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てっとり早い手段であるということです。最初から友達とつながって

いて、互いに反応を促しあう仕組み（あしあと・既読）が組み込まれ

ている結合型のソーシャルメディアは、相手から反応してもらえる可

能性が高くなります。

結合型は疲れやすいから悪いというわけではありません。結合型の

つながりで承認欲求が満たされ、安心してつきあえる仲間がいるとい

うことは、社会生活にとって大切なことです。一方で橋渡し型のつな

がりで、身内とのつきあいだけでは得られない情報や多様な物の見方

を知ることも大切です。どちらか一方に偏るのではなく、バランスの

とれたつながりをつくっていけると、人に合わせすぎて疲れ果てたり、

孤独感に苦しんだりすることも少なくなるのではないでしょうか。

3 ．ソーシャルメディアと「やさしさ｣

3-1．「キャラ」の使いわけとソーシャルメディア

「ソーシャルメディア疲れ」は、現在の人間関係のあり方を考えやす

いので、レポートや卒論のテーマとして定番です。ただし、「ソーシャ

ルメディア疲れ」をしている学生は減ってきている印象があります。

巧く比較できる調査はありませんが、周りの学生に聞くと、昔は深夜

まで LINEでやりとりしていたけれど、「既読スルー」に慣れたので、

今はしていないという声が返ってきます。クラスが固定され、一度人

間関係で失敗するとこじれやすい小・中・高校時代※15までと比べると、

大学では友達づきあいの幅も広がるので、無理しなくなるのかもしれ

ません。日本でもアメリカでも、ソーシャ

ルメディアに書き込んでは短時間で消して

しまうという使い方が出てきています※16。

「疲れ」を回避しながら人間関係を維持す

る技法を、編み出そうとしているのかもし

れません。

といっても、ソーシャルメディアでまっ

たく疲れなくなったわけではないようで

す。2015 年に行われた電通総研の調査※17

では、つながりたいけれども、人間関係を

リセットしたいとも思う若者の姿を紹介し

ています。「ふだんの生活で使うことのある」キャラの数の平均値は高

校生で 5.7キャラ、大学生で 5.0キャラ、20代社会人で 4.0キャラ。

一緒に行動するつながりの数は平均 7個なので、若ければ若いほどつ

ながりごとにキャラを切り替えている傾向があると推測できます。

「人間関係をリセットしたくなることがあるか」という問いには、「あ

てはまる」「どちらかというとあてはまる」と回答した割合は全体で

54.7％、使い分けているキャラの数が 6.6個と最多の女子高校生で一

番高く、67.8％となっています。色々なつながりに属すれば属するほ

ど、投げ出したくなることがあるのかもしれません。

ソーシャルメディアの登録率は、LINEが高校生と大学生で 90％前

後、20 代社会人で 80％を切るくらい、Twitter は高校生が 80％前後、

大学生が 70％強、20代社会人が 60％です。Twitterの登録者のうち

高校生の 62.7％、大学生の 50.4％、20代社会人の 34.5％が複数のア

カウントを持っており、平均アカウント数は高校生で 3.1個、大学生
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※15若者の人間関係を分析した土井隆

義『友だち地獄』（筑摩書房，2008）に

は、中学生が詠んだ「教室は たとえて

言えば 地雷原」という川柳が引用さ

れている。

※16「タイムラインに書き込んですぐ

消す」という行動は、ダナ・ボイド

（danah boyd, 1977〜）『つながりっぱ

なしの日常を生きる』（草思社，2014）

p. 103で紹介されている。

※17「電通総研『若者まるわかり調査

2015』を実施｣

／／ ／ ／http: ／／www. dentsu. co. jp／news／re

／ ／lease／pdf-cms／2015038-0420.pdf

インターネット調査／高校生〜20 代

の、首都圏ほか都市部在住の未婚の男

女対象・有効回答者数 3000人。
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が 2.5個、20代社会人が 2.7個となっています。Twitterのユーザー

