いのである。

表 —— 2　ニュースについてコミュニケーションした相手

出所：筆者作成（データは川上善郎先生からご提供いただいた）
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　以上の表1と表2を考え合わせると，かなり
重大な事件に際してさえ，人々がオフラインで
見知らぬ人とコミュニケーションを行う比率は
一般的にはかなり低いと考えてもよいように思
われる。

（2） 領域Ⅳ（再）：オンライン×インタレスト
グラフにおけるコミュニケーション

（a）潜伏者（lurkers）
　オンライン上における見知らぬ他者とのコ
ミュニケーションに関しては，「潜伏」（lurking）
という参加スタイルに関する古くからの議論が
参考になる。
　潜伏者とは，オンライン上の議論に参加せず，
したがって足跡を残さない者である。このため
潜伏者についての調査は一般に困難であり，そ
の定義についても，たまに投稿する者（Ridings 
et al., 2006），まったく投稿しない者（Nonnecke 
and Preece, 2000），参加登録後12 ヶ月以上経
過しても投稿しない者（Stegbauer and Rausch, 
2002），最近1 ヶ月投稿していない者（Nonnecke 
and Preece, 2000）など，実にさまざまである。
またこうした潜伏者に対する評価は長らく否定
的な見方に支配され，互恵性に欠くフリーライ
ダー（Smith and Kollock, 1999），コミュニティ
から情報を得る一方で自らを明かさない浸食者

（Rafaeli and Raban, 2005）などと批判されて
きた。
　しかし近年では，こうした否定的な論調を見
直す見解も数多く提出されている。まず潜伏と
いう行動スタイルがきわめて一般的であること
がたびたび指摘されており，上記にあげた潜伏
者に批判的な論考においても，その全てにおい
てこのことについての言及が見られる。このよ

うな潜伏の一般性については，「1％ルール」
（Arthur, 2006）または「90－9－1の原則」（Nielsen, 
2006）などの表現がしばしば用いられ，そこで
はオンラインにおける全訪問者の1％がほぼ全
てのコンテンツの作成や投稿を行うことが一般
的であり（1％ルール），9％は他の参加者とコ
ミュニケーションを行うことがあり，残りの
90％はただ見ているだけ，すなわち潜伏者であ
る（90－9－1の原則）という調査結果が示され
てきた。
　なおこれらの知見については，従来は事例
ベースの研究や小規模な調査による検証にとど
まっていたが，近年健康サポートを行う医学系
の4つの大規模なオンライン・コミュニティに
おいて，投稿数と投稿頻度の観点から参加者の
分類を行った結果，これらのコミュニティ8）の
27万6千名を超える参加者において90－9－1の
原則がほぼ成り立っていることが確認されてい
る（van Mierlo, 2014）。

（b）潜伏行動の理由
　潜伏という行動をとる理由についても，近年
研究が進められている。例えば2009年に英国の
1,078名の大学生を対象に行われた調査では，最
も多かった潜伏行動の理由は「読んだり閲覧し
たりするだけで十分だから」（48.3％）であり，次
いで「他の参加者の回答と同じだから」（35.8％），

「発言する必要がないから」（31.1％）などであっ
た（Küçük, 2010）。調査を行ったキュチュクは
これらの回答から，大部分の大学生にとってオ
ンライン・コミュニティとは交流の場ではなく
質問し回答を得るための場，すなわち必要な情
報を得るための場であると結論づけている。な
お先に見たように，インターネットを巨大な
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データベースと見なし，インターネット・ユー
ザーを情報検索者と見なす視点に立てば，この
結論は当然のことを述べているに過ぎない。な
ぜなら利用者がデータベースを検索して必要な
情報を得る際に，対価として利用料を支払うこ
とはあっても，当該データベースに何らかの情
報提供や発言をしないとフリーライダーとして
非難されるなどということは通常想定されてい
ないからである。
　また上述の潜伏者の定義の多くに時間的経過
に関する記述が含まれていることから分かるよ
うに，近年は潜伏とはすべての参加者が通過す
る一時的な状態である（Orton-Johnson, 2007）
という考え方も提示されており，例えばミュー
ラーらは，潜伏とは参加者がコミュニティに初
めて足を踏み入れ当該コミュニティのルールや
過去の投稿などについて学ぶために必要な期間
である（Muller et al., 2009）と述べている。他
にも，潜伏者は何かを奪う者ではなく傾聴者で
ある（Crawford, 2009），潜伏者とはソーシャ
ルな読者である（Muller, 2011）などの肯定的
な見方も近年相次いで提出されている。

