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序章

はじめに

　「インターネットは、印刷術以来の最も重要なメディア」（ギルモア, 2004[2005], p.381）
であることを否定する者は今やいないだろう。インターネットは個人のライフスタイルを

大きく変えただけでなく、20世紀には想像すらできなかったビジネスモデルを生み出し、
さらに、2011年にアフリカ諸国で起きた政変のように、革命の武器として国家を揺るがす
ほどの力すら備えていることが証明された。

　私たちは今、メディアの革命期に生きている。1990年代後半に広く社会に普及したイン
ターネットと呼ばれるコンピューター・ネットワークと、そのネットワークを利用した電

子メールやウェブ（World Wide Web）などの各種サービスが、私たちの生活スタイルや社
会、ビジネス、考え方、行動などをすっかり変えてしまった。ポケットに入る小さなウェ

ブ端末のスマートフォンがあれば、どこにいてもプライベートから仕事までたいていの用

事を済ませることができる。

　私たちのコミュニケーションのスタイルも大きく変化した。20世紀までの手紙や電話を
主体としていたパーソナルなコミュニケーションがインターネットを介した電子メールや

各種メッセージサービスによって強化され多様化しただけでなく、個人レベルでもマス・

コミュニケーションを実現することが容易となり、世界中の不特定多数の人々と様々なス

タイルでコミュニケーションを取ることが可能となった。

　インターネット、特にウェブが、この 10数年間で世界と私たちを一変させたのである。
　私たちは情報の発信者となった。1999年 9月に米国パイララボ社（Pyra Labs）が Blog-
ger.comというブログ作成サイトを開設したのを契機として、誰でも気軽に利用できるブロ
グ（Weblog：ウェブログ）サービスが日本を含む世界各国に普及するようになり、以降、プロ
フェッショナルの書き手ではない一般の生活者による文章がウェブに溢れることになった。

2000年代後半になってブログ・ブームが一段落してからも、短文投稿サービスのTwitterや、
動画共有サイトのYouTube、日記や近況を時系列で管理するブログ的な要素を持つ SNSが
人々の生活に定着し、日々の出来事や何気ないつぶやきを投稿したり、自ら撮影した写真

やビデオを公開したりするなど、日々のプライベートな生活の様子をウェブという公開の

場に記録し発信するという行為がごく日常的なものとなっている。ウェブには多数の個人

のプライベートな行動の記録がマルチメディアなデジタルデータとして集積され始めた。
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　特に日本人が運営するブログは「ウェブ日記」的な内容が多いと言われる。『ソーシャル

メディア白書 2012』（トライバルメディアハウス &クロス・マーケティング, 2012）による
と、ブログの利用目的では「自分の個人的な雑感などを発信するため」が最も多い（26.9%）。
日記というのは「その個人が生きた時代と社会的背景を共有して生きた人びとの生活を紐

解くための資料」（水越, 2002, p.37）であり、学術的に貴重な資料である。しかし日記とい
うものは公開を前提としたものではないため、著名人や作家など一部の例外はあっても、不

特定多数の生活者の日記を自由に閲覧することは困難であった。したがって一般人の日記

を資料とした研究はなかなか発展してこなかったわけであるが、2000年代になって日記が
ウェブという公開の場で書かれるようになり、個人的な生活の記録（ライフログ）を分析

することで、2000年代に生きる人々の生活や行動を紐解くことが可能になった。
　多数の人々が個人的な生活の記録を公開して、いわゆる「ビッグデータ」が入手可能に

なった。それを分析することで、2000年代の人々の生活や行動を紐解くことが可能になろ
うとしている。現在、情報ネットワーク分野の研究では、アンケート調査、各種ログの収

集解析、テキストマイニングなどによる定量的な分析手法が主流となり、さまざまな成果

を上げている。一方で、グローバリゼーションとパーソナライゼーションの２極化が進ん

だ現代の多様化した個人の特性は、数値化した膨大なデータの定量的分析では見落とされ

てしまうのではないかという疑問もある。「マスの時代」から「多様な個の時代」へと変容

を遂げた社会背景のなか、マス・データを扱うのではなく、生活者個々人の日常的なコン

テキストに注目することによって初めて見えてくる事実もあるのではないか。本研究の最

大の関心はそこにあり、ミクロ的視点で個人ユーザのライフログを観察・分析することに

より、現代の人々のウェブにおける行動原理の一端を明らかにしようとするものである。

本研究の位置づけ

　本研究の理論的系譜には、大きく分けると２つの源流がある。

　１つはメディア研究の流れである。メディア研究の視点は、メディアそのものの研究だ

けでなく、メディアを利用する人間にも向けられてきた。本研究はマス・メディアが発信

するメッセージを人々がどのように読み取るかという〈受け手〉に注目したイギリスやア

メリカの研究者（P. F. Lazarsfeldや E. Katz、D. McQuail、S. Hallなど）による「マス・コ
ミュニケーション研究」「受容研究」「オーディエンス研究」などの先行研究の延長線上に

位置づけられるものであり、それをインターネットという最新のメディア環境に適応させ

るべく発展継承させようと試みるものである。

　インターネット（ウェブ）という新興メディアの影響力が増大した 2000年代は、各種
パーソナル・メディアを通じて多様なアイデンティティを持った個人が多様なメッセージ

を発信し、不特定多数の人々と交流を図っている時代である。そうした時代背景を踏まえ

て、本研究では、人々がウェブの情報をどのように受け取るかという受動的態度ではなく、

人々が自らコンテンツの生産者／発信者としてどのようにウェブを利用しているかという

能動的な態度に焦点を当てている。

　特に、インターネットの時代になって、マス・メディアが支配していた時代には世の中に
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注目されなかった無名の個人や様々な社会的マイノリティの存在に光が当たるようになっ

た。自らの声を広く社会に向けて主体的に発信する手段を持たなかったマイノリティが、

インターネットという民主的でグローバルな道具を使って遍くメッセージを発信すること

が可能となったのである。その結果、様々なマイノリティが人々の視界に浮上してきた。

こうした社会的文脈のなかで送り手の多様性を明らかにしようというのが本研究の目的と

いえる。

　マス・メディア対オーディエンスという二項対立で捉えてきた従来のメディア論の観点

は、現代ではもはや有効には機能しない。例えば後述する S. Hallの「エンコーディング・
デコーディングモデル」（Hall, 1980）は、社会的な文脈の中で受け手の能動性と多様な解
釈のあり方を解き明かそうとしたという点では有用なものであったが、一方で送り手の側

がテレビや新聞といったマス・メディアに固定されていた。つまりエンコードされる対象

とされていたのは、強大な権力を持つメディアが発信した情報の信頼度の高いメッセージ

だけであった。解釈の過程にマス・メディアと読者・視聴者との「意味のせめぎあい」が

あるとはいえ、結局は「支配＝被支配」の権力構造を前提にしたものであって、メッセー

ジは一方向に流れるものとされていたのである。

　ウェブという新しいメディアにおける送り手と受け手の関係は、その点が大きく異なっ

ている。例えばブログにおいては、送り手と受け手がフラットな関係にあり、メッセージ

は複雑なネットワークのあいだを縦横無尽に流れる。そもそもウェブでは送り手や受け手

といった役割を固定させること自体が困難であり、情報を生産する者・発信する者・検索

する者・受け取る者・読み解く者・交換する者・共有する者など多様な役割が臨機応変に

交代されながらコミュニケーションが進められる。一つのメッセージは多様なメディアに

よって発信され、多様なニーズと複雑な文脈の中で選択され、解釈され、拡散されてゆく。

　マス・コミュニケーション研究やオーディエンス研究は、マス・メディアの影響力の低下

とインターネットというインタラクティブな新興メディアの台頭によって新たなアプロー

チを確立できないまま 2000年以降はあまり活発な議論が行われていない状態である。そこ
で、研究対象を「受け手」や「オーディエンス」から能動的で多元的な「ユーザ」へと転

換する発想によって、インターネットというメディア利用の実態を解き明かそうとする試

みには大きな意義があると言えよう。

　そしてもう一つの源流は、個人の生活記録や口述記録を一次資料とする「生活史研究」

「ライフ・ヒストリー研究」「ライフ・ストーリー研究」「オーラル・ヒストリー研究」など

の質的研究の流れである。現在、社会学や心理学をはじめ多くの分野において統計学的手

法を取り入れた科学的で客観的な定量的分析が主流となっている。参与観察に基づくエス

ノグラフィや、日記や手紙などの個人的な生活記録を資料とした研究は、特に移民や都市

化に伴う社会問題が増加していたアメリカにおいて H. Blumerら「シカゴ学派」と呼ばれ
るシカゴ大学の社会学者を中心に 1930年代までは盛んに行われていたものの、定量的研究
が評価されるようになった 1940年代以降の 50年間は「殆ど無視されてきた」（プラマー,
1983[1991], p.74）状態であった。
　博報堂生活総合研究所は戦後 70年を迎える日本社会を分析し、1955年以降は「大衆」の
時代、1975年以降は「分衆」の時代、そして 1995年から現在までを「個」の時代である
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としている（博報堂生活総合研究所, 2014年）。ある母集団の平均像を導き出すことに優れ
る定量的分析法は、マス・メディアの影響力が強かった「大衆」の時代には有効であった

が、細分化され拡散した「個」の実像を捉えることに適しているとは言えない。個人ユー

ザが主役となっている現在のウェブというメディアを研究するにあたっては、定量的手法

に代わる（あるいは補完する）アプローチが必要とされているわけである。

　そこで注目したのが、個人の生活記録を資料とする質的研究法である。社会が「大衆」の

時代から「分衆」の時代へと変容しつつあった 1970年代後半に、ヨーロッパにおいて「ラ
イフ・ヒストリー法リバイバル」と呼ばれる現象が起き、「社会学的思考をふたたび人間的

なものにしたいという願い」（ベルトー, 1997[2003], p.21）が世界中の社会学者たちの間に
存在することが明らかとなった。つまり、「個」の時代背景に適した研究アプローチへの

ニーズが高まっていたことが確認されたわけである。現在のウェブには、ブログ、Twitter、
YouTube、Instagram、Facebookなどのサービスによってテキストや静止画・動画等の様々
な形で個人の生活記録が大量に公開され蓄積されており、調査フィールドとしては非常に

貴重な場となっている。本研究は上記の２分野の先行研究の成果を踏まえたうえで、ウェ

ブ日記として利用されることが多いブログのテキストデータを生活記録資料として活用し、

百人百様の多様な個人によって構成されている社会的リアリティを、エスノグラフィ的ア

プローチを用いて個別の事例から浮き彫りにさせようする新しいメディア論の試みである。

期待される成果

　 1990年代までのマス・メディアの時代には、テレビや新聞などといったメディアのコン
テンツ制作は、ごく一部のプロフェッショナルな特権階級だけのものであった。強い表現

欲求や関係欲求を持っていても、発信のための「場」（メディア）を持たずに潜在していた

人々の数は、その後のブログブームから推定されるように決して少ない数ではなかったと

思われる。そうした人々の一部は、同人誌や自費出版物、自主制作レコードのような各種

の自主制作メディアを使ったり路上パフォーマンスを行うなど、ごく限定的な範囲での表

現・発信活動を行うしかなかった。そこに登場したのがウェブというパーソナル・メディ

アであり、ウェブという「自分のためのメディア」を手に入れた潜在的表現者たちは、コ

ストをかけずに自由に広範囲な表現活動・発信活動・コミュニケーション活動ができるよ

うになったわけである。

　ウェブは日々刻々と進化発展を続けており、人気があっても短期間で終了してしまうサー

ビスがあるなど、一つの完成したメディアとして研究・分析対象とするには難しい点も多

い。しかしウェブのユーザを研究対象とした場合、2000年代半ばに起きたWeb2.0という
パラダイムシフトを境として「情報の消費者」から「情報の生産・発信・交換も行う消費

者」へと大きく変貌したユーザ像を現時点で分析することは充分に可能であろう。

　本研究では、ウェブという新しいメディアの登場と、パーソナルコンピュータや携帯電

話・スマートフォン等のインターネット端末の普及によって、個人の情報行動（コンテン

ツの検索・収集・加工・編集・発信・共有等）がマス・メディアの時代からどのように変

化したのかを、特にブログ行動の擬似的な参与観察を通して明らかにしようとするもので
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ある。

　ウェブというメディアが一般の人々に普及してから約 20年が経過しようとしているが、
ウェブに特化したメディア論の研究アプローチはまだ確立されているとは言えず、従来の

古典的なマス・コミュニケーション研究の定量的アプローチがいまだに採用されているの

が現状である。「アナログからデジタル」へ、「マスから個」へ、「受け手から送り手」へ、

「一方向から双方向」へとシフトしている技術的・時代的・社会的背景のなか、最新のメ

ディア環境に適した研究アプローチが求められていると言えよう。

　そこで本研究ではメディア論の空白域を埋めるべく、従来のいくつかのアプローチを統

合・発展させた「ブログ・エスノグラフィ」という新たなアプローチを提案し、個々のウェ

ブ・ユーザのオンライン行動の定性的な分析を試みる。2003年～ 2006年にかけてのブロ
グ・ブームはすでに沈静化したと見られるものの、現時点でもブログのモチベーションに

関する先行研究はまだ多くはなく、手法的にも、ブログ・ユーザへのインタビューに基づ

いた定性的な調査（Nardi et al., 2004）や、質問紙調査結果を定量的に解析したもの（山下,
2004）、ユーザ属性やブログテーマ等のテキスト分析（Herring et al., 2006）などが代表的な
ものである。本研究ではブログ・エントリーの内容分析だけではなく、調査対象ユーザが

他のユーザのブログへどのタイミングで訪問し、どのようなコメントを残したかなどの「ブ

ログ行動」も含めて分析している点に新規性がある。主観に陥りがちな解釈の過程に「時

系列の行動記録」という客観的なデータを採用することによって、ブログ本文の分析だけ

では見えなかった事実も明らかとなった（詳細については第 4章～第 6章を参照）。
　ブログ・エスノグラフィは、マス・データを用いた定量的分析だけでは見い出せない 21
世紀の社会的リアリティの一端を明らかにしようとする試みであり、ブログを社会的文脈

の中で読み解く視点を提供するものである。

　この成果は、2010年以降に日本でも急速に普及し利用されている Twitterや Facebookな
どのテキストデータの分析にも応用可能であり、ウェブを舞台としたメディア研究の発展

に寄与できるものと考えられる。

　

本論文の構成

　序章に続く第 1章では、1990年代後半から発展普及してきたインターネット（特にウェ
ブ）というメディアの特性について概観し、新たなメディアの登場によって利用者の意識

や行動がどのように変化してきたのかを振り返って考察する。特に 2000年代半ばに起きた
ウェブの変革（一般に「Web2.0」と呼ばれる現象）によってユーザの行動にどのようなパ
ラダイムシフトが起きたのかを確認し、ウェブという最新のメディアを研究する者が向か

い合わねばならない問題や明らかにしなければならない地平を提示する。

　第 2章では、本研究の主要な先行研究となる「メディア・オーディエンス研究」と「生活
史研究」の歴史と現代的課題を概観する。新聞・ラジオ・テレビといったマス・メディア

が視聴者（オーディエンス）に与える効果を研究してきたメディア・オーディエンス研究

は、オーディエンスを基本的に「受け手」として扱ってきた。やがてその能動性に注目す

るところまでは至ったものの、ウェブというメディアの時代になってコンテンツを自ら生
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産・発信・共有する「送り手」となったユーザの出現によって手法的な見直しを迫られる

こととなった。また質的研究の原点ともいえる生活史研究は、社会学の分野において定量

的研究が主流となってから停滞していたものの、現在は再び注目を集めるようになり、幅

広い分野でインタビューを基にしたライフ・ストーリー研究が実践されている。この章で

は、生活史研究にエスノグラフィというアプローチを応用することでメディア・オーディ

エンス研究を発展継承させようという狙いのもとに、ウェブというメディアの時代に求め

られる方法論としての質的研究の可能性を検討する。

　第 3章では、2000年代にウェブで起きたパラダイムシフトの引き金となったと考えられ
るブログに注目し、先行研究を踏まえてブログ開設時および継続時のモチベーションを検

討し、分析のためのモデルを構築する。同時にブログの持つコミュニケーション機能と社

会関係資本（ソーシャル・キャピタル）の側面についても考察する。また、個人の生活記録

である日記としての側面から、オンラインのコンテンツを調査資料としたエスノグラフィ

的アプローチの手法とその特徴・可能性を解説する。

　第 4章から第 6章までは、実際に調査分析を行なった 3つのブログ・エスノグラフィの
事例を紹介する。それぞれ、(1)新婚でまだ子供のいない専業主婦、(2)同性愛者の男子大
学生、(3)難病を克服した初老の男性、という属性のユーザであり、特に (1)と (3)に関して
は、従来のマス・メディアの時代にはあまり注目されることはなかったがウェブの時代に

なって自ら発信者となることで顕在化したタイプの〈社会的マイノリティ〉といえる。(2)
の同性愛者に関しても、ブログをマイノリティとしての権利や主義主張の場として使うの

ではなく、あえて純粋な恋愛感情の吐露のために（つまり古典的な日記と同様の目的で）

使っているという点が現代的である。利用方法が定まっておらず柔軟な発想で利用できる

ブログというメディアを、オリジナルでユニークな動機と目的のために利用しているとい

う点で特徴的なユーザの例として分析している。

　第 7章では 3つのブログ・エスノグラフィの結果を踏まえて、個の時代に生きる現代人
にとってブログがどのような役割を果たしていたのかを総括し、終章では今後のメディア

研究の展望と課題を整理して提示する。
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1
本研究の背景

1.1 情報行動とは何か

　 1970年に『情報行動論』を著した北村日出夫は、情報行動を「『情報』を環境との相互作
用の中から引き出したり、行動主体にとって必要な『情報』を捜したり、また、行動主体の

一つの行動として『情報』を伝えたりすること」（北村, 1970, p.27）としている。北村は、
コンピュータ黎明期にあってコンピュータの発展と情報社会の到来を予見しつつも、あく

まで行動主体としての人間を重視し、やがて受け手から送り手へという行動主体の変換に

よってマス・コミュニケーションの形態は大きな変化を受けるだろうと予測していた。こ

の予言は、2000年台半ばに起きたWeb2.0というメディアとユーザの関係のパラダイム・
シフトによって実現することとなる。

　その約 30年後、パーソナルコンピュータとウェブの時代を迎えた 2001年に社会心理学
者の川上善郎は、北村の定義をコミュニケーションという観点から発展させる形で情報行

動を「社会から情報を入手し、社会に向けて情報を発し、情報の交換を通して人と人とが

結びつき、さらにそれらの結びつきを通して社会を動かしていくプロセス」（川上, 2001b,
序文）と定義している。そして 2000年代のウェブはまさに「人と人との結びつき」を強化
する方向へとますます発展し続けているのである。