は、若い人ほど複数のアカウントを使い分ける傾向にあるようです。

3-2．複数アカウントを使い分ける理由

この調査結果を受けて書かれた記事の一つで、Twitterを使い分け

ている女子高生のインタビューが紹介され

ています※18。

この女子高生は、「本名で登録している

『表』アカウント」「中学校からの親友しか

知らない匿名の『裏』アカウント」「趣味が合う友達にだけ教えている

アニメの情報収集や、語りに使っている匿名の『裏』アカウント」「黒

い気持ちや愚痴を吐き出すための、誰も知らない匿名の『裏』アカウ

ント」と、全部で 4つのアカウントを使い分けているそうです。彼女

は「クラスに面白キャラがいなかったから面白キャラになった。面白

さしか求められていないと思うから、他の部分は他のアカウントで出

している」と説明しています。さらに「4つのアカウント全部で私だ

から、全部のアカウントが必要。使い分けられなくなったらパンクす

る」とも言っています。

要するに、つながりごとに違うキャラを演じるために、アカウント

を使い分けているようです。「面白キャラ」が黒い気持ちを吐いてもい

いじゃないと私は思うのですが、それは「求められていない」ので、

自重するということなのでしょう。逆に言えば、何を求められている

かを意識して、ソーシャルメディアに書き込みをしているわけです。

「人間関係をリセットしたくなる」のも当然です。

社会学者は以前から、若い世代のコミュニケーションのキーワード

として「キャラ」に注目してきました。たとえば、瀬沼文彰は、『キャ

ラ論』（2007）で、①「キャラ」によって、容易に「笑い」を生み出し、

友人関係をスムーズに楽しむことができる、②「キャラ」は自分で選

ぶのではなく、グループ内でかぶらないように振り分けられる、など

と指摘しています※19。土井隆義も『友だち地獄』（2008）や『キャラ化

する／される子どもたち』（2009）で、摩擦が起こらない、傷つかない

「優しい」関係を維持するために「キャラ」

という枠組を使って、グループ内の人間関

係を保つのが若い世代の特徴だとしていま
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※18高橋暁子，2015. 4. 25，「Twitter

アカウントは 4つ持ち―本音が言えな

い女子高生が向かう先｣

／／ ／ ／http: ／／japan.cnet.com／sp／smartpho

／ ／ne_native／35063667／

表 1-1a キャラとつながりの数

キャラの数 つながりの数 素でいられる
つながりの数

正直整理したい
つながりの数

人間関係を
リセットしたくなる
ことがある

高校生

男子

女子

平均

男子

女子

平均

男子

女子

平均

4.9（キャラ）

6.6

5.7

4.2

5.8

5.0

3.2

4.8

4.0

6.7（個）

7.7

7.2

6.6

8.3

7.4

5.9

7.6

6.8

3.4（個）

3.8

3.6

3.8

4.4

4.1

3.3

4.0

3.7

2.0（個）

2.0

2.0

2.0

1.8

1.9

2.0

2.0

2.0

44.3（％）

67.8

48.4

63.0

48.0

60.0

54.7

大学生

20代
社会人

全体

表 1-1b Twitter利用者の平均アカウント個数

高校生 大学生 20代社会人

男子

2.7（個）

女子

3.4

平均

3.1

男子

2.6

女子

2.5

平均

2.5

男子

2.8

女子

2.6

平均

2.7

※19瀬沼文彰『キャラ論』（スタジオセ

ロ，2007）．同著の文庫版に『なぜ若い

世代はキャラ化するのか』（春日出版，

2009）．
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この章では、シェアという言葉を軸にして、これからの社会がどの

ようなものになる（可能性がある）のかを、見てきました。

⑴ まずシェアの具体例を 3 つ取り上げ、シェアの実践がモノを安く

するだけでなく、社会を変える可能性をもつことを指摘しました。

⑵ 次に資本主義社会が曲がり角を迎えており、これまでの大量生産

＝大量消費型の社会ではやっていけないことを説明しました。

⑶ 資本主義社会の次に来る、ポスト資本主義社会の有力候補として、

シェアリング・エコノミーを実現できる IoT 社会を挙げました。

⑷ 最後に、シェアリング・エコノミーを実現するには、IoT 社会の情

報とそのインフラについても、シェアする必要があることを述べまし

た。

以上を図に表すと、次頁のようになります。

第 6 部 未来を問う318 第 13 章 そして、これからの社会 319

まとめ

STEP

1

資本主義社会

大量生産

＝

大量消費

ポスト
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IoTによる
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デジタル
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情報と
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誰が握るか

新しい
共有社会

大量採取・大量廃棄の問題

大企業が独占 人々でシェア

供
給
過
剰
・
デ
フ
レ
経
済

これまでよりも
格差が進む

モノを人々で
シェアする
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