（3）インタレストグラフの役割
（a）インタレストグラフを介した情報取得
　以上では，災害や事件などが発生した際のう
わさや流言の渦中にある人々と，オンライン・
コミュニティの参加者という異なる2つの分野
の先行研究を，インタレストグラフで結ばれた
面識のない人々の間のコミュニケーションとい
う観点から比較した。ここからわかることは，
大部分の人にとってのインタレストグラフの役
割は情報取得の一手段である，ということである。

（b）オフラインにおけるインタレストグラフ
　シブタニが述べたように，人々は衝撃的な災
害や事件に関して公式なニュース・チャネルか
ら情報が十分に得られないときに，その代替と
して個人間のコミュニケーションから情報を得
ようとする。表2からは，このようなコミュニ
ケーションのほとんどは，知り合い同士の間で
行われることがわかる。したがってこのような
状況下で人々が見知らぬ他者とコミュニケー
ションを行うのは，知り合いから十分な情報が
得られない場合，あるいは知り合いとコミュニ
ケーションができない場合にほぼ限定されるこ
とが推察される。このようなケースが表2左列
であり，人々はごく低い比率で見知らぬ人から
の情報取得を行っている。これに対して右列の
見知らぬ人への情報伝達はさらにきわめて希で
あり，一般的に面識のない人々の間において，
情報取得以外の目的のコミュニケーションをイ
ンタレストグラフが促進するとは言えないこと
がわかる。
　なお表2右列より，オフラインで見知らぬ人
に伝えた比率の平均値は2.2％である。すでに
見たようにオンライン上で見知らぬ人に向けて
情報を発信する人の比率は約1％程度であるこ
とが知られており，両者の値は比較的近い。

（c）オンライン上のインタレストグラフ
　キュチュクが示したように，ほとんどのオン
ライン・コミュニティの利用者にとって，コミュ
ニティに参加する理由は情報を得ることであ
る。より具体的には，ラスムセンが述べたよう
に，ほとんどのインターネット・ユーザーは何
らかの検索エンジンを用いてインターネット上
で必要な情報を検索し取得する。その際そこで
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得られる情報の多くは，同じ関心を共有するが
見知らぬ他者によって投稿されたものであるた
め，この過程を一種の情報交換と捉え，そこに
投稿者と情報検索者との間の擬似的なコミュニ
ケーションが成立しているかのように理解され
ることも多い。先に見た2007年前後までのオ
ンライン上のクチコミないしコミュニケーショ
ンに関する研究は，多くがこのような観点から
行われていた。しかし現実には，このような擬
似的なコミュニケーションは全利用者のうちご
くわずかに見られる現象であり，ほとんどの利
用者は情報取得のみを行っていることは，常に
念頭に置いておくべきである。

（d）インタレストグラフと類似性
　社会心理学の領域では，インタレストグラフ
という用語こそ用いないものの，過去の選択に
関する類似性の認知が他者に対する好意やある
種の信頼，魅力に結びつくことや，他者との意
見の類似性が自己の意見の確信度を高めること
などが示されている（澁谷，2013）。しかしこれ
らの類似性の効果はいずれも類似性を認知する
個人の内面にとどまるものであり，類似他者と
のコミュニケーションに結びつくという直接的
な証拠は，現在までのところ提示されていない。
　これらの知見をオンライン・コミュニティの
文脈に置き換えれば，特定のオンライン・コミュ
ニティやその参加者に興味・関心の類似性を認
知した潜伏者は，当該コミュニティや投稿者へ
の信頼や親近感，好意を強める結果，そこにあ
る情報をますます熱心に参照し，自分の意見の
確信を強めるであろう。しかしこのような効果
は，彼または彼女をして潜伏者のカテゴリーを
脱出させるものではない。オンライン上の類似