　本研究はこれらの定義を踏まえたうえで、ウェブで情報を検索・収集し、加工・編集し

て発信し、他のユーザと交換し合うという現代人の情報行動が 2000年代にどのように変容
したのかに注目する。

1.2 ゼロ年代の情報環境

　「ゼロ年代」とは 2000年～ 2009年頃までの約 10年間を指す言葉で、ウェブと携帯電話
の浸透、小泉政権の構造改革がもたらした労働市場の流動化や地方都市の郊外化、グロー

バリズムの進行、アメリカの「9.11」同時多発テロ事件など、特に 2001年以降に起こった
社会の変化について語るときに使われる。2000年代後半になって評論家の宇野常寛が『ゼ
ロ年代の想像力』（2008）という評論のタイトルに使ったことから、主に日本国内の思想や
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批評の分野で使われるようになった。

　本論文においては、厳密な意味で 2000年から 2009年までの 10年単位で区切ることは
せず、ウェブ（World Wide Web）が誕生・発展し、大きく変貌を遂げた 90年代後期から
2010年代初頭までのやや幅のある期間を、ウェブ創世記を表す一つの概念として「ゼロ年
代」と呼ぶことにする。

　我々を取り巻く情報環境は急激に変化している。2008年に総務省が発表した「平成 18
年度情報流通センサス」の中には、1996年～ 2006年の 10年間に我々にとって選択可能な
情報量が 530倍に増加したという調査結果がある（総務省, 2008, p.23）。この情報量の飛躍
的な増加の原因は、テレビや新聞など従来のマス・メディアが扱う情報量に大きな変化は

見られないことから、主に 1995年の「Windows95」発売以降一般家庭に普及し始めたパー
ソナルコンピュータと、インターネットという新しいメディアの誕生および発展にあると

考えられる。また、普及した携帯電話からも可能になったウェブ・アクセスもまた情報量

の増加に大きく寄与していることは否定できないだろう。

　しかし単に新しいメディアが生まれただけで情報発信量が大きく増加するわけではない。

情報の「発信源」の増加があってこそ発信される情報量の増加にもつながるわけで、情報

量の爆発的な増加の背景には情報発信者の爆発的な増加が伴わなければならない。マス・

メディア等に従事する「職業としての情報発信者」の数が大量に増加する要因が考えられ

ないことから、ウェブというメディアが誕生して発展していく過程において「プロフェッ

ショナルではない情報発信者」の数が急速に増えたと推測される。

　つまり、情報の爆発的増加をもたらしたのは、20世紀までのメディア論において「オー
ディエンス」や「受け手」などと呼ばれ情報の消費者として扱われてきた一般の人々が、

ウェブの技術革新にエンパワメントされて情報の「作り手」や「送り手」へと変貌したと

いうパラダイムシフトなのである。そしてそのパラダイムシフトを引き起こした最も大き

な要因と考えられるのが、2003年前後からウェブというメディアで起きた通称Web2.0と
呼ばれる変革である（Web2.0とは何かについては後の節で詳述する）。
　ウェブは今も日々刻々と進化を続けており、この先ウェブが私たちに何をもたらすのか、

社会がどう変わっていくのかを現段階で見定めることはまだ難しい。ただ、遠い将来、メ

ディアの歴史というものを振り返った時に、このゼロ年代は、ウェブというメディアで起

きた革命によって情報環境と人々のコミュニケーション行動に大きな変化がもたらされた

時代として記憶されることになるはずである。

1.3 ウェブというメディア

　メディアの分野で 20世紀に行われてきたマス・コミュニケーション効果研究およびオー
ディエンス研究は、主として新聞・映画・ラジオ、そしてテレビというメディアが読者や視

聴者に与える効果と影響を調べたものであった。これらのメディア（本節においてはウェ

ブという新しいメディアと対比させるために便宜上「旧メディア」と呼ぶこととする）研

究に共通していたのは、視聴者との関係を情報の送り手（生産者）と受け手（消費者）と
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いう二項対立によって捉えようとしてきたことである。情報やメッセージを生産するプロ

フェッショナル（テレビ局、新聞社等）がいて、それを受け止めて消費する一般の人々が

いる。そのメッセージは基本的には一方通行のものであるとされてきた。

　ところが、1990年代後半から急速に普及し始めたウェブというメディアは、送り手と受
け手の関係が流動的で曖昧であるという点で、旧メディアとは根本的に異っている。また、

ウェブを「マス・メディア」と呼ぶべきなのかどうかも判断が難しい。というのは、イン

ターネットに国境はなく、配布エリアや受信可能エリアなど空間的制約がある旧メディア

に比べると、はるかに大規模なマスに向けてメッセージを発信できるという点ではマス・

メディア的なのであるが、インターネット端末（パソコンや携帯電話など）は基本的に個

人単位で利用するものであり、1対 1のコミュニケーションに使われるサービスや極めて
ニッチなユーザを対象にするサービスも多く、パーソナル・メディアとしての側面も強い

からである。

　ここでは、こうした多元的な特徴を併せ持つウェブというメディアが旧メディアと比較

してどのような特性があるのかについて考察する。これによって、旧メディアの効果検証

を中心としていたマス・コミュニケーション効果研究・オーディエンス研究の課題と限界

が見えてくるはずである。

　一般的にいわれるウェブの特徴として、以下のような点が挙げられる（平原,1996;松尾,
1999, O’Reilly, 2005）。

　 (1)プル型メディア
旧メディアはプッシュ型で人々は受動的態度となるのに対し、ウェブは基本的にユー

ザがアクティブな姿勢で接する（主体的・積極的に情報を得ようとする）プル型メ

ディアである。

　 (2)双方向性
ウェブは旧メディアに比べてユーザが積極的・能動的に参加することが容易なプラッ

トフォームである。

　 (3)ニッチ（ロングテール）コンテンツ
旧メディアはビジネスモデルの制約から〈マス〉を対象とせざるを得ないが、ウェブ

は社会的マイノリティや多様でニッチな〈個〉のニーズに応えることが可能である。

　 (4)空間的・時間的制約からの解放
旧メディアが抱える紙面（文字数）や放送時間、視聴可能エリアなどの制約に縛られ

ないグローバルで非同期的な情報発信とコミュニケーションが可能である。

　 (5)社会的制約からの解放
ウェブは匿名性が高いためコンテンツの評価は社会的属性（制作者がプロフェッショ

ナルかアマチュアかなど）に左右されず、自由で平等なコミュニケーションが可能で

ある。
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　 (6)ネットワーク性
世界中の見知らぬユーザ同士を結びつけることが可能で、ユーザ間の水平方向のコ

ミュニケーションが生まれやすいプラットフォームである。

　ユーザのメディアとの関わり方という点に注目してみると、特に (2)と (6)の特徴が重要
である。これらは「参加とつながり」という言葉で要約することができるだろう。旧メディ

アにおいても、ハガキや手紙、FAX（最近では Eメール）等を使った「投書」という形で
読者／視聴者が紙面や番組作りに参加することは可能であったが、その関わり方は極めて

限定的なものでしかなかった。それに対してウェブの場合はコンテンツ制作への参入障壁

が低く、世界中の見知らぬ参加者たちが一つのネットワーク上で結ばれて共同作業を行う

こともある。Wikipediaに代表されるように、時にそのネットワーク（集合知）は人類史上
かつてないほど大きなパワーを生み出すことがあり、可能性はまだまだ未知数である。

　ただしウェブサイトが「ホームページ」と呼ばれていた 1990年代～ 2002年頃の国内の
ウェブには、まだ気軽にユーザの「参加とつながり」を実現する仕組みはできていなかっ

た。2003年前後のブログの普及、そしてWeb2.0というパラダイムシフトによって、ウェ
ブというメディアが旧メディアに劣らない影響力を持ち始めたのである。

1.4 Web1.0時代のウェブ

　『日本人の情報行動 2000』によると新聞紙上に「ホームページ」という言葉が登場する
ようになったのは 1993年以降のことである（川上, 2001a, p.251）。郵政研究所の調査では
1998年 2月に 1,023万ページだったホームページ数は、2000年 2月には 4,255万ページ、
2004年 2月には 8,590万ページへと増加している（郵政研究所, 2004, p.15）。なお、2008
年の国内のブログの総記事数は 13億 5000万件である（総務省情報通信政策研究所, 2008,
p.3）。
　インターネットの発展と普及によって情報の一方的な消費者から、自らも情報（コンテン

ツ）を制作・発信する消費者へと変貌した人々は、どのようなスタイル（形式）で、どのよう

な情報を発信するようになったのだろうか。ここではまずWeb2.0以前、つまり「Web1.0」
時代の国内の個人ホームページの開設理由・動機に関する先行研究をもとに、情報発信者

となったユーザのモチベーションを確認してみたい。

　ブログが登場する前の 2000年前後のウェブページ、いわゆる「個人ホームページ」は、
標準状態ではコミュニケーションやフィードバックの仕組みを持っておらず、「情報は単

に『置かれて』いるにすぎず、他者の目に触れる保証はない」（川浦ら, 1999, p.134）もので
あった。ホームページをアップロードして公開しても、それが読まれたかどうかを知る手

段がなく、読者からの反応を待つしかないという点では受動的な情報発信だったのである。

　この時期の池田と柴内の調査によって、ホームページをもつ動機として「情報の呈示」

「自己表現」「コミュニケーション」の３因子が提示されている（池田・柴内, 2000）。なお、
この「コミュニケーション」という因子は「知り合いへの近況・情報提供」「団体などの情

報発信交換」といった項目から成っており、一方的な情報伝達に近い性質のものであり、現
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在のようなインタラクティブなコミュニケーションとは意味合いが違っている。

　また山下は「どのような情報を提示するかに関わらず、ウェブコミュニケーションは、

いずれも『自己表現』であり、ウェブページを区別させるのは、自己表現の仕方の差にす

ぎない」（川上, 2001a, p.258）と主張して、(1)間接的か直接的か、(2)自己中心か情報中心
か、によって個人ホームページを「個人属性タイプ」「内面表出タイプ」「情報編集タイプ」

「作品展示タイプ」の 4タイプに分類した（山下, 2000）。この主張は、当然ながら現在の
ウェブ・コミュニケーションの発展を想像できなかった時点のものであるが、Web1.0時代
のウェブがいかに自己表出・自己表現の手段としてしか機能していなかったかが窺えるも

のとなっている。

　非商用の個人ホームページを自己開示（性別・年齢・職業などの客観的属性を公開する

こと）・自己表出（内面的な自分を公開すること）の観点からとらえた石井の国際比較研究

（石井, 1999）では、日本・アメリカ・中国の３カ国のそれぞれ約 400の個人ホームページ
（各国語のYahoo!の個人ディレクトリから無作為に抽出）を、氏名・性別・年齢・職業など
の「属性」、生い立ち・趣味などの「自分の紹介」、日記・エッセイ・詩または小説・写真

の有無などの項目によって内容分析を行った結果、日本人は自己開示度はもっとも低いが、

自己表出度はもっとも高いという結果が出た。表 1.1で示されるように、日本人のホーム
ページは日記やエッセイをコンテンツとする割合が高い、言い換えると表現欲求が強いこ

とがわかるのである。

表 1.1: 自己表出を含むホームページの比率（%）
　日本　 アメリカ 　中国　

日記 23.5 8.3 3.7
その他のエッセイ 67.1 36.9 21.5
詩・小説 9.9 10.1 9.8
注）各項目は独立であり、重複する可能性がある。

（出所：石井 (1999）より筆者作成）

　川浦らは、ウェブで日記を公開しているユーザ約 400人を対象として調査フォームを使っ
たアンケートを行い、その中で「日記が主として自己に向けて書かれているのか、それと

も他者に向けて書かれているのか、また日記の内容が事実中心なのか、それとも心情中心

なのか」（川浦・山下・川上, 1999, p.136））という分類を行なった（表 1.2）。

表 1.2: ４つの日記タイプ
日々の生活の記録を自分のためのの覚書として残す 自己-事実：備忘録型 24.4%
日々得た情報を他の人に提供できる 他者-事実：日誌型 24.1%
他の人に自分という人間を知ってもらえる 他者-心情：公開日記型 23.1%
自分で自分のことを理解することができる 自己-心情：狭義の日記型 14.3%
特に理由はない 13.3%

（出所：川浦ら (1999）より筆者作成）

　これによると事実中心が心情中心よりもやや多く、「狭義の日記型」で自分のためだけに

14



ウェブ日記を書くユーザは多くないことがわかる。また同調査における日記の継続意向に

関する分析では「被理解満足を得ることが日記の継続意向を促す」（川浦ら, 1999, p.141）こ
とが明らかにされ、自分の日記が他者に読まれ理解されることが満足感につながることが

わかった。ウェブ日記は「まったく読者を想定しない閉じた自己表現ではなく、やはり何

らかの読者を想定したコミュニケーション」（前掲書, p.142）だったわけであり、ただ読者
の存在を確認するための手段がなかったため、アクセスカウンターや掲示板など読者から

のフィードバックを得るための機能が発達してきたのではないかというのが川浦らの考察

である。

　以上のように「ホームページ」という呼称が一般的であったWeb1.0時代のウェブは、「自
己表出動機が、ウェブページをもつこと、そしてそれを維持するための主要なドライブ」

（川上, 2001a, p.259）であり、個人の表現欲求を満たすための場としては機能するように
なったものの、フィードバックの手段が普及しておらず、またGoogleのような検索システ
ムもまだ成熟していなかったため、書き手の承認欲求や関係欲求などが充足されるまでに

は至らなかったとみられる。

　情報呈示や自己表現といった動機に関してはホームページを公開するだけで比較的容易

に充足されるものの、コミュニケーション動機を満たすためにはメールフォームやアクセ

スカウンター、掲示板等の設置、相互リンクの依頼など専門的知識と能動的なアクションが

必要とされるため、物理的・心理的に高い障壁があった。この障壁を取り除いたのがウェ

ブログというプログラムだったわけであるが、システムとしてのブログの詳細については

後述する。

1.5 Web2.0時代のウェブ

1.5.1 ブログの普及

　 1990年代は、まだウェブという新しいメディアの活用法が確立していなかったため、企
業や行政などのウェブサイトは新聞や雑誌のような印刷物のスタイルを踏襲したものが中

心で、そこではまだ情報の送り手（サイトの運営管理者）と受け手（サイトの訪問者／閲

覧者）の関係は固定的なものであった。電子掲示板のようなインタラクティブなサービス

はあったものの、「荒らし」や「スパム」が増えることから管理運営にかかる人的負担が大

きくなり、訪問者とのコミュニケーション・ツールとして採用するサイトはしだいに減っ

ていった。

　個人のウェブサイト運営に関しては、HTMLや FTPなどに関する知識と技術を持ったご
く一部のユーザに限られており、維持管理コストも必要なことから、誰でも気軽に公開で

きるようなものではなかった。そのブレイクスルーとなったのが、ブログなのである。ア

メリカで開発された CGI（ウェブサーバ上で動作するプログラム）であるブログを使うこ
とで、ウェブに関する知識や技術がなくても簡単に自分個人のウェブページを公開するこ

とができるようになった。アメリカでは「9.11同時多発テロ事件」をきっかけに、マス・
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メディアに対する不信感が高まっていたこともあって、個人の自由でオープンな言論の場

としてブログ利用者が一気に広まった（ローゼンバーグ, 2009[2010]）。日本では 2003年に
プロバイダが無料のサービスとしてブログサービスを開始したことにより、便利で手軽な

日記ツールとしてユーザ数を増やした。総務省の調査によると、2009年 1月時点でブログ
登録者数は約 2,695万人にのぼる（総務省情報通信政策研究所調査研究部, 2009, p.5）。
　こうしてブログを利用した個人ウェブサイトの数が世界中で爆発的に増え、プロフェッ

ショナルではない情報の送り手が氾濫することとなったわけである。

1.5.2 Web2.0というパラダイムシフト

　Web2.0とは、ゼロ年代半ばに起きた「Webというインターネット上の環境の大きな変
化そのものを示していると同時に、その新しいトレンド」（小川・後藤, 2006, p.19）のこと
であって、特定の技術やサービスを指す言葉ではなく、特に定まった定義があるわけでも

ない。

　RSSフィードを使った情報配信、Ajaxによるウェブ・アプリケーションの「リッチ」化、
外部APIを使ったマッシュアップなどといったこの時期の新しいウェブ・テクノロジーに
よって、ゼロ年代半ばからGoogleやAmazonを筆頭に国内ではSNSの「mixi」、「価格.com」、
「@コスメ」、「クックバッド」などといったユーザ参加型のウェブサービスが急速に台頭し
成功を収めたために、Web2.0は新しいビジネスの鍵を握るキーワードとして 2001年前後
に起きたネットバブル崩壊後の IT業界を活気づけた。「Web2.0の幕開けで、インターネッ
トビジネスはふたたび、あのわくわくするような成長機会の地平線を切り開いたかのよう

です」（西川, 2006, p.6）という IT企業の代表者の言葉にもWeb2.0に寄せる期待の強さが
わかる。けれども、こうした IT企業の目に映っていたのはウェブサービスの顧客としての
広告主（企業）や利用者としてのユーザであって、新しいウェブサービスの真の主役とな

り始めていた「発信者としてのユーザ」に注目する言説は少なかった。技術決定論やビジ

ネスの文脈で語られたWeb2.0のブームの陰に隠れて、ウェブで着実に進行していた市民革
命が看過されていたのである。ブームが落ち着いた今、もう一度Web2.0の意味とその真価
を問い直してみる必要があるだろう。

　日本でWeb2.0の概念を普及させる一翼を担ったベストセラー『ウェブ進化論』の中で梅
田望夫は、Web 2.0の本質を「ネット上の不特定多数の人々（や企業）を、受動的なサービ
ス享受者ではなく能動的な表現者と認めて積極的に巻き込んでいくための技術やサービス

開発姿勢」（梅田, 2006, p.120）としている。注目すべきは「送り手へと変化した受け手」を
指摘している点である。ブログの人気の高まりとともにユーザ参加型ウェブサイトが主流

となり、ウェブサイトの設置管理者が情報の送り手で、訪問者が受け手であるというよう

な〈サーバ・クライアント〉モデルでは、もはやユーザとメディアの関係を捉えられなく

なった。送り手と受け手という縦（垂直方向）のつながりだけでなく、ファイル共有ソフト

「ナップスター」で有名になった〈P2P〉モデルに代表されるように「受け手と受け手」また
は「送り手と送り手」同士という横（水平方向）のつながりが生まれたという点も、Web2.0
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的なウェブの特徴である。ウェブサイトはAjaxやマッシュアップ等の新技術の恩恵を受け
てコミュニケーションのためのプラットフォームとして機能するようになり、利用者であ

るユーザが情報やメッセージを発信し交換する主体となりはじめた。こうしてウェブとい

うメディアにおいては、送り手と受け手の関係が逆転、あるいは崩壊して区別することが

難しくなった。こうしたパラダイムシフトこそがWeb2.0の本質と言えるのである。
　ゼロ年代は、Web2.0という革命が起きた 2003年～ 2006年を境に、Web1.0時代とWeb2.0
時代に分けることができる。Web1.0時代は個人ユーザの立場からするとHTMLや FTPな
どの知識と技術が必要とされた「ホームページ」の時代であり、ウェブのインタラクティ

ブ性もまだ充分には生かされておらず、参加したくてもできない時代であった。Web2.0に
よってユーザ参加型ウェブが登場して、いわば情報の民主化が起きた。その後はWeb2.0的
なサービスが定着し、やがて 2010年以降にはスマートフォンによるコミュニケーション
とソーシャルメディアが世界的に普及して、一般のユーザがオンライン／オフラインの区

別を意識することなく日常的に情報の受発信とコミュニケーション活動を行うようになり、

「ポストWeb2.0」とでも呼ぶべき時代を迎えているのが現状である。

1.5.3 「情報の自給自足」時代

　 A.トフラーは 1980年にベストセラーとなった『第三の波』の中で、生産者と消費者が
同一だった農耕文明という第一の文明の後、生産者と消費者が厳密に分かれる第二の文明

の波があり、やがて自動化によって必要なものを自ら作り出す「生産=消費者（Prosumer）」
の時代が来ると予測していた（トフラー, 1980, p.353）。
　日本では大塚英志が『定本物語消費論』の中で「もはや生産者はいない。自らの手で商品

を作り出し、自らの手で消費する、無数の消費者だけがいる」と書いた（大塚, 2001, p.20）。
　これらはメディアにおける生産者と消費者の関係にも当てはまるものである。送り手と

受け手の二項対立モデルが確立していたマス・メディアの時代の後にやって来たのは、人々

がコンテンツを自らの手で生産しながら同時に消費もする、いわば「情報の自給自足」時

代なのである。そこでは仲介者としてのマス・メディアは必要とされず、利用者が情報を

ダイレクトに交換するための「場」（プラットフォーム）だけがあればよいことになる。

　こうしたコンテンツ交換の場として機能している代表的なウェブサイトに、YouTubeと
いう動画共有サービスがある。2006年にサービスを開始したYouTube（www.youtube.com）
は世界規模でユーザ数を増やし、2015 年 10 月現在で「毎月の利用者数は 10 億人以上」
（YouTube公式サイト「統計情報」https://www.youtube.com/yt/press/ja/statistics.html 2015年
10月 1日閲覧）に達し、もはや動画コンテンツに関しては世界のデファクト・スタンダー
ドとなっている。

　YouTubeが人気を集める理由の一つとして、徹底した「ユーザ志向」が挙げられる。YouTube
というウェブサイトの管理者（YouTube社、現在はGoogle社が所有）自体は、オリジナル・
コンテンツを作っていない。ユーザにコンテンツ発表のための「場」を提供しているだけ

であり、テレビ局がハード（送信設備）とソフト（番組制作）の両方を所有して、視聴者

の自由なアクセスを許さない姿勢をとってきたのとは対照的である。
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　ユーザたちはYouTubeのサイト上に自由にコンテンツをアップロードし、閲覧し、コメ
ントを書き込み、コミュニケーションを図る。前述したYouTube「統計情報」（2015年 8月
1日閲覧）によると、全世界で 1分あたり約 100時間ぶんの動画がアップロードされてお
り、毎月約 60億時間以上の動画が視聴されている。YouTube社は管理者としてコンテンツ
に関しては権利問題等に関わる最低限のコントロールだけを行い、利用者にとって便利な

サービスを無償で提供しつづている。これこそパブリック・アクセスの究極の姿と言える

だろう。旧メディアが上意下達式のメッセージ伝達だったのに対し、YouTubeをはじめと
するWeb2.0的ウェブサービスの多くはオープンでフラットな水平方向のコミュニケーショ
ンの場として機能しているのが特徴である。そしてYouTubeというメディアを活用してい
る者の多くは、送り手（動画コンテンツの制作者）でもあり同時に受け手（訪問者・閲覧

者）でもあるユーザたちなのである。

1.6 ポストWeb2.0

1.6.1 SNSの時代

　ブログブームが一段落した 2006年頃、国内では日本製の SNS（ソーシャル・ネットワー
キング・サービス）であるmixi（ミクシィ）が人気を集めはじめた。mixiは招待制で非実
名利用が大半であり、情報やコンテンツがオープンではないこともあって先行研究は利用

者へのアンケート調査が中心となり、その数も多いとはいえない（例えば、川浦ら, 2005;
小寺, 2009;寺島・三浦, 2013など）。また、提供されるサービス内容や機能が短期間で次々
と変更されたこともあって長期的な調査の対象とするには難しいサービスであった。

　 2004年にサービスを開始した mixiは 2006年頃からユーザ数を増やし、2007年末で約
1,000万ユーザにまで成長し、特に大学生を中心とした若い世代の支持を集めた。mixiの
登場によって活動の場をブログからmixiに乗り換えたユーザも多いようで、実際にブログ
を観察していると「最近もっぱらmixiがメインになって、ブログの方は放置気味」という
内容のエントリーを見かけることも少なくない。具体的な数を把握することは困難だが、

mixiの普及がウェブでのコミュニケーション行動に強い影響を及ぼし、ブログ放置・閉鎖
の大きな原因の一つになったことは否定できないだろう。

　ではブログよりもmixiが好まれた点はどのようなものだったのだろうか。
　mixiは実名ではない IDの利用が推奨されていたものの、登録には既存のmixiユーザか
らの招待を必要としていたため「マイミク」（mixi上で承認し合った友達）の多くはオフラ
インでの友人知人であることが多く、実際には「既存の友人同士がオンライン上において

も仲を深め合うという目的に適ったツール」（寺島・三浦, 2013, p.61）であった。つまり、
ブログのようにオープンなサービスを使って見知らぬ人との出会いと交流を楽しむよりも、

会員制 SNSという閉鎖的なネットワーク内での友人知人との濃密なコミュニケーションを
楽しむことに重点が置かれていたのである（高谷, 2011）。mixiは、多少の本音を語っても
「炎上」が起きにくい比較的安全なゲーテッド・コミュニティのような存在だったとも言え

る。
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　当初のmixiの主なコンテンツは「日記」と「コミュニティ」であり（川浦ら, 2005, p.91）、
日記に関しては好意の返報性が働いてマイミクからコメントが寄せられることが普通で、

たとえコメントが残っていなくても「足あと」機能によってマイミクが自分が更新した日記

を読んだかどうかを知ることができた。つまり「誰が自分の日記を読んでくれたか」を具

体的に確認することが可能で、ブログのアクセスカウンターよりも確実に承認欲求や関係

欲求を充足することができた。これがブログからmixiに乗り換える最も大きな理由であっ
たと推測される。川浦らの調査でmixiの主な利用内容として「他人の日記を読む」「日記を
書く」「他人の日記にコメントをつける」に次いで、「足あとをチェックする」が 76.9%（複
数回答）で４番目に多かったという結果（川浦ら, 2005, p.95）にもそれは表れている。
　一方でマイミクとは無関係なメンバーで構成される「コミュニティ」には、現在の LINE
のような知り合い同士のグループ・コミュニケーション的な機能だけでなく、共通の属性

（趣味・興味関心・地域・年代・学校・仕事等）によって未知のユーザ同士をつなげる役割

もあり、匿名ならではの情報交換が活発に行われていた。mixiコミュニティでのコミュニ
ケーションによって、関係欲求や成長欲求、貢献欲求などが充足されていたと推測される。

　やがて mixi利用が長期化してくると、「mixi疲れ」と呼ばれる現象が表面化し始めた。
マイミク同士のコメント交換がなかば義務化してしまうことで、日々の儀礼的なコミュニ

ケーションが精神的な負担となって投稿をやめたり退会したりするユーザが増えた現象の

ことである。「足あと」を残したのにコメントを残さなかった行動を「踏み逃げ」と呼んで

嫌悪するユーザが表れるなど、マイミクという濃密な人間関係のマイナス面が現れ始めた

のである。『ソーシャルメディア白書 2012』（pp.76-77）によると、主要コミュニケーショ
ンサービス 6つ（ブログ、Twitter、mixi、Facebook、GREE、mobage）のうち、「ソーシャル
メディア利用をやめた理由」で「人間関係に疲れた」が最も多いのはmixi（9.1%）であっ
た（2位は GREEの 4.4%、最も低いのは Twitterの 1.9%）。
　また Twitterや Facebookの台頭とともにmixiは独自のサービス（招待制や足あと）を変
更・廃止するなど迷走し始めたこともあってユーザ離れが進み、2015年現在のmixiは SNS
としてはほとんど機能していない状態になっている。ただし、2005年以降にブログ・ユー
ザの一定の層がmixiに移行したことは否定できない事実であり、ユーザがブログでの表現
欲求よりも SNSでの関係欲求を志向するようになったことを示唆していると言ってよいだ
ろう。

1.6.2 ソーシャルメディアの時代

　「ソーシャルメディア」という言葉の定義は定まっていないが、「一般消費者が自ら参加

し発言することでつくられるメディアの総称」（武田, 2011, p.18）のような説明が代表的な
ものである。ソーシャルメディアという言葉は 2007年頃から書籍のタイトル等で使われて
いたが、検索動向が分かるグーグルのツール「Googleトレンド」では 2009年以前のデー
タはボリューム不足で表示されず、検索結果が増えたのは 2010年以降になってからである
（藤代, 2010）。2015年 7月現在、Wikipediaの「ソーシャルメディア」には具体的なサービ
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スとして電子掲示板やブログ、SNS、動画共有サイト、アマゾンのカスタマーレビューな
どが載っており、代表的なプラットフォームとしては Facebookと Twitterが挙げられてい
る。つまりソーシャルメディアにはかなり広範囲なサービスが含まれるわけであるが、本

論文でソーシャルメディアとして取り扱うのは、ソーシャルメディアという言葉が一般的

に使用されるようになった 2010年以降になって利用者を急増させた Facebookと Twitterに
限定することとする。

図 1.1: 国内のソーシャルメディア利用者数の推移
（出所：総務省「平成 24年版情報通信白書」）

　国内のアクティブ・ブログ数が 2006年以降は 350万ブログ程度で横ばい状態が続いてい
るのに対し、図 1.1（総務省平成 24年版「情報通信白書」, p.233）で我が国におけるソー
シャルメディアの利用者数（アクティブ・ユーザ数）の推移を見てみると、2009年初頭に
はほとんどアクティブ・ユーザがいなかった Twitterは 2009年下半期から利用者が急増し
2010年上半期には 1,000万ユーザを越えた。同じく 2009年時点で国内でのアクティブ・
ユーザがほとんどいなかった Facebookは、2011年上半期に急増して 1年で 1,000万ユー
ザを越えている。「2012年までは、アーリーアダプター層、アーリーマジョリティー層の
利用にとどまっていたが、2013年に入ってからはレイトマジョリティー層にも普及し、ま
さに現代のコミュニケーションツールとして確実に定着」（深谷, 2014, p.38）している状況
であり、ゼロ年代が終わろうとする 2010年になって、ウェブには「ソーシャルメディア革
命」とも呼ぶべき新たな変化が起きたとみられるのである。

　 Twitterと Facebookを代表とするソーシャルメディアに共通する特徴は、「ソーシャル」
という言葉が含意しているように関係志向だという点にある。

　 Twitterは当初「マイクロブログ」「ミニブログ」などとも呼ばれていたことからもわか
るように、ブログによる情報発信を簡略化したサービスとみなされていた。ただし利用目

的はブログとは大きく異なっており、「フォロー／フォロワー」にはmixiの「マイミク」や
Facebookの「友達」のような承認手続きを必要としないため、比較的希薄な関係（弱い紐

20



帯）を気軽に構築することが可能で、ブログのようなコメントシステムもないために、双方

向の濃密なコミュニケーションよりも一方的な発信、いわゆる「つぶやき」に適したサービ

スである。自己呈示が中心となっているという点ではブログよりもむしろ初期の個人ホー

ムページに似ているといえる。

　しかし G. M. Chen（2011）が行なった Twitterの「利用と満足」調査では、Twitterを頻
繁に利用すればするほど、リプライやメッセージなどの機能を使って「他のユーザとつな

がりたい」という欲求の充足度が高まるという結果が出ている（Chen, 2011）。Twitterが生
み出す弱い紐帯によるつながりが一種の所属感覚を生み、関係欲求を充足させているとい

うのである。つまり、利用開始時点での動機は自己呈示であっても、長期的に利用してい

るユーザにとっては、ツイートの内容（コンテンツ）からよりもむしろ Twitterを利用した
コミュニケーションのプロセスから充足を得るようになる。こうした他のユーザとの〈ゆ

るやかなつながり〉に Twitterならではの特徴があるといえるだろう。
　世界最大の SNSである Facebookは、単純に言うと mixiから「足あと」機能を省いて
「いいね！」ボタンによってコメント負担を大幅に軽減したシステムである。実名制を基

本としてプロフィールを明らかにすることが推奨されている点がmixiとは大きく異なる。
Facebookは mixiと同様にオフラインでの友人知人との結びつきを強化するためにも用い
られる（Lampe et al., 2006）だけでなく、弱い紐帯でつながるユーザ同士の社交的機会と情
報共有を増大させる役割もある（Ellison et al., 2007）とされている。Facebookが提供する
機能が多様であることから、ユーザによって利用動機が異なり多様なスタイルで用いられ

ているのである（Smock et al., 2011）。いずれにせよ「友達」の関係構築・維持が Facebook
の主要な利用動機となっているのは確かである。

　こうしたソーシャルメディア革命の背景にはもう一つの大きな革命的変化が関係してい

る。それはスマートフォンの普及である。

　日本では 2008年 7月に販売が開始された iPhoneをきっかけに、携帯電話からスマート
フォンへのシフトが進み、総務省の調査では 2010年に 9.7%だった普及率が、2011年に
29.3%、2012年に 49.5%、2013年 62.6%へと加速している（総務省「平成 26年版情報通
信白書」, p.169）。2015年 3月に内閣府が実施した消費者動向調査によると、スマートフォ
ンの普及率は 60.6%、タブレット型端末の普及率は 28.3%となっている（内閣府「消費者
動向調査」, 2015）。
　調査会社ニールセンが 2015年 5月に発表したインターネット利用動向によると、2014
年度のスマートフォンからのインターネット利用者数は 19%増加し 2015年 4月で約 4,800
万人、一方で PCからの利用者は横ばい～微減で推移して 5,100万人となっており、2015年
度中にはスマートフォンからのインターネット利用者が PCからの利用者数を上回る見込
みとなっている（ニールセン株式会社, 2015）。
　つまり人々のインターネット利用端末に関しては、パソコンからスマートフォンへとい

う新たなパラダイム・シフトが起きて、2010年代は「スマートフォンを使った各種コミュ
ニケーション・サービスへのアクセス」が情報行動の主流になりつつあるのである。

　インターネット利用端末の変化に伴う影響（例えば、スマートフォンでは長い文章の入

力には向いていないが写真やビデオの撮影・加工・アップロードというプロセスは容易で
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ある、等）や、ユーザの情報行動の変化（例えば、自宅での PC利用から移動中のスマート
フォン利用へのシフト等）が背景にあるため、ユーザの志向がブログからソーシャルメディ

アへと移行したのだと単純化することはできない。しかし前述したmixiブームはスマート
フォンの時代よりも前に起きたものであり、ゼロ年代半ばからウェブユーザの間で SNS志
向、関係志向へのシフトが少しずつ進んでいたことは否定できないだろう。

1.7 リサーチ・クエスチョン

　こうしたゼロ年代のウェブというメディアをめぐる時代状況を受けて本研究の起点となっ

たのは、

　

「人々はなぜ情報の受動的消費者から主体的生産者へと変容したのだろうか？」

　

というリサーチクエスチョンである。

　ホームページによって自己表現が可能になったから、自己表現活動を行うようになった

のか？ ブログによってコミュニケーションが可能になったから、コミュニケーション活動

が活発になったのか？ つまり、ウェブ・テクノロジーの進歩が人々の情報行動を規定して

きたのだろうか？ テクノロジー以外の要因がそこにあるのではないのか？

　こうした疑問を解明するために、まずはゼロ年代の人々の情報行動を分析するフレーム

ワークの構築に向けて、以下の章で先行研究を検討してみたい。
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2
理論的枠組

2.1 メディア・オーディエンス研究

2.1.1 はじめに

　1950年代に社会心理学者のクルト・レヴィンが、人間の行動（Behavior）は個性（Personality）
と環境（Environment）の関数であるという「場の理論」（B=f(P, E)）を提唱した（レヴィ
ン, 1951[1956]）が、ゼロ年代の情報環境の急激でダイナミックな変化とインターネットに
よって拡張されエンパワメントされた個性の発揮によって、まさに人々の行動は大きく変

わり始めている。

　ゼロ年代に起きたメディア革命の要因の一つは、テクノロジーの革新によってウェブと

いう新しい双方向メディアがようやくその真価を表し始めて、潜在していた多数のユーザ

がオンラインの世界に「参加」するようになったことである。マス・メディア時代には受

動的な情報の消費者にならざるを得なかった人々が、情報を「生産し、発信し、交換する

消費者」へと変貌したのである。その結果として、ウェブに発信される情報量が爆発的に

増大し、人々のライフスタイルが大きく変化した。スマートフォンに代表されるウェブ端

末を日常的に携帯する人々にとって、もはやオンラインとオフラインの境界は曖昧であり、

ウェブというバーチャルな空間はすでにリアルな日常生活の一部になったといっても過言

ではない。Apple Watchや Google Glassのようなウェアラブル端末の登場により、こうし
た「バーチャル空間のリアリティ化」が今後さらに加速していくのは間違いないだろう。

　このように急速に変容しつつあるメディア・ユーザ像を現段階で捕捉するために、まず

は 20世紀のマス・メディア時代のユーザ像を確認しておく必要があるだろう。この章で
は、マス・メディアの時代に「メディア・オーディエンス」と呼ばれたユーザがどのよう

に研究されてきたかをごく簡潔にレビューしてゆく。

　メディアとその利用者の相互作用に注目したのは「マス・コミュニケーション効果研究」

や「受容研究」と呼ばれるアプローチである。それは新聞やラジオ、テレビといったメディ

アが、大衆としての読者や視聴者にどのような影響を与えるのかという視座に立つ研究で

あった。
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2.1.2 マス・コミュニケーション効果研究

　本研究が主題とする人々のウェブ利用と情報行動の変化に関しては、1920年代から 1980
年代にかけてアメリカやイギリスを中心に行われたマス・コミュニケーション効果研究お

よびオーディエンス研究の延長線上にあるものと位置づけている。

　「効果研究（Effects Research）」とは、メディアがどのように受け手であるオーディエンス
の行動に影響を及ぼすのかを問題としたものである。そして効果研究の歴史は同時に「受