性認知，すなわちインタレストグラフによって
もたらされる効果は，一般的にはさらなる情報
取得行動なのである。

（e）インタレストグラフの役割
　先述のように，昨今インタレストグラフを見
直す論調が一部に見られる。しかし個人間の類
似性認知という心理的状態を，ソーシャルグラ
フとのアナロジーにおいてインタレストグラフ
と言い換えることが，何らかの実体的なコミュ
ニケーション・チャネルがそこに形成されてい
る，または形成されるという安易な期待に結び
つかないように留意する必要がある。
　インタレストグラフとは，本来は人と興味の
対象とを結びつけるものである（Savitz, 2012）
から，当該対象の周りに人を集める効果がある。
ただしそこに集まる人々の主目的は，相互にコ
ミュニケーションすることではなく，当該対象
に関する情報を得ることである。そして人々は，
そこから得た情報を基本的にソーシャルグラフ
で結ばれた他者に伝える。つまりインタレスト
グラフだけでは，情報は広がっていかないので
ある。したがって昨今の論調のように，インタ
レストグラフかソーシャルグラフかという二者
択一的議論は適切ではなく，すでに広く行われ
ているようにオンライン上で両者を適切に組み
合わせることがマーケティング的には現実的で
ある。ただしその場合も先述のように，ソーシャ
ルグラフを介して届く情報に対して受信者は一
般に低関与であるという限界が伴う。ソーシャ
ルグラフで結びつく相手との間には，通常はイ
ンタレストグラフが欠けているからである。
　なおケラーとフェイが近年述べているよう
に，ソーシャルグラフで結ばれた相手とのコ



34

Japan Marketing Academy

マーケティングジャーナル Vol.36 No.3（2016）
http://www.j-mac.or.jp

論文

ミュニケーションの大部分は現実にはオフライ
ンで行われている（Keller and Fay, 2012）から，
オンライン上においてインタレストグラフと
ソーシャルグラフを組み合わせるだけでなく，
オンラインとオフラインのソーシャルグラフを
適切に組み合わせる視点もまた，改めて求めら
れている。

注
1） MIT Entrepreneurship Review, April 1, 2011, 

retrieved from http://miter.mit.edu/author/rr11/ 
［accessed September 6, 2016］.

2） 図 1 中の 2 つの軸はともに連続尺度ではない。図中
にプロットされたそれぞれのコミュニケーションの
場ないしプラットフォームは，これらが分類された
領域のみを示す。なお同図は議論の枠組みを示すも
のであり，網羅的なものではない。

3） Computer Networks, IEEE Internet Computing, 
Information Processing & Management, Information 
Retrieval, Journal of Documentation などの学術誌に
おいて，データベースとしてのインターネットから
情報を検索し取り出す情報検索者の行動について研
究が行われてきた（Rasmussen, 2003）。

4） この領域のコミュニケーションの特性としてしばし
ば言及されるものに，バーチャル性，非同期性，匿
名性，開放性，同じ興味・関心を共有する人々と出
会い議論できること，などがあるが，近年ではこれ
らに加えて，複数のクチコミに同時に露出すること

（Doh and Hwang, 2009；菊盛，2015）も指摘され
ている。

5） 最大のコミュニティであった Usenet の newsgroup
では，ピーク時には 10 万を超えるグループが開設
されていた（Ridings and Gefen, 2004）。

6） この調査結果の一部は，川上（1997）第５章で報告
されている。

7） ただし川上らが用いた調査票では，ニュースを最初
4 4

に
4

知り合い以外に伝えたかどうかを尋ねているため，
右側列の数値は，ニュースを実際に知り合い以外に
伝えた比率全体より低い可能性はある。また本稿で
はこの調査結果をオフライン（インターネット普及
前）における見知らぬ人とのコミュニケーションに
関するデータとして扱っているが，この当時すでに
パソコン通信は一部で使われていたため，この調査
結果のうち「マスメディアや家族・知人・友人以外」

の情報源や，ニュースを伝えた相手には，こうした
オンライン上の見知らぬ他者が含まれていた可能性
がある。

8） この調査では，デミエーロは Alcohol Help Center，
Depression Center，Panic Center，Stop Smoking 
Center の 4 つのコミュニティで 1％ルールを検証し
た。
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