け手の能動性」を巡る議論の歴史でもあった。メディアの受け手ははたして受動的なのか

能動的なのか、そもそも「能動」の定義とは何なのか、そうした論争が長く続いてきたわ

けである（Katz & Foulkes, 1962; McQuail, Blumler & Brown, 1972; Morley, 1988; Hall, 1980;
Lull, 1991;児島, 1988;高橋, 1998）。しかしインターネットという新しいメディアが登場し
てから、この議論は停滞しているように見える。そもそもインターネット（ウェブ）はマ

ス・メディアと呼べる性質のものなのか、ウェブの利用者を「受け手」あるいは「オーディ

エンス」と呼ぶべきなのかなどという点に関して、メディア・オーディエンスを研究して

いるロス &ナイチンゲールも「オーディエンスとメディアの双方について再考すること」
（ロス &ナイチンゲール, 2003[2007], p.184）の必要性を主張しているものの、原著が書か
れた 2003年の段階では新たなオーディエンス像を提示することはできなかった。
　ここではまずインターネット誕生以前の 20世紀の先行研究を振り返ってみる。一般にマ
ス・コミュニケーション効果研究においてはメディアの普及過程に応じて全体を 3期また
は 4期に区分することが多いが、ここではマス・メディアの普及過程だけでなくオーディ
エンスの変容についても考慮しつつ、全体を 4期に分類した金山智子の分類モデル（2006）
を基本としながら、第 III期をロス &ナイチンゲールのモデル（2003[2007]）に従ってさら
に 2つに分け、全体で以下の 5つの段階に分類して概観する。

　 I期：強力効果理論（1920～1940年代）
　 II期：限定効果説（1940～1960年代）
　 III期：強力効果理論への再帰（1960年代後半）
　 IV期：アクティブ・オーディエンスへの注目（1970年代）
　 V期：パブリック・アクセスの始まり（1980～1990年代）

I期：直接効果理論（1920～1940年代）
　この時期は新聞と映画がメディアの中心であり、後にラジオが普及するようになった。

オーソン・ウェルズの『火星からの侵入』というラジオ番組で人々がパニックになったケー

スから判るように、まだ人々にメディア・リテラシーは備わっておらず、限定されたメディ

アが非常に強いコミュニケーション効果と影響力を持っていた時代である。この頃のオー

ディエンスは「強力なマス・メディアの影響下にさらされた無力な『孤独な群集』」（田崎・

児島, 2003, p.11）のように、極めて受動的な存在として捉えられていた。
　この時期の研究としては、映画が観客（特に子供）に与える強い影響力を調査の結果明

らかにした LashleyとWatsonらの研究（Lashley & Watson, 1926）や、第一次世界大戦中の
米軍兵士の統制に及ぼすメディアの影響を調べた Lasswellの「プロパガンダ理論」などが
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ある（Lasswell, 1971）。前者はメディアの影響力の強さをピストルで人々の心に直接弾丸
を撃ち込むイメージで捉えたことから「弾丸理論」とも呼ばれている。

II期：マスコミの限定効果説（1940～1960年代）
　 1940年代に入ると、社会調査の手法が確立されたことにより実証研究が増えた。この時
代には以下に挙げるようないくつかの研究成果が出ているが、いずれも I期の直接効果理
論を否定するもので、マス・メディアが人々に与える影響力はそれほど大きくはなく効果

も限定的であるという点で共通していた。特に、メッセージが送り手であるマス・メディ

アの意図通りに受け手に伝わるとは限らず、その「過程」にある要因の影響力が強いとい

う観点から研究が進められた時代であった。

　この時期に Lazarsfeldらによって行われるようになった「利用と満足（Uses and Gratifica-
tions）」研究は、少数サンプルを対象にした詳細なインタビュー調査を採用して、受け手が
マス・メディア（クイズ番組や連続ドラマ）をどのように利用し、どのような心理的充足を

得ているかを明らかにしようとしたものであり、受け手の能動性に注目した研究であった

「ピープルズ・チョイス」

　 Lazarsfeldらは選挙の際にマス・メディア（当時は新聞・雑誌・ラジオ）が有権者
の投票行動にもたらす効果を調査し、マス・メディアが有権者の投票意思決定に関し

てそれほど強い影響力を持たなかったことを明らかにした（Lazarsfeld et al., 1944）。
マス・メディアが伝えたメッセージは、まず「オピニオンリーダー」（社会やコミュ

ニティのリーダー、学校教員など社会的尊敬を集める人々）のフィルタを通ってから

多くの人々に伝えられるというように、コミュニケーションに「2段階の流れ」があ
ることを指摘したのである。

「イノベーションの普及」

　農村社会における新技術の普及過程を調査したロジャーズは、マス・メディアは「認

知」の段階では重要で影響力を持つが、「評価」の段階になるとパーソナル（対人的）

なコミュニケーションの方が重要であると説明している（ロジャーズ,2003[2007]）。
これは現在のマーケティング・ビジネスにおいて重要視されている「クチコミ」の影

響力を証明する理論でもあるため、再評価を受けつつ現在でもロジャーズの研究は続

けられている。

　「コミュニケーションの流れ」と呼ばれるこれら一連の研究によって、コミュニティに

おける人々の意思決定と行動に関しては、マス・メディアよりもパーソナル・インフルエ

ンス（個人的影響力）の方が大きいことが証明された。つまりオーディエンスはマス・メ

ディアの情報を単純に受け入れるだけの存在ではないし、オピニオンリーダーと呼ばれる

一部のオーディエンスは、収集した情報を自ら選別・加工して別のオーディエンスへ再発

信するという能動的な活動をし始めたことがわかる。

　現代では「アルファブロガー」や「キュレーター」と呼ばれる人たちが、ウェブという

バーチャルなコミュニティにおけるオピニオンリーダーとして、ウェブ上の膨大な情報を
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取捨選択する役割を果たして強い影響力を持っている（佐々木俊尚, 2011）ことから、この
時期の実証研究が再評価され注目されているといえよう。

III期：強力効果論への再帰（1960年代）
　この時代は「テレビの時代」である。テレビという非常にインパクトの強いメディアが

現れて急速に普及したことにより、限定効果理論へと流れていた考え方が、再び強力効果

論へと回帰することとなった。テレビの与える影響について調査した研究は数多くあるが、

この時期の代表的な理論を以下に挙げる。

アジェンダ・セッティング

　McCombs & Shawによる研究では、限定効果説が証明したようにマス・メディア
には社会問題について人々の態度を形成するうえでの影響力は強くないものの、「ど

の社会問題を話題にするか」というアジェンダ・セッティング（議題設定）の面で強

い喚起力を持っていると主張した（McCombs & Shaw, 1972）。選挙や戦争等の外交政
策などといった報道においてマス・メディアが何をニュースとして扱うかによって、

人々の関心も大きく変わってくるというわけであり、ここでは視聴者は受動的な存在

とみなされることになる。

沈黙の螺旋理論

　Noelle-Neumannが提唱した理論で、マス・メディアの支配的な意見や世論によっ
て反対意見をもつ少数者が孤立や拒絶を恐れて発言を控えるようになってしまい、そ

の沈黙が連鎖していくというものである（Noelle-Neumann, 1974）。その結果、政治
的な意思決定などにおいて少数派の意見が反映されなくなってしまうわけである。

　現在ではこうした「多数の小さな声」を社会的な孤立を恐れずに匿名で発信できる

場として、ウェブが重要な役割を果たしていると言える。

培養分析理論

　現在でも凶悪な少年犯罪が発生すると「メディアが犯罪行為に及ぼす影響」という

ものがしばしば話題になるが、1960年代～ 70年代にテレビと暴力の関係について調
査を行ったGerbnerらは、それが特定の番組や作品による一時的・短期的な影響では
なく、人々が長期間にわたってテレビを見続けることにより「培養」されるものだと

考えた（Gerbner & Gross, 1976; Gerbner, Gross, Morgan & Signorielli, 1984;佐々木輝
美, 1996）。これもテレビというメディアの強い影響力と視聴者の受動性を指摘する
理論であった。

IV期：アクティブ・オーディエンス（1960年代後半～1970年代）
　テレビという強力なメディアの出現によってその効果や影響に焦点を当てる研究が盛ん

になる一方で、受動的なオーディエンスとして一面的に捉えられてきた受け手に注目して

主体性・独立性・能動性などを考慮した研究も行われるようになった。「オーディエンス研

究の関心はメディアがオーディエンスに対して（to audiences）何を成したかではなく、オー
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ディエンスがメディアで（with media）何を成し遂げたかに集中しはじめ、その受動性では
なく行為体性が重要視されてきた」（ロス &ナイチンゲール, 2003[2007], p.92）のである。

「利用と満足」研究

　「コミュニケーションの流れ」研究においては、視点が〈マス・メディア→オー

ディエンス〉であったのに対し、1940年代に始まった「利用と満足」研究における
視点は〈オーディエンス→マス・メディア〉である。つまり、オーディエンスがマ

ス・メディアをどのように利用し、また利用することでどのような心理的充足感を得

ているかを主眼とした。初期の「利用と満足」研究は分析が主観的すぎると批判され

て停滞していたが、大量観察法や統計的分析手法を採用することによってこの時代

に再び脚光を浴びることとなった。「利用と満足」研究によって、送り手側であるメ

ディア（テレビ、新聞、ラジオなど）が想定もしていないような利用のされ方がある

ことがわかり、目的に応じて主体的にメディアを選択し、多様な満足を得ようとする

「アクティブ・オーディエンス」の存在が明らかとなった。多くの先行研究があり、

初期のウェブ研究に応用された事例も多いことから、この後の節で詳細に検討する。

エンコーディング・デコーディングモデル

　 S. Hallは、送り手であるマス・メディアによってエンコード（記号化、意味付け）
されたメッセージを、受け手が自由にデコード（記号解読）しているのだという「エ

ンコーディング・デコーディングモデル」を提唱した（Hall, 1980）。デコーディング
はオーディエンスの社会階級やサブカルチャーなどの社会的属性により異なり、メッ

セージにはオーディエンスごとに「多様で主体的な読み」があるという考えである。

メディア・コミュニケーションを〈送り手 vs受け手〉のような硬直した二項対立モ
デルで捉えるのではなく、多様な社会的属性（特に階級関係）をもつ送り手と受け手

が時に協調したり対立したりするせめぎあいの中に見出そうとする姿勢である。オー

ディエンスを受動的な受け手ではなく「能動的で主体的な読み手」として捉えようと

した点が画期的であった。

V期：パブリック・アクセスの始まり（1980～1990年代）
　マス・コミュニケーション効果研究は 1980年代（テレビの時代）までを中心に語られ
ることが多いのだが、2000年前後から始まったウェブ時代への橋渡しとなるこの時期のメ
ディア事情についても簡単に触れておくことにする。

　この時期は視聴者のメディア・リテラシーが高くなり、日本でもテレビ局の視聴率至上主

義や「やらせ」問題などマス・メディアに対する不信から、一般市民のメディア・アクセス

（パブリック・アクセス）が活発になりはじめた時代である。また、日本では当時「ニュー

メディア」と呼ばれたケーブルテレビ（CATV）やコミュニティ FMの番組制作に一般市民
が参加するようになり、地域に根ざした情報発信活動が生まれた。マス・メディアの扱わ

ないローカルな情報や、社会的マイノリティなど特定のコミュニティのためにニッチな情

報を発信し始めたのである（児島・宮崎, 1998;金山, 2007;田村・白水, 2007）。
　一般市民がテレビやラジオといったメディアを利用して主体的・能動的にメッセージを
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発信しはじめたという点では意義のある活動であったが、後のパソコンとインターネット

を駆使したデジタルで低コストな情報発信とは異なり、既存のマス・メディアのスタイル

を踏襲したものにすぎず、また高価な機材や専用施設等に依存した活動であったり、制作

する作品のクォリティが一定しないなどの点で普及と継続性には限界があった。

　従来の、せいぜい「能動的な受け手」に過ぎなかったオーディエンスの中から、コミュ

ニティ FMやケーブルテレビの番組制作に参加し「生産する消費者」となる者が現れたと
いう点では画期的であると言えるが、国によってパブリック・アクセスの状況が異なるこ

とや、その後押し寄せたインターネットの大波に飲み込まれた感もあって、先行研究の多

くは実態調査レベルにとどまっており（例えば、羽島, 2000;松浦・小山, 2008;松本, 2009
など）、制作に携わった人々のモチベーションや満足度など心理面に着目した研究はほとん

ど見られない。

2.1.3 利用と満足研究

　マス・コミュニケーション効果研究が誕生して以来、研究者の間では「メディアの受け

手は受動的かそれとも能動的か」という〈アクティブ・パッシブ論争〉が続けられてきた

（高橋, 1998, p.137）が、受け手の能動性を最も早くから追求していたのは「利用と満足」研
究であった（児島, 1988, p.243）。
　「利用と満足」研究（Uses and Gratifications Studies）は、マス・コミュニケーション研
究の分野において情報の受け手であるオーディエンス（視聴者・読者）が、マス・メディア

が発信する情報を「どのように利用し、また、利用することで、どんな心理的満足感を得

ているのか」（田崎・児島, 2003, p.29）を明らかにし、メディアやメッセージに主体的に接
触し多様な充足感を得ている能動的な受け手（アクティブ・オーディエンス）の存在に焦

点を当てようとする研究である。従来のマス・コミュニケーション研究では、情報の送り

手側からの視点で、マス・メディアが受け手に与える効果や受け手の反応に注目していた

のに対して、1940年代に始まった「利用と満足」研究では、受け手側の視点からマス・コ
ミュニケーションの機能や役割を分析しようとした点が新しかった（Lazarsfeld & Stanton,
1944; Herzog, 1944; Berelson, 1949）。
　また、それまでのマス・コミュニケーション研究が投票や大量観察法など定量的な調査

を行ってきたのに対して、初期の「利用と満足」研究では少数のインフォーマントを対象に

して詳細な面接を行うなど、質的な手法を採用したところに特徴がある。ラジオのクイズ

番組（Herzog, 1940）やソープオペラ（Herzog, 1944）の聴取における心理的充足を調べた
Herzogや、子供たちのコミックに対する興味の発達過程を調べたWolfe & Fiske（1949）、
新聞を読む際の心理を調査した Berelson（1949）らの研究が代表例である。この時期の調
査によって、例えば新聞読者がニュース源としてだけでなく、番組欄や天気予報など日常

生活の道具、息抜き、有名人のゴシップ、知識の披露などといったさまざまな購読目的を

持っているという、マス・メディアの受け手の多様性の一端が明らかにされたのである。し

かし「利用と満足」研究は、少数の事例研究が中心であったこと（クイズ番組のケースは

11人、ソープオペラのケースは 100人、新聞のケースは 60人が面接対象者であった）や、
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研究結果として利用動機や欲求充足のリストを提示するにとどまったこと、その分類が研

究者の主観に基づいたものであるなど、代表性や一般化に関して方法論的限界に直面する

こととなった。

　その後しばらく「利用と満足」研究は停滞していたが、1960年代にテレビ番組を対象と
して統計的調査手法を採用した新たな「利用と満足」研究の取り組みが始まり、その成果

として以下のような代表的な充足類型が示された。

　テレビ・ラジオの番組で視聴者がどのような満足を得ているのかを調査したMcQuailら
が提示した 4つの類型（McQuail, Blumler & Brown, 1972）。

1. 「気晴らし（diversion）」

2. 「対人関係（personal relationship）」

3. 「自己確認（personal identity）」

4. 「環境監視（surveillance）」

　マス・コミュニケーションの活動を分析したWrightが、マスコミの活動を個人の機能に
も当てはめた充足の 4つの類型（Wright, 1974）。

1. 「環境監視」

2. 「社会調整」

3. 「文化の伝承」

4. 「娯楽」

　Katsらが示した、メディアに関連する欲求の 9つの類型（Katz, Gurevitch & Haas, 1973）。

1. 「自己についての認知欲求」

2. 「自己についての情緒的欲求」

3. 「逃避の欲求」

4. 「家族との関係を強めようとする欲求」

5. 「友人関係に関する欲求」

6. 「国、社会、世界に関する認知的欲求」

7. 「国、社会の統合に関する欲求」

8. 「伝統、文化に関する欲求」

9. 「他者の理解や接触に関する欲求」

　「気晴らし」や「娯楽」「逃避の欲求」などの類型は、まだ双方向性が確立していなかった

初期の段階のインターネットの利用と満足研究でも出現しており、メディアの受動的利用

を示すものである。一方で「環境監視（ニュースによって自分で物事を判断する）」や「文

化の伝承」など視聴者の能動性を示す類型や、「対人関係（番組を家族や友人との話題に利

用する）」「友人関係に関する欲求」など他者との関係を志向する類型も出現しており、そ

れぞれの研究成果に共通項もみられる。
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　Katzら（1974）は、この時期にアメリカだけでなくイギリスやスウェーデン、フィンラ
ンド、日本、イスラエルなどにおいても利用と満足研究が盛んになった状況を受けて、そ

れぞれの研究の出発点は異なるものの、いずれの研究もより大きな体系化に向かっている

のだと説いた（Katz, Blumler & Gurevitch, 1974）。それぞれの研究は「マス・メディアや他
の情報源に対する期待を生み出す欲求の社会的・心理的要因が、異なったタイプのメディ

ア接触（あるいは他の行動）を導き、その結果、欲求充足やその他の結果、おそらくは意

図しなかった結果をもたらす」（前掲書, p.510,筆者訳）という基底理論のうち、①「マス・
メディアや他の情報源」②「期待」③「欲求」④「社会的・心理的要因」⑤「異なったタイ

プのメディア接触（あるいは他の行動）」⑥「欲求充足」⑦「その他の結果」などの異なる

部分に関心を持っているものの、全体の研究の方向性は一致しているというわけである。

　「利用と満足」研究は、1970年代に再び方法論的な批判を受けたものの、1980年代には
さまざまな理論的統合の試みが行われるなど、紆余曲折を経て現在に至っている研究手法

である。受け手の能動性に注目し多様な解釈の存在を明らかにしたことなどインターネッ

ト研究に与える影響も大きく、実際に現在のインターネットやウェブの各種サービスに関

する研究手法としても採用されており数多くの先行研究がある（第 3章参照）。インター
ネットとユーザの相互作用は多種多様であり、もはや「利用」という表現で単純化するこ

とはできないこと、複雑で多様化したユーザの欲求を限られた選択肢によるアンケート調

査等で捉えられるのかという点に関して疑問が残ることなどは今後検討すべき課題である

と言える。

2.1.4 カルチュラル・スタディーズの視点

　「利用と満足」研究は、たとえばテレビのニュースに対して多様な解釈が生まれた場合

に、それを受け手である視聴者個人の心理的要因によって分析しようとしてきた。その点

を批判し、多様な解釈の由来を受け手である個人が属する社会の問題として捉え、階級や

サブカルチャーなどの社会的要因も含めて分析しようと試みたのが、階級社会であるイギ

リス出身の研究者 S. Hallであった。
　Hallは、マス・コミュニケーションにおける送り手のエンコーディング（記号化）と受
け手によるデコーディング（記号解読）というプロセスを重視した（Hall, 1980）。それま
での効果研究のようにコミュニケーションを〈送り手 -受け手〉の単純な二項対立モデル
で独立したもの（個人の心理的反応）として捉えるのではなく、送り手であるマス・メディ

アの社会的・歴史的文脈と受け手が属するサブカルチャー間という社会的関係性の中で繰

り広げられる「意味のせめぎあい」にこそメディアの受容過程があるのだと捉える。「優先

的意味」（preferred meaning）を付加したメッセージを生産し発信しようとする送り手のマ
ス・メディアへ批判的な視線を向けながら、受け手の能動性にも社会的な観点から注目し、

受け手の数だけ多様なデコーディングつまり多様な解釈が存在すると考えた点が評価に値

するといえる。

　このエンコーディング・デコーディングモデルを使ってテレビ視聴についての具体的な

調査を進めたのがD. Morleyである。Morleyは当時イギリスで人気のあった Nationwideと
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いうニュース番組を、さまざまな階級・さまざまなサブカルチャーに属する視聴者がどの

ように解釈しているのかを明らかにしようとした（Morley, 1980）。その結果、受け手の階
級によって番組の解釈が分かれるということはなく、複雑で重層的な解釈の在り方が明ら

かとなったわけだが、この調査の中でテレビというメディアの「家庭的（domestic）」な側
面に注目したMorleyは、続く Family Televisionにおいて、家族という社会的な文脈におけ
るテレビ視聴に関する調査を行なった（Morley, 1986）。この調査では、Nationwide研究の
際に行った実験環境下でのビデオ視聴というバイアスの強い手法ではなく、参与観察や長

時間のインタビューなどエスノグラフィ的な手法を採用し、より日常的な状況におけるメ

ディア接触を観察することによって、家族内における男女間の力関係というジェンダーの

問題などを考察した。

　多様な解釈を生みだす背景にある社会的要因を重視して、ジェンダーやエスニシティと

いった観点から「オーディエンス・エスノグラフィ」という質的手法を採用した Hallや
Morleyらカルチュラル・スタディーズの視座と手法は、「批判的受け手研究の内部からも
外部からも様々な批判が提示されている」（阿部, 2003, p.143）ものの、本研究におけるブ
ログ・エスノグラフィに強い影響を与えている。批判の多くは、エンコーディングするマ

ス・メディア側の権力の問題が分析視野に含まれていないというものであり、本研究が扱

うゼロ年代の「フラット（対等）な」コミュニケーション構造（佐々木, 2007）において
は考慮すべき問題とはならないと思われるからである。「支配-従属関係の中での権力闘争」
（阿部, 2003, p.145）という図式はウェブというメディアに対しては当てはまらない。
　かつてマス・メディアという「支配的権力」が構成していた社会的現実の中にあって、各

種マイノリティの存在は軽視されるか、または存在しないものとして扱われてきた。しか

しゼロ年代になってメディアの権力構造が一変し、ブログなどの対等なウェブ・コミュニ

ケーションによって浮かび上がってきたのは、送り手であるユーザが置かれている多様な

社会的現実であった。ゼロ年代の研究者は、無数に浮上してきた新たな〈送り手〉たちに

注目する必要に迫られていると言えるだろう。

2.1.5 ゼロ年代のメディア・オーディエンス像

　前述してきた先行研究は、テレビやラジオなどのマス・メディアが人々に与える効果や、

マス・メディアを利用する人々の動機を調査したものであった。いずれにしろマス・メディ

ア対オーディエンスという関係を前提としたフレームワークだったわけである。ゼロ年代

に起きたメディアのパラダイムシフトによって人々のメディア参加（「オーディエンスのメ

ディア化」と呼ぶべきかもしれない）が一般的になったことにより、送り手と受け手の間に

境界線を引こうとする行為は、もはや不可能であるし無意味なことになったと言えるだろ

う。こうした状況を受けて、オーディエンス研究者のロス &ナイチンゲールは「オーディ
エンスは死んだ」（ロス &ナイチンゲール, 2003[2007], p.205）と宣言したのである。
　ロス & ナイチンゲールは、メディアと人間の関わり方が多様になった今、オーディエ
ンス研究には新たなアプローチが必要だとして、「メディア・エンゲージメント（media
engagement）」という概念を提唱している。日本における代表的なオーディエンス研究者で
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ある高橋利枝によると、それまではメディアに対して「接触（exposure）」「視聴（viewing）」
「利用（use）」など、ある特定の関わり方に限定されて論じられてきたが、「エンゲージメ
ント」という言葉は「例えばテレビのスウィッチを入れるという単純な行為から政治的な

関与（political engagement）に至るまで、またマス・メディアからインターネット、ケータ
イなどモバイル・メディアに至るまで多様なメディアとの多様な関わり合いを内包」(高橋,
2007, p.53)しており、受動的か能動的などといった二項対立を越えた中立的な概念である。
　つまり、今日のようなメディア環境においては、人々がメディアに対して受動的なのか

能動的なのかといった区別をすることに意味はなく、単に「メディアに関わっている」と

いう表現しかできなくなったというわけである。スマートフォンやウェアラブル端末のよ

うなモバイル機器の普及とともに、オンラインとオフラインあるいはリアルとバーチャル

といった境界もますます曖昧になりつつある。

　インターネット（ウェブ）という新しいメディアの日常化によって、オーディエンスと

いう概念そのものの再考が迫られている現在、効果研究や受容研究は「新しいオーディエ

ンスを研究するために、私たちは新しいアプローチと手法を必要とするのであろうか。そ

れともこうした新しいメディアを取り巻く社会的コンテクストにおいて研究をするために、

『古い』アプローチと手法を適用させることができるのだろうか」（ロス &ナイチンゲール,
2003[2007], p.195）と戸惑い足踏みをしている。そこで本研究は、ゼロ年代のウェブの主
役となった〈コンテンツを生産・発信し交流し合う無名の個人ユーザたち〉を分析するた

めの新たな理論の枠組みを提示する。

　「マス」から「多数の個」と変容した人々の多様な情報行動を理解するために、文化人

類学、ポストモダン消費者研究、コミュニケーション論、社会心理学などの分野での先行

研究の成果も横断的に参照しながら「ゼロ年代のユーザ像」を歴史的・社会的・文化的文

脈の中で明らかにしたい。
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2.2 生活史研究

2.2.1 概念の整理

　ここでは、本論文の先行研究のもう一つの源流となっている、〈個人の生活記録に基づい

た質的研究〉について検討する。

　この分野の先行研究には「生活史研究」「ライフ・ヒストリー研究」「ライフ・ストーリー

研究」「オーラル・ヒストリー研究」などがあり、これらの諸概念には「多くの共通項があ

りながらも、微妙な照準の違いもある」（小倉, 2011, p.138）だけでなく、同じライフ・ヒ
ストリー研究者でも「問題とする領域、分析方法、聞き手と語り手の関係性の捉え方等に

ついて異なった考え方を持っている」（江頭, 2007, p.15）という複雑な事情がある。そうし
た諸概念の差異に関する詳細な検討は本論文の趣旨とは逸れるため、ここではあくまで単

純化した分類を試みることとする。

　「ライフ・ヒストリー（生活史）」は、

・「語られるライフストーリーだけではなく個人的記録などによって構成される個人の

伝記のこと」（桜井, 2005, p.8）

・「個人の一生の記録、あるいは、個人の生活の過去から現在にいたる記録のこと」

（谷, 1996, p.4）

・「個人の生涯を社会的文脈の中で記述したもの」（有末, 2012, p.6）

などと定義され、具体的には口述史（オーラル・ヒストリー）、自伝、伝記、日記、手紙、

写真、ビデオなどといった生活記録を資料として、時系列的に個人の人生を編成したもの

である。

　ライフ・ストーリーは、人生の一時期や生活の一コマをインタビューを通して語ったも

ので、個人の生（ライフ）についての口述の物語である。「通常、インタビューによって個

人の経験的語りが録音され、文字おこし（トランスクリプトの作成）がなされ、一つのま

とまりをもった語りとして再構成されたものが研究資料としてのライフストーリーである」

（桜井, 2012, p.6）とされているが、対話的構築主義の立場をとる桜井は、ライフ・ストー
リーを単なる資料というよりも「語り手と聞き手の相互行為による共同作品」であると位

置づけている。

　オーラル・ヒストリー（口述史）は「歴史的な経験や過去の出来事の表象に焦点が当て

られるライフストーリーの下位概念」（桜井, 2005, pp.8-9）であり、調査者と対話をしなが
ら生まれてから現在までの歴史を語ってもらう手法である。政治史や労働史、地域史など

の歴史研究の手法として発展してきた。「あくまでも研究関心は個人の人生や生活にあるの

ではなく歴史叙述にあるところが、オーラルヒストリーの特質である」とされている（桜

井, 2012, p.11）。
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　本研究が試みるブログ・エスノグラフィは、インタビューに基づいた口述テキストを資

料とするものではなく、ウェブ日記という調査対象者本人が自発的に記述したテキストを

資料として採用するため、上記のうちライフ・ヒストリー研究法の一種であると考えるこ

とができる。

2.2.2 ライフ・ヒストリー研究

　ライフ・ヒストリー（生活史）とは前節でも述べたように「個人の一生の記録、あるい

は、個人の生活の過去から現在にいたる記録」（谷, 1996, p.4）、そして「個人の生涯を社会
的文脈の中で記述したもの」（有末, 2012, p.6）であり、インフォーマント本人が口述した
もの、または調査者の協力のもとに記述されたテキストである。口述記録だけでなく自筆

の手紙や日記、自ら撮影した写真やビデオ映像などの生活記録もデータとして扱われるこ

とがある。社会心理学者のBlumerはライフ・ヒストリーを「個人の進化し続けるキャリア
をフォローすることができる記録（a record which permits one to follow the developing career
of the person）」（Blumer, 1939, pp.41-42,筆者訳）としており、パーソナリティというのは
静的なものではなく進化し続けるものであるため、発達過程の中で捉えることが重要であ

り、ある特定の時期の「断面図」からは確かめることができない性質のものだと説いてい

る（前掲書, pp.41）。つまり、人生の断面図を切り取るようなアンケート調査ではなく、時
間的な奥行き（パースペクティブ）を持った多様なデータを扱っていることがライフ・ヒ

ストリー研究の最大の特徴といえる。

　ライフ・ヒストリー研究は 1920年代のシカゴ学派の諸研究が源流となっており、Thomas
& Znanieckiの“The Polish Peasant in Europe and America”（1918-1920）、Andersonの“The
Hobo: The Sociology of the Homeless Man”（1923）、Shawの“The Jack-Roller : A Delinquent
Boy’s Own Story”（1930）などの優れた作品によって脚光を浴びたが、1940年代になると
社会学の分野で実証主義の傾向が強まり、人間の経験を数値に置き換えて客観化しようと

する数量的分析や大きな理論によって人間と社会を統合しようとする抽象理論化が求めら

れるようになったため、ライフ・ヒストリー研究を含め質的調査法全般が停滞期を迎える

こととなった。

　 1959年になってMillsが“Sociological Imagination”の中で「個人の生活と社会の歴史
とは、両者を理解することなしには、どちらも理解することはできない」（Mills, 1959, p.3,
筆者訳）と質的研究の必要性を主張したことから、再び質的研究法への関心が高まり始め

た。やがて 1978年にスウェーデンで開催された国際社会学会において、「（社会学は科学的
な言説を生み出そうとするがために）社会が具体的な人びとによって構成されていること

を忘れている」（ベルトー, 1997[2003], p.15）と主張するフランス人社会学者ダニエル・ベ
ルトーらがライフ・ヒストリー法のセッションを大成功させた（15ヶ国の研究者によって
20本の論文が発表された）ことにより、「ライフ・ヒストリー法リバイバル」が起きた。
　ベルトーはその成功を以下のように解説している。

　このまったく予期していなかった成功は、世界中の社会学者のあいだに強い

期待、つまりいわくいいがたい期待、社会学的思想をなんらかふたたび人間的
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なものにしたいという願いの存在することをあきらかにした。実際、社会学的

思考は、どのような理論的な志向であろうと、認識の場から具体的な男性と女

性、歴史性を保持する人（すなわち、歴史の流れに働きかける能力を授けられ

ていながら、歴史のなかに埋もれている人）を排除していたのであった

（ベルトー, 1997[2003], p.21）

　個人の日記や生活記録として書かれたブログは、ライフ・ヒストリーという観点から捉え

ることにより、ライフ・ヒストリー研究の手法を応用して分析することが可能となる。ラ

イフ・ヒストリー法の特性としては、

1. 時間的パースペクティブを内蔵しているので、対象を過程として把握することが可能
であること

2. 全体関連的な対象把握を志向すること

3. 主観的現実に深く入り込み、内面からの意味把握が可能であること

であり（谷, 1996, p.11）、本研究が試みるブログ・エスノグラフィという手法にも同様のこ
とが言える。

　口述される生活史（ベルトーはこれを「ライフストーリー」と呼んでいる）に対しては、

インタビューとライフストーリーを区別するものは何か？ 主体が話すことを信頼できるの

か？ ライフストーリーは、生きられた経験の主観的な再構成とはちがうものなのか？ 客

観的な内容をもつものなのか？ などといった疑問や批判があるが、ベルトーはこうした批

判に対して、「エスノ社会学的なパースペクティブ」を用いて見解を示している。それは、

ライフストーリーの収集を繰り返し行うことにより、つまりある程度の事例の数によって、

それぞれのケースの個別の実態を超えて一般的な価値をもつモデルの飽和にいたることが

可能になるという見解である（ベルトー, 1997[2003]）。次節で述べるように、Blumerも同
様の見解を表明している。

　ライフ・ヒストリー法は「流動化する社会状況のなかで社会問題が個人化し、従来の概

念ではとらえきれない新たな生のリスクや生きづらさが噴出している現代社会において、

このようなライフストーリーをめぐるコミュニケーションは、新たな生のリスクや生きづ

らさを適切にとらえていく概念的手がかりを創造する契機となりうる」（藤田・北村, 2013,
p.103）と期待されている研究法であり、これをブログ・エスノグラフィに応用することに
よって、ゼロ年代の複雑なウェブ・コミュニケーションを理解する新たな手がかりとする

ことができるはずである。

2.2.3 生活記録の活用

　「社会科学における多くの方法論は、ある一時点での情報しかアクセスしないし、過去に

起きたことがらにアクセスしたいと思っている研究者は通常、その事象に関連する研究参

加者の記憶に頼るしかない」（アラシェフスカ, 2006[2011], p.228）と言われるように、多く

35



のアンケート調査やインタビューは、インフォーマントの人生における「ある一時点」で

の心情・記憶の断片を切り取って分析するものであり、過去の事象を扱おうとする場合に

は「回顧によるバイアス」（重要な記憶が失われたり歪められたりする）の影響を強く受け

ることになる。そこで、ある事象や人々の生活・人生・文化といったものを長いスパンで

観察・分析しようとする場合には、長期にわたる参与観察を行なったり、長期にわたって

記録された資料を分析することになる。

　日記や手紙、写真、ビデオなどの個人的な生活記録（ライフ・ドキュメント、ヒューマ

ン・ドキュメント）は「一人の行為者として、そして社会生活の参加者として、個人の行為

を明らかにする個人的経験の報告文書」（Blumer, 1939, p.29,筆者訳）であり、あくまで主
観的な記録であって客観的な真実ではないものの、社会学の分野では貴重な資料とされて

きた。研究資料としての生活記録の価値が最初に注目されたのは、1918-1920年に Thomas
& Znanieckiによって刊行された“The Polish Peasant in Europe and America”（『ヨーロッパ
とアメリカにおけるポーランド農民』）とされている。この研究は、アメリカに移住した

ポーランド農民がアメリカ社会に同化していく過程を、手紙、自叙伝、新聞記事、裁判記

録、社会的機関による記録という 5種類の生活記録を徹底的に活用して調査したものであ
る。ヒューマン・ドキュメントと呼ばれる生活記録と参与観察をベースとした「シカゴ学

派」と呼ばれるアメリカの社会学は、この研究成果からスタートし、1940年代初頭まで活
発に調査研究が行われた。シカゴ学派の Blumerも、ポーランド農民に関する生活記録の
データを「代表性（representativeness）」「適切性（adequacy）」「信頼性（reliability）」「解釈
の妥当性（validity of the interpretation）」などの点で批判しつつも、データの絶対量が無視
することのできない、代表性と一定の適切性と信頼性を与えると考えており、この記念碑

的研究が社会科学にもたらした貢献として（1）社会生活における主観的な要因を研究する
必要があることを明示したこと、そして（2）人間的ドキュメントを、とりわけ生活記録を、
研究資料として提案したことなどの 8項目を指摘して高く評価している（Blumer, 1939）。

　社会心理学者の見田宗介は「時代の心情の記号」には２つの系列があり、一つは「民衆

自身の手によって書かれたドキュメント」（投書・投稿、手紙や日記や生活記録など）であ

り、もう一つは「大衆芸術」（流行歌、舞台芸能、大衆文学、映画など）であるとした。そ

して見田は「書く」能力と心の用意を前提とするために文書記録から再構成される民衆の

範囲は「知的大衆」に限定されるとして、流行歌の方を題材として分析を行なったのであ

る（見田, 1967, pp.7-8）。見田のモチベーションは「生活者大衆」の視点から歴史を捉える
ことにあり、「一人一人の人生の夢と現実が、それぞれにかけがえのない彩りをもってひし

めき流れる奔流として歴史をみるとき、それは何という奥行きと迫力をもって迫ってくる

ことか」「歴史というものを、私自身もそこに参与する無数の無名の人びとの一回かぎりの

人生の、確執や幻想や打算や愛や献身のひしめく総体としてもういちどとらえなおしてみ

たい」（前掲書, p.7）という強い願望であった。
　この論考が書かれた 1960年代後半とは異なり、ゼロ年代は老若男女を問わず多くの生活
者大衆がウェブという公開の場で生活記録や個人的な意見・感想を書き、気軽に心情を表

現する時代となった。日記はもはや知的大衆の特権ではなくなったのである。そしてブロ

グという新しいスタイルの生活記録には見田が言うような「無数の無名の人びとの一回か
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ぎりの人生の、確執や幻想や打算や愛や献身のひしめく総体」があふれている。

　「1930年代中期以降、ラザースフェルドやパーソンズの、一層『科学的』でより非主観的
なアプローチが優勢になるにつれて、この生活記録をめぐる議論はその後は活発さを失っ

て」（プラマー, 1983[1991], p.90）しまい、その後は「個人記録による研究は殆ど無視され
てきた」（前掲書, p.74）わけだが、それから約 70年が過ぎてゼロ年代を迎え、メディアも
メディアを利用する人々の意識も大きく変化し、メディア・リテラシーは向上した。誰で

も入手可能な生活記録がウェブ上に無数にあふれている今、そして「科学的で非主観的な」

定量的研究の限界が強く意識されるようになってきた今こそ、質的な生活記録の調査は再

び注目を集めるべきテーマと言ってよいであろう。

2.2.4 生活記録としての日記

　最近のライフ・ヒストリー研究・ライフ・ストーリー研究はいずれもインタビュー調査

による口述記録が核となっており、日記という調査対象者本人によって自発的に記述され

ていたテキストに注目したものではない（中野万亀子著・中野卓編（1981）『明治四十三
年京都　ある商家の若妻の日記』などの例外もある）。桜井はインタビューの相互行為のあ

り方に注目して、「インタビューの場こそが、ライフストーリーを構築する文化的営為の場

である」（桜井, 2002, pp.30-31）と重視しているものの、ホームページやブログで公開され
ている日記に関しては、貴重な個人的記録であることを認めながらも「それらがこれまで

の日記とどのような変質をとげているのかは、これからの研究課題になるだろう」（桜井,
2005, p.149）と記述するのみであって、他の研究者も含めていまだブログを研究対象とし
て取り扱ってはいないのが現状である。

　生活記録の中でも、特に日記に記述されたテキストは「そのテキストの外界にある社会

的リアリティの特徴を反映するもの」（アラシェフスカ, 2006[2011], p.173）として、時代
や文化を知るうえでも資料価値が高い。また経験の直接の影響下で書かれることが多い日

記は「同時期に現下に起った公私両方の出来事の流れを、そのまま書き留めているもので

ある。（中略）それらは過去についての感想を『にわかに』思い起したのではなく、絶えず

変化する現在を日々記録しようと努められたもの」（プラマー, 1983[1991], p.28）であるこ
と、つまり回顧によるバイアスの少ないリアルタイムな生活記録として重要な価値を持つ

ものなのである。

　これほど価値が高くとも資料として入手困難という欠点を持っていた日記であったが、

特に携帯電話やスマートフォンといったモバイル機器からブログや Twitterなどに近況を投
稿することが日常化している現在においては、1日の終わりにまとめて記述されることが
一般的であった日記とは異なり、「××なう。」という表現に代表されるように、写真を交

えながら現在進行形の行動や心情を 1日のうちに何度も更新しているユーザも珍しくはな
い。それはもはや「日記」ではなく、「分記」や「秒記」（川浦, 2011, p.249）とでも呼ぶべ
きものと言える。さらにはごく個人的な日常の一コマを動画というメディアで記録したり、

ウェブ上の不特定多数の視聴者に向けてライブ配信するといった「個人の日常生活の生放
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送」的な事例も増えつつあり、今後もさまざまなスタイルで個人の日記的な生活記録が発

信され蓄積されてゆくことが予想される。それらは検索や分析が容易なデジタル・データ

であるため、新しいメディアを使った生活記録の分析方法の確立が求められているといえ

よう。
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2.3 エスノグラフィという手法

　ここでは、マス・コミュニケーション研究やメディア研究などの分野とは異なる視点か

ら送り手であるユーザを分析するためのフレームワークを検討する。有力だと考えられる

のは、文化人類学の分野で行われてきたエスノグラフィである。

2.3.1 伝統的エスノグラフィ

　エスノグラフィーは「民族誌」とも呼ばれて文化人類学の分野において発展してきた、参

与観察を基本とする調査研究手法である。ニューギニアのトロブリアンド諸島での参与観

察をもとに 1922年に書かれたマリノフスキーの『西太平洋の遠洋航海者』を原型としてい
ると言われ、欧米の研究者が世界各地の少数民族の生活や文化を研究し紹介するために用

いられていた。

　また社会学の分野においても 20世紀前半にシカゴ学派と呼ばれる米シカゴ大学の研究者
たちが中心となって数多くの研究が行われ、イタリア系移民のスラム街での参与観察をも

とにしたホワイトの『ストリート・コーナー・ソサエティ』（1943）のようにアメリカにお
ける移民問題をテーマとした参与観察を行うなどの成果をあげた。

　調査方法論としてのエスノグラフィは長期（数ヶ月から数年）に渡る参与観察を基本と

し、研究者自らがフィールドに入って観察をしたり現地の人々にインタビューをしたりし

ながら、その結果をフィールドノートに記録し分析のためのデータとするものである。た

だし近年では、参与観察を行わないインタビューや、自伝・日記・写真・映像・音声等を

データとする分析、ライフヒストリーなどの質的調査法も「エスノグラフィ的手法」とさ

れている。それらに通底しているのは「人や文化について『記述すること』」（藤田・北村,
2013, p.20）を重視するという姿勢である。
　しかし特に文化人類学の伝統的なエスノグラフィーに対しては、西洋の先進国（の主に

男性白人研究者）が南米やアジア、オセアニア、アフリカなど当時は後進国とされてきた社

会や民族を対象として優越的な立場から研究しているものであり、サイードらによって植

民地主義がその根底にあるのではないかという批判が起きた（サイード, 1978[1993]）。そ
して 1986年に歴史学者ジェイムズ・クリフォードとジョージ・マーカスが出版した『文化
を書く（Writing Culture）』によって、伝統的エスノグラフィをめぐる状況は大きく変わる
こととなった。クリフォードは従来の文化人類学者たちが〈事実を客観的に記述したもの〉

としてきた民族誌はあくまで「部分的真実（partial truths）」でしかなく、調査する側と調査
される側の間に非対称的な権力関係が存在すること、書き手による取捨選択が行われるこ

と、文化人類学という学問が西洋の権威を前提に成り立っているなどの問題点を指摘した

のである (クリフォード &マーカス, 1986[1996])。
　さらに近年になって社会のグローバル化が進み、インターネットによる情報流通の進展も

あって、それまで文化人類学が対象としてきた閉鎖的なコミュニティが減少あるいは消失

したために、「一定の地理的空間（「フィールド」）に集積する人々の集団（「コミュニティ」）

を前提として（中略）その集団成員（「メンバー」）たちに共有される行動規範・様式、価

値体系を研究対象としてきた」（木村, 2009b）エスノグラフィには限界が見え始めた。現代
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の文化人類学におけるエスノグラフィーはまだその壁を乗り越えてはいないとされている

（藤田・北村、2013）が、後述するオンライン・エスノグラフィ（バーチャル・エスノグラ
フィ）によって「地理的場所と境界によるフィールドではなく、フローと持続性にもとづ

く人々の集積としてのフィールド」（木村, 2009b）であるサイバースペース（ウェブ）へ
と調査フィールドを移す取り組みなど、エスノグラフィは新たな段階に差し掛かっている。

また臨床心理学や社会学など文化人類学とは異なる分野においても、学校や病院、企業な

どのコミュニティをフィールドとして、インタビューや参与観察によるエスノグラフィー

が盛んに実践されている。

　かつて批判の対象とされた「部分的真実」から社会を捉えようとする視点こそ、現代社

会に求められているのである。

2.3.2 オーディエンス・エスノグラフィ

　映画の観客やラジオ、テレビの視聴者などの「オーディエンス」は古くからメディア研

究の重要な対象となってきた。そうしたオーディエンスが日常生活のなかでどのようにメ

ディアを利用しているかを参与観察やインタビュー等によって調査しようとしたのが「オー

ディエンス・エスノグラフィ」という手法である。

　 1970年代、S.Hallが所長を務めていた英バーミンガム大学の CCCS（Centre for Contem-
porary Cultural Studies：現代文化研究センター）では、人々の日常生活に非常に強い影響力
を与えるメディアとしてのテレビに注目し、エンコーディング／デコーディング理論に基づ

いてオーディエンスの重層的で多様な〈読み〉に注目したメディア研究が実践されていた。

D. Morley（1980）は、それまでマス・コミュニケーション研究が調査対象としてきた「硬
い」ニュース番組ではなく、イギリスの庶民的でポピュラーな時事番組である Nationwide
を対象として、オーディエンスの日常生活の次元でのメディアとの関わりやコミュニケー

ションを捉えようとした。このオーディエンス・エスノグラフィの結果、テキスト（一つの

番組）の言説がオーディエンスのデコーディングを一方的に決定するわけではないことや、

オーディエンスの〈読み〉がテキストの〈本当の意味〉になるとは限らず、テキストはそ

のデコーディング過程において社会的な意味をめぐる抗争にさらされ、その意味はヘゲモ

ニー（合意のうえでの支配）によって決定されていくことなどが示された。さらに、オー

ディエンスの階級、人種、ジェンダーなどの社会的属性が〈読み〉を導き出すわけではな

く、それぞれの〈読み〉の間でも対立や交渉、葛藤などが絶えず繰り返されるという複雑

な構造が明らかとなった。こうした成果によって、オーディエンス・エスノグラフィの可

能性が示され、1980年代になってAng（1985）、Morley（1986）、Lull（1988）、Liebes and
Katz（1990）などによって盛んに継承されていくこととなった。
　カルチュラル・スタディーズの初期の調査は、エスノグラフィとはいっても単一のテレビ

番組視聴者を対象とした一度きりのインタビューやアンケートであったことから、かつて文

化人類学者が実践したように 1年以上もの時間をかけて現地の異文化を経験するといった
エスノグラフィとは異なるという方法論に関する批判もあった（Moores, 1993）ため、Lull
（1991）やGillespie（1995）などによって長期的で多角的な参与観察をもとにしたオーディ
エンス・エスノグラフィも行われるようになった。
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　カルチュラル・スタディーズは、社会的階級やジェンダーとセクシュアリティ、人種と

エスニシティといった社会問題やサブカルチャーなどにも注目し、権力構造や文化構造の

なかでメディア利用を捉えようとしてきたが、近年ではメディア研究の分野だけにとどま

らず、フィールドを学校や医療・看護の現場に移したり、ボランティアや障害者などを対

象としたエスノグラフィも盛んに行われている。

　現在オーディエンス・エスノグラフィが直面している一番の課題であり限界ともいえる

のは、インターネット（ウェブ）というメディアにおいては、肝心の「オーディエンス」が

もはや存在しないという現実である。インターネットのユーザは、単なる情報の受け手だ

けではなく、同時にコンテンツの生産者にもなり発信者にもなるという多元的な存在であ

る。オーディエンスというのはユーザの多様な側面のごく一部を表す呼称にすぎない。ブ

ログに関して言うならば、エンコードする側もデコードする側も一般の個人ユーザである

ことが多く、双方の社会的関係にはさまざまな組み合わせが考えられる。したがって送り

手と受け手の間に権力や階級といった構造を見出そうとするオーディエンス・エスノグラ

フィの手法をブログにそのまま適用させようとするのは困難である。けれども、ブログの

コンテンツをエンコードする側（書き手）とデコードする側（読み手）の間に複雑な〈意

味のせめぎあい〉が発生し、多様な読みが生まれるという点に変わりはない。そこでエン

コードする側、つまりウェブ・コンテンツの生産者・発信者に視座を移した研究が今後は

ますます重要となる。

　オーディエンス・エスノグラフィは「今日のグローバルな政治経済的、社会文化的権力構

造の中で、人々とメディア／ ITとの重層的な関与を明らかにし、新たな自己アイデンティ
ティや文化の生成について、理論的かつ経験的に考察」（高橋, 2005, p.363）しようとする
ものであり、たとえ「オーディエンス」という表現が「ユーザ」に変わっても、そのアプ

ローチが持つ価値は変わらないものであるといえる。

2.3.3 オンライン・エスノグラフィの可能性

　 90年台後半から急速に発展・普及したインターネットは、ゼロ年代半ばから第 2段階
ともいえる「インタラクティブなフェイズ」（Murthy, 2008, p.844）へと移行し、ブログや
Twitter、Facebook等のサービスを利用してごく個人的な行動を日常的に記録・発信したり、
他の不特定多数のユーザとコミュニケーションを図るユーザが増加した。2014年 4月時点
で Twitterのアクティブユーザ数は 2億 4000万人を超え、1日のツイート数は 5億ツイー
トにのぼる。Facebookのアクティブユーザ数は 2012年 9月に 10億人を超えた。世界中の
多くの人が、自分が現在どこにいて、誰と一緒で、何を食べているか、何を見ているかな

どのプライベートな行動を写真や位置情報などとともに公開しているわけであり、こうし

たデータを分析してゼロ年代に生きる人々のライフスタイルの変容を捉えようとする試み

が「オンライン・エスノグラフィ」である。

　これは 90年代からイギリスを中心に盛んに行われたオーディエンス・エスノグラフィのイ
ンターネット版と捉えることもできる。オーディエンス・エスノグラフィは「インタビュー

や言説・談話分析といった質的手法を用いて、家族（Morley, 1986）・女性たち（Pribram,
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1988）など、特定の社会集団によるマス・メディアの解釈の様相を明らかにする一連の諸
研究」（小川, 1992, p.157）であり、主としてテレビ番組の視聴者に対する調査であった。
　オンライン・エスノグラフィ（バーチャル・エスノグラフィ、デジタル・エスノグラフィ、

ネットノグラフィなどとも呼ばれるが、本論文中では「オンライン・エスノグラフィ」と

総称する）とは、ウェブというバーチャルな空間をフィールドとして調査を行う新しい手

法であり、「インターネットが現代社会に及ぼす影響を考えるのに適したエスノグラフィの

一形式」（Kozinets, 2010, p.1,筆者訳）である。伝統的なエスノグラフィはある一定の地理
的フィールドにおける人々のコミュニティや社会を前提として調査対象としてきたわけだ

が、グローバル化が進んだ現代社会においてはフィールドやコミュニティ、メンバーなど

といった概念の有効性が失われつつある。それらはいずれもオンライン（ウェブ上）に移

行して地理的・物理的制約を受けないバーチャルな存在になり、観察者が「現場にいるこ

と（being there）」にはもはや意味はなくなっている（Hine, 2000, p.62）。そこで、インター
ネットの電子掲示板やニュースグループ、メーリングリスト、チャット、SNSのコミュニ
ティ、オンラインゲームなどに調査者自身が（時には正体を隠して）参加してメンバーの

発言や行動を観察したり、直接インタビューを試みるなどのフィールドワークが行われて

きた。

　代表的な先行研究としては、パソコンやインターネットが普及する以前の 1980年代後
半に、WELL（Whole Earth‘Lectronic Link）という電子会議システムや IRC（チャット）、
BBS（電子掲示板）、MUD（Multi-User Dungeon：オンラインのロールプレイングゲーム）
などのバーチャル・コミュニティの魅力と可能性を参与観察によって紹介したラインゴー

ルドの『バーチャル・コミュニティ』（1993[1995]）や、同じく 2年に渡ってMUDに参加
してバーチャルな「キャラクター」について考察した Schaap（2002）などの例がある。た
だし、これらは 1980年代～ 2000年代前半の、いわゆる〈Web1.0時代〉の研究であり、ブ
ログや Twitter、Facebookなどのソーシャルメディアが一般化したゼロ年代後半において
エスノグラフィ的な手法を採用した調査研究はまだほとんど見られない。2013年に日本で
発行された『現代エスノグラフィ』の中ではインターネット空間に関するエスノグラフィ

については数行程度の記述しかなく、2000年代後半にアメリカで出版された質的研究に
関する代表的な書籍（O’Reillyの Ethnographic Method, 2005; Alaszewskiの Using Diaries
for Social Reseach, 2006; Silvermanの Doing Qualitative Research, 2005; 等）においてもオ
ンライン・エスノグラフィに関する記述は少ない、もしくはほとんどないのが現状である

（Murthy, 2008）。
　現代に生きる人々の多くは、バーチャルなオンライン空間とリアルなオフライン空間を

相互に行き来しながら、社会的な日常生活を送っている。オンライン空間での人々の言動

（ウェブでの発言）は、オフライン空間での言動とシンクロしている場合もあれば、まった

く独立している場合もある。特にウェブの場合は匿名で行動することが可能なために、オ

フラインとは別人格になりすましたり年齢や性別を偽ってふるまったりするなど、研究対

象としては非常に興味深いテーマがいくつもあり、ウェブ空間が日々拡大し人々の日常生

活や社会生活において比重を増している現在、オンライン・エスノグラフィが切り開く地

平には、社会的にも学術的にも大きな可能性があると考えられる。
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2.3.4 オンライン・エスノグラフィの問題点

　木村（2012）によると、オンライン・エスノグラフィーでは以下の２点が問題点として
指摘されている。

　一つは、協力者の本人確認が困難な点である。オンライン空間でユーザは実名・仮名・

匿名のペルソナを使い分けることが多く、国籍や年齢・性別・職業などの属性にしても、確

かめる手段はない。あくまでもユーザの「自称」でしかない属性に基いて、社会的集団に

関する調査研究が成り立つのかどうかという問題がある。

　もう一つは、協力者との信頼関係の構築が困難な点である。協力者にとっても調査者の

本人確認をすることが簡単ではないという点は同様であり、メールのやりとりだけで信頼

を得て、インタビューに適切に応じてもらえるかどうかは難しい。

　これらの問題点について検討してみたい。

　まず前者の「本人確認」という点については、確かにオンラインでの匿名性の高さは克

服しがたい課題である。しかし郵送による質問紙調査にしても回答者が本人であるという

保証はなく、対面インタビューにしても本人の語る属性が事実かどうかを確かめるのは実

は簡単なことではないことを考えると、オンラインの調査だけが抱える問題点とは言えな

いはずである。あくまで公開されているプロフィールが正しいと仮定したうえでの分析を

行うか、オンラインでのプロフィールや言動をオフラインの人格とは切り離して一つの人

格として扱うべきであろう。

　また後者の「信頼関係」という点についてであるが、本研究で今回採用する調査方法は

伝統的なエスノグラフィーとは大きく異なっており、フィールドをリアルな場所からバー

チャルな空間に移したというだけでなく、調査者がインフォーマントの前に姿を現さない

非接触型の観察手法を試みるものである。インフォーマントと直接的なインタビューや質

問メールのやりとりをあえて行わず、観察者がインフォーマントとまったく接触しないわ

けである。ブログの書き手に対して、コメント欄やメールなどを通じてコンタクトをとり、

テキストのやりとりによるインタビューを実施することは技術的には何の問題もなく可能

である。しかし、伝統的なエスノグラフィが抱えていた欠点、つまり、観察者の存在が大

きなバイアスとなってしまうという問題を克服するために、あえて観察者の存在を隠す方

法を採用した。インフォーマントには調査されているという意識がないため、ブログの記

述内容は自発的で自然なものである。したがって信頼関係の構築という点は特に問題とな

らないため、今回はこの点に関しては考慮しないこととした。

2.3.5 ブログ・エスノグラフィの可能性

　本研究が提唱する「ブログ・エスノグラフィ」はメディアの送り手としての人々に注目

したアプローチであり、無名の個人ユーザの日常的実践や個人間コミュニケーションを通

して現代人の情報行動を理解しようとするものである。

　「エスノグラファーは長期にわたって公然とあるいは隠然と人々の日常生活に関与する。

そこで起こることを見たり、話されることを聴いたり、質問をしたりする。実際、自分が
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関心を持っている事柄を明らかにするためには、手に入るデータはどんなものでも集める」

（Hammersley & Atkinson, 1983, p.2,筆者訳）と書かれた伝統的なエスノグラフィ研究者の
態度は、ブログ・エスノグラフィの姿勢にも通底するものがある。ブログ・エスノグラフィ

はウェブというバーチャルな空間をフィールドとして、一般の個人ユーザのブログを長期

にわたって観察しながらユーザの日常生活に「隠然と」寄り添い、日々のブログ・エント

リーやコメント、他のユーザとのコミュニケーション等をデータとして収集する。文化人

類学の伝統的なエスノグラフィの原点が（後に「植民地主義」として批判の対象となった

ものの）〈少数民族を観察し記述すること〉にあったとすると、ブログ・エスノグラフィの

原点もまた〈一個人、あるいは社会的マイノリティを観察し記述すること〉にあるという

点が共通している。また方法論としてのエスノグラフィは参与観察を基本として人や文化

を記述すること（藤田・北村, 2013, p.20）であるが、ブログ・エスノグラフィは個人の生
活記録であるブログをデータとして擬似同期的な参与観察によって人と文化を記述しよう

とするものである。

　参与観察という手法においては、部外者である調査者が調査対象とする集団に「はいり

こむ」（好井, 2006, p.37-40）ことは容易ではなく、信頼を得て話を聞き出すまでには相当
の時間と労力を要する。インフォーマントに受け入れられたとしても、調査者は「透明人

間」になれるわけではないため、例えばインタビューの際に調査者の社会的階級や年齢、

ジェンダー等がインフォーマントの語りに影響をもたらすのではないかといった、聞き手

と語り手の関係性の問題が生じる点は避けられない。桜井らの提唱するライフストーリー

研究は「それらをバイアスとして見るのではなく、むしろそこにこそ生の多元性や社会的

なるもの、さらには文化や社会をつくりかえてゆく人間の創造的契機が現われ出てくると

考え、積極的に見ていこうとする」（藤田・北村, 2013, p.100）態度であるが、参与観察やイ
ンタビューといった手法では「対面」であることに由来する様々なバイアスを排除するこ

とが困難な点は否定できないだろう。例えば本研究の調査対象として選んだ同性愛者（ゲ

イ）の場合を考えてみると、インタビューの聞き手を目の前にして「彼氏との性行為にこ

の上ない幸福感を覚えた」というようなブログに書かれたような赤裸々な心情を語ったで

あろうか。それは見ず知らずの読み手が確実に存在することは意識しているものの、匿名

を保つことができて対面コミュニケーションではないブログという手段だったからこそ書

くことのできた本心だった可能性が高い。また闘病記ブログを書いた高齢の男性の場合も、

ブログ行動から浮かび上がった「若い女性との出会いを楽しみたい」という無意識・無自

覚かもしれない心情を、対面した研究者に対して語ろうとするかどうかは極めて疑わしい

と言えるだろう。

　本研究が採用したブログ・エスノグラフィの手法においては、調査者は「透明人間」に

なることが可能である。桜井はインタビューというものは語り手と聞き手の相互行為であ

り共同作品であると述べている（桜井, 2005）が、ブログ・エスノグラフィは人々の「生き
られた経験」を本人の自発的で主観的なブログ・エントリーを通して追体験しながら解釈

しようとする作業であり、擬似同期的な相互行為だといえるだろう。ブログ・エスノグラ

フィにおいては同所性や同時性といった従来のエスノグラフィが抱える制約にとらわれる

ことなく、インフォーマント自身の自発的な語りや他者とのコミュニケーションの様子を

遠隔から非同期的に観察することが可能である。そして対面によるバイアスや調査されて
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いるというバイアスが存在しないバイアスフリーなデータが収集可能であるという最大の

メリットを活かすために、インフォーマントと直接コンタクトを取って「問いを発する」こ

とはせず、あくまでインフォーマントの主観的な語りの中から真意を探ろうと試みるのが

本研究におけるブログ・エスノグラフィの態度である。
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2.4 質的研究法の視座と特性

　ゼロ年代になって次々と新たなウェブ・サービスが生まれたわけだが、Web2.0というパ
ラダイムシフトが起きるまでのウェブ利用の実態調査においては、アンケート調査やイン

タビュー結果を定量的に分析する「利用と満足」研究など、90年代までのマス・メディア
時代のフレームワークによる研究が行われていた（Jones, 1999; Hewson et al., 2003）。中に
は電子会議室やチャット、オンライン RPG等を参与観察によって調査した質的手法による
成果（ラインゴールド, 1995）もあったが、Web2.0以前のウェブはインタラクティブ性や
マルチメディアなどといった新しいメディアとしての特性を反映させつつあったものの、

利用コストや技術的な参入障壁が高かったために利用者層が限定されており、現在のよう

に幅広い層のユーザが利用するウェブとは性質が大きく異なる過渡期のメディアであった。

したがって、この時期の先行研究の成果やフレームワークをそのままWeb2.0時代に適用さ
せるのは妥当とは言えないだろう。

　本研究はエスノグラフィという伝統ある質的研究のアプローチを改良して応用しつつ、

テキスト内容分析には修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチの「分析ワークシー

ト」を用いて可能な限り客観性と再現性に配慮しながら分析を進めようとするものだが、質

的研究をめぐっては量的研究法を採用する研究者から様々な批判や議論がある。質的研究

と量的研究の間に優劣があるわけではなく、質的分析に向いている研究対象と量的分析に

向いている研究対象があるだけだというのが筆者の基本的な立場であるが、ここではまず

両者の特徴を比較したうえで、あくまで〈ゼロ年代におけるウェブというメディア〉を研

究対象とする場合に限定して質的調査の評価を検討してみたい。

2.4.1 インターネットと定量的調査

　 1990年代から進んだインターネットの普及と情報のデジタル化によって、ネットワーク
を介した人々の行動（利用状況や通信記録等）を、テキストだけではなく、画像や映像・音

声などのマルチメディアなデータとして収集・保存することが可能になった。コンピュー

タを使えば収集したデジタルデータの編集・加工・分析も容易であり、比較的低コストで

高機能な統計解析ソフトウェアも利用できるようになっている。またデジタルネットワー

クを利用することでアンケート調査の手法も幅が広がり、メールや Twitter、SNSなどのコ
ミュニケーションサービスを通じて不特定多数の利用者にアンケート協力を依頼できたり、

性別や年代、職業など必要な属性を限定した大規模なアンケート調査を代行するネットリ

サーチサービスも増えている。

　日本最大の知識検索サービスである「Yahoo!知恵袋」（http://chiebukuro.yahoo.co.jp）は
国立情報学研究所に解決済みの質問と回答のデータ（第 2版は質問数が約 1600万件、回
答数が約 5000万件）を提供しており、実際に三浦ら（2006）がそのデータを用いてイン
ターネット上の利他的行動に関する分析を行うなど、学術的な利用が可能となっている。

国立情報学研究所のデータリポジトリには、他にも 2015年 10月時点で「楽天市場」（http://
www.rakuten.co.jp）が全商品データ（約 1億 5600万商品）とレビューデータ（約 6400万
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レビュー）等を提供、「クックパッド」（https://cookpad.com）が 172万品のレシピデータを
提供、「ニコニコ動画」（http://nicovideo.jp）が約 830万件のコメントデータを提供してい
る。また 2015年 10月時点で TwitterはNTTデータ社と提携して Twitterの全言語・全期間
のデータ提供（有料サービス）を行なっている。このようにビッグデータへのアクセスが

比較的容易になったことにより、分野によっては特定のサイトやサービスの利用者全員の

ログ（全量データ）を分析できるため、少数のサンプルから母集団を推計するという統計

学的手法すら必要となくなりはじめているのである。

　こうした流れを受けて、情報処理やデジタルネットワークの分野だけでなく、社会科学

や行動科学、コミュニケーション研究、マーケティングなど多くの分野においても定量的

分析手法を使った研究が盛んに行われるようになり、実際に多くの成果が出ているのが現

状である。メディアの「利用と満足」研究の分野において本研究で参考にした主な定量的

調査の成果には以下のようなものがある。

・利用者が 36万人でブレイク直前だった mixiの利用状況を調べた川浦・坂田・松田
（2005）の調査では、日記を読む・書く・コメントを付けるというのが利用行動の中
心であり、mixiが主に友人との親密なコミュニケーションのために使われているこ
とがわかった。

・オンライン・ニュースサイトの訪問理由や他のユーザとの関係を調べたChung & Yoo
（2006）の調査では、「情報探索」「ソーシャル化」「娯楽」というモチベーションが析
出され、ニュース情報よりもむしろ他のユーザとのコミュニケーションが強いモチ

ベーションとなっていることがわかった。

・ブログ作者の指向性とブログ内容の関係を調べた三浦・松浦・北山（2008）の調査で
は、他者に向けて書かれるブログでは不幸せ感情が表出されにくく、自分自身のため

に書かれるブログではコミュニケーションが活発ではないなど、指向する読者パター

ンによって差異が存在することが確認された。

・ Facebook利用のモチベーションを調べた Joinson（2008）によると、「つながり」「ア
イデンティティの共有」「写真」「コンテンツ」「社会調査」「ソーシャル・ネットワー

ク・サーフィン」「近況アップデート」の 7つの要因が析出され、それぞれの目的に
よってプライバシー設定が異なることがわかった。

・大学生を対象として動画共有サイト「YouTube」の利用目的と既存メディアへの影響
を調べた小寺（2011）の調査では、「利便性」「情報性」「再現性」「社交性」という 4
つの因子が発見され、SNSとしてのインタラクティブな利用よりも「自分のペース
で視聴できる」「簡単にアクセスできる」などの「利便性」や「見逃した番組を見ら

れる」「古い番組を見られる」などの「再現性」に高い効用感があり、動画共有サイ

トがテレビ視聴の補完的・相乗的関係にあるという結果が出た。

・ Twitterのモチベーションや満足度を調べた Johnson & Yang（2009）の調査では「ソー
シャル」と「情報」という 2つの要因が確認されたが、Twitterの利用開始段階では、
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近況アップデートなどのソーシャルな欲求よりも情報収集が強いモチベーションと

なっていることが確認された。

・同じく Twitterに関して、特に他者との関係欲求を調査した Chen（2011）によると、
Twitterの利用頻度が高まれば高まるほど他のユーザとのつながりやコミュニケーショ
ンに充足感を覚えるようになることがわかった。

2.4.2 インターネットと質的調査

　インターネット（ウェブ）にはデータの公開性（誰でもアクセスできる）や擬似同期性

（いつでも、どこからでもアクセスできる）などという特性があり、フィールドワークや参

与観察、エスノグラフィなどといった従来の質的研究のアプローチを応用することが可能

である。

　ただし、質的研究に関する重要な参考文献で、2011年に改訂された『新版質的研究入門』
のなかでも、インターネットを使った質的オンライン研究に関しては「この分野の概論的

な文献には説得力があるものの、現状では具体的な研究例がそれに追いついていない」（フ

リック, 2009[2011], p.343）とされており、まだまだ実践例の少ない発展途上の分野である
ことがわかる。

　日本における数少ない実践例としては、ウェブに蓄積されているテキストデータを活用

して質的なアプローチを試みた研究として、「2ちゃんねる」「価格.com」「Yahoo!掲示板」
等のインターネット・コミュニティにおけるインタラクションの質的内容分析を行なった

斉藤・稲葉（2004）の研究がある。これは、各コミュニティ・サイトの書き込み（テキスト
データ）をコード化し、要約と構造化によってコミュニティ内部のインタラクションを詳

細に分析したものであり、後述する本研究のブログ内容分析と同様のプロセスであり、今

後の質的研究の一つの方向性として期待される手法と言えるだろう。

　複雑な人間の思考を数値（または限られた選択肢の用語）に置き換えることで単純化し、

ソフトウェアを使った分析のしやすさを優先しようとする量的調査に対して、たとえ分析

に時間がかかっても人間の行動の複雑さを複雑なまま扱おうとするのが質的研究の態度で

ある。それは、アナログデータをデジタル化する際に失われる微量なデータのように、数

値に変換する際に切り捨てられ失われてしまう回答者の複雑な思いの中に、価値のある情

報を見つけ出そうとする地道な作業でもある。

　修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチの提唱者である木下康仁は、近年になっ

て質的研究法に再び注目が集まってきた理由について「高度な数量的分析法が駆使されて

も、その結果が現実の問題や現象を説明するには不十分であるという限界認識が、質的研

究への関心につながっている。また、多変量解析を行なってもそうした分析法では、錯綜

する社会的現実の中におかれた人間の抱える複雑さ、あるいは、生き生きとした何かがあ

るはずであるのに捉え切れないというリアリティ感の乏しさが実感されてきたから」（木下,
2003, p.62）と述べているが、「人間の抱える複雑さ」と「生き生きとしたリアリティ」を
今回の調査では実感することとなった。

　そして木下は質的研究に不可欠の要素として「データのもつディテールの豊富さとそれ
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を活かした分析」（前掲書, p.65）であると指摘している。データは現実を反映したもので
あるが、質問調査票を使った回答の場合は必然的に現実と回答との間にギャップが生じる

こととなる。面接法が有効とされるのはインフォーマントにとって比較的制約の少ない方

法でディテールの豊富なデータを得られるからであるが、ブログ・エスノグラフィの場合

は、各種の「調査によるバイアス」が理論上存在しない点にメリットがある手法である。

　本論文は量的研究と質的研究の是非を語るものではない。質的研究は「完全な客観なん

て不可能なのだから、内的な意味世界をもっと積極的に扱おうという潮流に乗って台頭し

てきた」（西條, 2007, p.27）のであり、複雑な人間やウェブを研究対象とする限りにおいて
は量的調査にせよ質的調査にせよ完全に客観的で科学的な調査を行うことは不可能なのだ

という前提に立ち、その複雑さを解き明かすための新たなアプローチにチャレンジするこ

とに十分な意義があるといえる。

2.4.3 質的調査法の採用理由

　 1960年代以降、それまで文化というものを規定してきた根本的条件が変容して「巨大な
断絶」（東, 2001, p.15）が起こり、私たちはポストモダンと呼ばれる文化状況に置かれるよ
うになった。近代を支えてきた宗教や政治などの「大きな物語」（リオタール, 1979[1989],
p.8）に代わって、「さまざまな限定付きのナラティブ」（フリック, 2009[2011], p.14）であ
る無数の〈小さな物語〉が点在する時代になったのである。世界の人類学を変えたといわ

れる『文化を書く』の序章「部分的諸真実（Partial Truths）」の著者クリフォードは「文化の
研究においては、私たちはもはや全体の真実を知ることはおろか、それに達しようと主張

することすらもできなくなって」（クリフォード, 1986[1996], p.44）おり、エスノグラフィ
によって得られるのは「部分的な真実」だけだと指摘している。1990年代後半になって、
その小さな物語は「ホームページ」というメディアを舞台として顕在化し、やがて 2000年
代のブログによって社会に遍く普及するようになった。こうして急速に変化し多元化して

ゆく社会にあって、社会学者たちにとっては新たな文脈に直面することとなったわけであ

る。

　 1990年代後半から 2000年代前半までの人々のインターネット利用実態を調査研究する
にあたっては、従来のマス・メディアの受容研究（マス・コミュニケーション効果研究）の

フレームワークによって分析されることが多かった。その場合、インターネットというメ

ディアにおける情報の受け手としてのユーザの側面を捉えることは可能であったが、やが

て 2000年代半ばにWeb2.0というパラダイム・シフトが起きて受け手でもありながら同時
に送り手にもなった多元的で複雑なユーザ像を、アンケート形式の限定された設問と選択

肢によって捉えることは困難となった。

　質的調査は主に社会学や社会心理学、文化人類学などの分野で採用されてきたが、ウェ

ブのように過去 10年ほどの間に急速に発展・変容しているメディア研究の分野においても
注目され始めている。従来のような「演繹的方法（既存の理論モデルから研究の設問と仮

設を導き出して、それらを実証的データとして比較し検証する）は、研究対象の多様性に

十分対応できなくなってきている」（フリック, 2009[2011], p.14）ため、このときに取り得
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る別の道は「帰納的な研究の戦略」となる。帰納的なプロセスを採用する質的研究は「既

成の理論の検証ではなく、現象の新たな側面を発見したり、実証的データに基づいて新た

な理論を生み出したりすること」（前掲書, pp.18-19）であり、「現象に関しての先行研究の
蓄積が少なく、変数が把握されていないときに用いられる」（才木, 2006, p.2）ため、ソー
シャルメディアと呼ばれる新しいメディアが誕生してまだ十分な理論や概念が示されてい

ない現在、あらためて注目され必要とされている研究方法だといえる。本研究が解明しよ

うとしている個人ユーザのブログ行動においても新たな地平を切り開くことができると判

断して質的研究法を採用することとした。

2.4.4 グラウンデッド・セオリー・アプローチ

　木下（2003）によると、具体的な質的研究技法には、調査法・データ収集方法として「フィー
ルドワーク」「参与観察」「半構造的面接法」、結果の表現方法として「エスノグラフィ」「事

例研究」「ライフヒストリー」、独自の理論的基盤に基づく解釈の様式をもつものとして「シ

ンボリック相互作用論」「現象学的社会学」「構築主義」「エスノメソドロジー」などがあり

（木下, 2003, pp.55-56）、さらに独自の系譜上の位置にあるものとして「グラウンデッド・セ
オリー・アプローチ」がある（前掲書, p.83）。
　グラウンデッド・セオリー・アプローチ（Grounded Theory Approach。以下GTA）とは、
1960年代にカリフォルニア大学（サンフランシスコ校）看護学部の教員であった B. G.グ
レイザーとA. L.ストラウスの２人の社会学者が 1967年に出版した『データ対話型理論の
発見』で提唱した質的な社会調査の方法論であり、社会的現象においてデータの収集と分

析を通じて「データに根ざした（grounded on data）理論」の生成を目指す帰納的な研究ア
プローチである。GTAは「人間の行動、なかんずく他者との相互作用の変化を説明できる、
言わば動態的説明理論」（木下, 2003, p.28）であり、本研究において、個人的な生活記録で
ありながら同時にウェブという一種の公共スペースで公開され他者との相互作用のなかで

変容していくブログを分析・説明するのに適していると判断した。

　 GTAは現代のアメリカの社会科学の分野でもっとも広く使われていると言われる質的
調査法であるが（Denzin, 1994）、提唱者の２人が看護教育研究に携わっていたために当初
は看護領域の研究で用いられることが多かった。日本でも当初は看護領域で紹介されたた

め、現在でも看護・保健、医療などの領域の研究で用いられることが多いが、この研究手

法は分野を限定するものではなく現実の実践的課題への対応に有効であるとされ、リハビ

リテーション、ソーシャルワーク、介護、教育、臨床心理など人間行動を扱う社会学領域

全般における質的研究に適用することが可能である。

　木下（2003）によれば、GTAが生まれた背景には、「理論の検証」に偏重していた当時の
社会学研究に対するグレイザーとストラウスの強い批判があった。当時の実証的研究にお

いてデータと理論との間に隔たりがあり、理論の生成に発展できていない点をグレイザーと

ストラウスは問題視していたのである。そこで２人は、理論よりもデータを重視する研究

方法を提起した。研究対象となる現象を反映したデータに徹底的に密着（grounded on data）
し、ていねいに解釈を積み上げて理論の形にまとめていくという帰納的な分析方法である
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（木下, 2003, pp.8-9）。
　この方法論の技法的な特徴は以下の２つである（三毛, 2003, pp.38-39;木下, 1999, pp.262-
265）。

　 (1)継続的比較分析
　継続的比較分析とは「データのなかでテーマに照らし合わせて関連のある部分と部

分、調査者がデータとして解釈して作り出した概念やカテゴリーとデータのなかの関

連部分、カテゴリーとカテゴリー、概念と概念、カテゴリーや概念間の関係を、絶え

ず比較すること」（三毛, 2003, pp.38-39）である。

　 (2)理論的サンプリング
　理論的サンプリングとは、調査にあたってどのようなデータが必要となり、それが

どこで収集できるかを決める作業であるが、あらかじめ調査対象とする場所や人物、

データの内容等を決めておくのではなく、データ収集とデータ分析を同時に行いなが

ら、その過程で必要と思われる調査対象者やデータ内容を決めていくというスタイル

のサンプリング手法である（三毛, 2003, p.39;木下, 1999, p.262）。

　継続的比較分析と理論的サンプリングは同時に進行し、データとデータの比較や、生成

した仮説的な概念を他の概念と比較しながら新たな概念を生成するなど、「理論的飽和状

態」に至るまで有機的な作業を続けて有効な理論を生み出してゆくのが特徴である。理論

的飽和とは「カテゴリーの特性をそれ以上発展させることができるようなデータがもう見

つからない状態」（グレイザー & ストラウス, 1967[1996], p.86）のことであり、調査者が
自らの分析のプロセスにおいてこの判断を下した時に、その調査を終了する（木下, 1999,
pp.265-272）。
　オリジナル版GTAはいまだ完成されておらず複数のタイプに分化した状態にあるが、共
通しているのは「データに密着した分析から独自の理論を生成する質的研究法」（木下, 2003,
p.35）であるという点である。

　西條（2011）によると、一般的な GTAの分析プロセスは以下のようなものである。

1. インタビューや観察からフィールドノートを作る

2. 主観を排除し、可能な限り客観的にデータを切片化する

3. 切片化されたデータを付きあわせて共通した意味を持つものをまとめて簡潔なラベ
ルを付ける。そして似たラベル同士をまとめ、上位概念となるカテゴリーを作り名前

をつける（オープン・コーディング）

4. コードやカテゴリー同士の関連性を帰納的・演繹的に明らかにする（軸性コーディ
ング）

5. 主となるカテゴリーを選択し、他の複数のカテゴリーとの関連性を明らかにする（選
択的コーディング）。この時、何が起きたかについて 1つのストーリーラインを構築
する
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　GTAはそれまでの数量的研究法とは異なっているものの、正反対のアプローチをとる質
的研究法というわけでもなく、「数量的研究法と質的研究法の特性を統合した新たな研究法

を予感させるもの」（木下, 2003, p.11）であったことから注目を集めたものの、肝心の「デー
タに密着する」という部分に関して提唱者であるグレイザーとストラウスがコーディング

手順を体系化しておらず、具体的にどのように分析を進めるかについて明確な説明をして

いなかった。また 1990年代になって２人が分析方法をめぐって対立したこともあり、こ
の研究方法の解釈をめぐっては研究者の間に混乱がみられた。そうした問題点を解決する

ために、オリジナルのGTAを修正してより実践しやすい方法として提案されたのが、木下
康仁による「修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ」（Modified Grounded Theory
Approach。以下、M-GTA）なのである（木下, 1999）。
　

2.4.5 修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ

　木下が提案したM-GTAは、以下のような７つの主要特性を持っている（木下, 2003, pp.44-
45）。

1. グラウンデッド・セオリーの理論特性５項目と内容特性４項目を満たすこと

2. データの切片化をしない

3. データの範囲、分析テーマの設定、理論的飽和化の判断において方法論的限定を行う
ことで、分析過程を制御する

4. データに密着した分析をするためのコーディング方法を独自に開発

5. 【研究する人間】の視点を重視する

6. 面接型調査に有効に活用できる

7. 解釈の多重的同時並行性を特徴とする

　 2の「データの切片化」に関して補足すると、GTA考案者の一人であるグレイザーは、
質的データを数量的なアプローチと同様の厳密さで分析するために一文ずつ、あるいは一

文節、一単語ずつといった形で細分化しようとした。これは、あえてコンテキストから切

り離して分析することで、分析者のデータへの感受性が高まり多角的な見方ができるよう

になる（才木, 2006, pp.85-87）という考えに基づいている。しかし、5の特性にあるよう
に、分析する研究者（研究する人間）の視点を重視する立場のM-GTAは、データを文脈か
ら切り離すのではなく、「むしろコンテキストの理解を重視する」（木下, 2003, p.158）とい
う立場をとっている。人間と人間の複雑な社会的相互作用を理解するためには、コンテキ

ストの理解が必須であるという考えである。本研究でも、ディテールの豊富さという質的

データのメリットを生かして分析作業をするにあたっては、データを切片化しないM-GTA
の手法を採用する。

　また、4に挙げられた独自のコーディング方法がM-GTAの最大の特徴といってよいであ
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ろう。研究する人間の視点を導入することで「システマティックな【コーディング】と【深

い解釈】という性格の異なる作業を同時に行う」（木下, 2003, p.96）ことがM-GTAの分析
上の特徴であり、「分析ワークシート」の作成作業を通して説得力のある概念を生成してゆ

くことになる。エスノグラフィやフィールドワークなどの質的研究法において常に批判の

対象となってきた「信頼性」（他の研究者が同じ結果を得られるかどうか）の問題を克服す

るべく、分析ワークシートを導入することによって分析過程を透明化することで可能な限

り高い信頼性を担保しようとしているのである。

(1)M-GTAによる分析プロセス
　本研究におけるテキストデータの分析プロセスは以下のようなものである（詳細なプロ

セスについては後述する）。

　まず、調査対象者が過去に自発的に投稿していたブログ・エントリーや返信コメント、

訪問先のブログに残したコメントなどのテキストデータの中から、特徴的なキーワードや

キーセンテンスを含む投稿を抽出して分析ワークシートを作成し、ラベルを付けてゆく（概

念化）。この「概念」がM-GTAの分析の基礎となる単位である。
　次に、概念のまとまりごとに見出しを付けてカテゴリーに分けて構造化していく。

　そして、抽出された概念やカテゴリーの関係を捉えて暫定的な全体像やモデルを構築す

る（理論化）。本研究においては、動的な構造図を作成した。

(2)概念と理論
　木下はM-GTAにおける「概念」の説明として、「データを解釈した結果はすべて概念と呼
び、これを分析の最小単位とする」としている（木下, 2003, p.150）。つまり、概念とはキー
ワードやキーセンテンスなどの共通項によって結び付けられた具体的なデータ群に付与さ

れたラベルのようなものである。概念をさらにグループ化した上位概念が「カテゴリー」

である。また、M-GTAにおける「理論」は一般的な「理論」という言葉の持つ意味とは異
なり、上記の「概念」や「カテゴリー」の相互関係を動的に構造化した結果分析モデルを

指す用語で、「データから抽出した複数の概念（カテゴリー）かを体系的に関係づけた枠組

みのこと」（才木, 2006, p.11）である。

(3)M-GTAの限界
　多くの質的研究法と同様に、M-GTAに関しても、その科学性をめぐる議論がある。オ
リジナル版 GTAでは、Straussと Corbinが「検証可能性」や「再現性」「一般化の可能性」
といった自然科学の概念を拡張する形で議論を展開している（Strauss & Corbin, 1998）が、
M-GTAを提唱する木下は「グラウンデッド・セオリー・アプローチの独自性は、彼らが依
拠した伝統的科学観に対峙し得るところにこそ求められるからであり、プラグマティズム

が再評価される形でこの対峙点を構築し得ると私は構想しているからである」（木下, 1999,
p.155）と、再現性や一般化の可能性を「不用」なものとして棄却し、「内容評価」と「分析
プロセスの開示」という独自の評価方法を提示している。しかしながら、独自の評価方法

そのものに問題はなくとも、「内部に閉じた評価基準」（西條, 2008）では、やはり科学性の
論証という点では限界があると言わざるを得ない。
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　またグラウンデッド・セオリーが生成する「理論」は、普遍性を志向し広く一般化でき

るものではなく、分析に用いたデータに限定的なものである点は否定できない。けれども

「人間をめぐる現象の複雑さを思えば、グラウンデッド・セオリー・アプローチの用法の方

がむしろ有効なのである」（木下, 2003, p.26）と木下が言うように、ウェブを利用する人々
の多様性や複雑さを分析するにあたっては、信頼性や一般化といった科学性を多少犠牲に

したとしても、詳細なディテールやコンテキストを明らかにできる可能性の高いM-GTAを
採用することにメリットがあるのではないかというのが本研究の立場である。
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3
ブログの諸相

　『ソーシャルメディア白書 2012』によると、日本でユーザ数の多い主要コミュニケーショ
ンサービスは、ブログ、Twitter、mixi、Facebook、GREE、mobageの 6つである。主な利用
目的としては「情報発信・収集」「実社会（リアル）での友人・知人とのコミュニケーショ

ン」「暇つぶし」の３つがあり、「情報発信・収集」にはブログと Twitterが使われており、
特に「発信」面に関してはブログが最も使われていることがわかっている。

• 「自分の個人的な雑感を発信するため」では、1位はブログで 26.9%、2位が Twitter
で 22.1%。

• 「趣味の情報を発信するため」では、1位がブログで 19.2%、2位が Twitterで 11.2%。

• 「仕事に関連する情報を発信するため」では、1位がブログと Facebookで 4.1%、3
位が Twitterで 2.7%。

　「自己表出」の手段として向いているのはブログと Twitterである。Twitterは「ミニブロ
グ」とも呼ばれることがあるように、ブログを簡易化して（タイトルやカテゴリー分類が

不要で、1回の投稿可能文字数も 140字に制限されている）投稿継続の障壁をより低くし
たサービスと考えてよい。基本的に 1日に 1回ペースで更新する日記とは違い、Twitterは
携帯端末を利用してその時々の思いを 1日に何度も発信（ツイート）することが普通であ
る。リアルタイムに「今、この瞬間」を切り取る Twitterに比べて、ブログは情報蓄積型で
あり、1日の出来事をその日のうちに 1つのエントリーにまとめることが多いという点で
はもっとも日記に近い使われ方をしているサービスである。

　一方で、「実社会（リアル）での友人や知人とコミュニケーションをとるため」という項

目では、1位がmixiの 40.3%、2位が Facebookの 35.2%。「実社会（リアル）での友人や知
人の近況を知るため」は、1位が mixiの 41.3%、2位が Facebookの 37.4%。「ネット上の
知り合いとコミュニケーションをとるため」では、1位がmixiの 25.2%、2位が Twitterの
20.2%、3位が Facebookの 19.8%となっている。mixi、Facebookなどのソーシャル・ネッ
トワーキング・サービス（SNS）は、友達や知り合いの近況報告によってつながりを強化
したり、コミュニティでの情報交換をするなど、より「コミュニケーション志向」を重視
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した設計となっており、コミュニケーション志向のユーザの多くは SNSを利用しているこ
とがわかる。

　 1997年に日記サイト登録者へのオンライン調査、そして 2003年にブログユーザへの質
問紙調査を行なった山下ら（2005）によると、自己表出を動機として日記を個人ホームペー
ジの主要なコンテンツとするユーザが日本人には多く（山下ら, 2005, p.18）、時系列で自動
的にデータを管理できるブログはもっとも日記に適したシステムだと考えられる。ブログ

のコンテンツは基本的にオープン（誰もが閲覧可能）であるうえ、過去のエントリーをアー

カイブとして蓄積しており、日付やカテゴリーで分類して一覧することが容易であるなど

観察調査を行いやすい（mixiや Facebookなど会員制の SNSはコンテンツをGoogleなど外
部のサービスを使って検索することが困難であり、ユーザのプロフィールやコンテンツが

オープンではない=マイミク／友達でないと閲覧できない）などの理由から、現段階では
ウェブのユーザ行動を調査するにはブログがもっとも適していると考えた。

　また、ゼロ年代の〈多様な送り手〉を調査するためにブログというメディアを選択した

のには、大きく３つの理由がある。

　まず 1つめの理由は、ブログの普及によって、多様化した社会的アイデンティティの存
在を確認することができるようになったことである。マス・メディアの時代には世界に発

信するための「声」を持てなかった各種のマイノリティ（社会的少数者）が、ブログという

自分のメディア（パーソナル・メディア）を手に入れたことで、他者に向けて主体的に語

り始めるようになった。同時期にGoogleという高機能な検索サービスが普及し、パーマネ
ントリンクや RSSなどといったブログの記事配信システムとの親和性が高かったために、
ウェブに偏在する小さな声を見つけ出すことが容易になった。研究者は、かつてのように

希少な調査対象者を見つけることに労力を割かずに済むようになったのである。

　 2つめは、個人の情報発信のためのメディアとして、定型的なスタイルを持たない個人
制作のホームページに比べると、ブログはサービスを提供する運営組織が異なっていても

RSSなどの規格やフォーマットが統一されているために比較調査をしやすいからである。
テキストデータに関しても、エントリーが時系列あるいはカテゴリー別に整理され蓄積さ

れており、過去のデータであっても検索によって調査・分析が容易である。個人のホーム

ページの場合は、現在では集約するサイトがほとんどないために実態を把握することが困

難である。また、ブログのようなサービスに頼らず独力でホームページを公開するには IT
に関する知識と技術が必要となるため、ユーザ属性に偏りが出る可能性が高い。幅広い年

齢層の多様な職種の人々のウェブ行動を調査するにあたっては、ブログのように参入障壁

が低く多様な属性のユーザが利用しているサービスを選択する必要があった。

　 3つめの理由は、ブログが標準で備えるフィードバック・システムの存在である。
　コメントやトラックバックといったフィードバックとコミュニケーションの仕組みを標

準装備した「システムとしてのウェブログ」の登場が、ゼロ年代に起きたウェブ革命の引き

金であったというのが本研究の立脚点となっている。開設・公開にあたっての技術的障壁

やコストがほとんどない無料サービスとしてのブログによって多くの人々がブログを運営

するようになった。最初は新しいメディアへの興味や流行への便乗から気軽に始めたユー

ザが多かったと推測されるが、やがてフィードバックによって承認欲求を満たされ、見知
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らぬユーザとの出会いとコミュニケーションが生まれることに強い充足感を抱くユーザが

増えたことが各種の先行研究から明らかになっている（山下ら, 2005）。
　Web2.0というウェブの大きな変化が起きたのはゼロ年代半ばの 2003年～ 2006年であ
り、これは世界的なブログの普及時期と重なっている。総務省の調査によると日本国内の

ブログ数は 2004年から 2005年にかけて急増しており、2006年 1月には公開されているブ
ログ数は 1000万を越えた。実際に定期的に更新されているブログ（アクティブ・ブログ）
の数は 2005年以降 300万ブログほどで横ばい状態になっているものの、毎月の記事（エン
トリー）数は 2006年以降も 4000万から 5000万ほどで推移しているなど、世界でもトッ
プクラスの普及・利用率になっている。一人で複数のブログを運営しているケースはある

とはいえ、それでも 300万人に近い日本人が、平均して毎月 10回つまり 3日に 1回程度
はブログを更新している計算である。日本でもっとも人気を集めた SNSのmixiは 2006年
以降に普及し、Twitterや Facebookの日本における普及期は 2010年前後であることから、
Web2.0の引き金となったサービスはブログであったと考えるのが自然である。そこで、ブ
ログというサービスの何が特徴的なのか、ユーザは具体的にどのような利用法をしている

のか、そして何がWeb2.0という変化の要因となったのかを調査することにした。それに
よってゼロ年代に起きたウェブのパラダイム・シフトの実態を解明することができると考

えたからである。

3.1 ブログとモチベーション

　ブログを利用するユーザのモチベーションはどこにあるのだろうか？

　人間の欲求に関する先行研究として、A.マズローは『人間性の心理学』（1970[1987]）の
中で、「我々の社会では、すべての人々（病理的例外は少し見られる）が、安定したしっか

りした根拠をもつ自己に対する高い評価、自己尊敬、あるいは自尊心、他者からの承認な

どに対する欲求・願望をもっている」（マズロー, 1970[1987], p.70）として、人間の基本的
欲求にはヒエラルキーがあり「生理的欲求→安全の欲求→所属と愛の欲求→承認の欲求→

自己実現の欲求」の順に欲求が満たされると上位の欲求を志すようになるという、一般的

に「欲求段階説」と呼ばれる説を提唱している。

　ただし、その後の複数の実証実験によってもマズローの説は支持されておらず、またマ

ズローの生まれたアメリカのような個人主義の文化とアジアのような集団主義を特徴とす

る文化においては階層の順序が異なり、日本を含むアジア諸国の場合は「自己実現欲求」

などの個人的な欲求よりも所属や尊敬、ステータスなどの社会的欲求の方が強いという主

張もある（Schutte, 1998）。また C. P. Alderferは「低次元の欲求が充足されることは高次
元の欲求をもつ前提条件にならない」などとしてマズローの段階説を修正し、「生存欲求」

（Existence）、「関係欲求」（Relatedness）、「成長欲求」（Growth）という 3つの欲求に分類し
た ERG理論を提唱している（Alderfer, 1972）。
　さらに近年になって神経科学や生物学、進化心理学などの分野を横断する研究によって、

人間は進化の過程で以下の 4つの基本的な感情のニーズによって駆動（drive）されるとい
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う研究成果が示されている（ローレンス &ノーリア, 2002[2009]）。

1. 獲得への欲動（drive to acquire）
　社会的地位など無形なものも含めて、希少なものを手に入れること

2. 絆への欲動（drive to bond）
　個人や集団との結びつきを形成すること

3. 理解への欲動（drive to comprehend）
　好奇心を満たすことや自分の周りの世界をよく知ること

4. 防御への欲動（drive to defend）
　外部の脅威からわが身を守り、正義を広めること

　

　マズロー説もAlderfer説も 1970年代に生まれた理論であり、当時は存在しなかったウェ
ブという新しいメディアに適用させることはできない。また「欲動」は主として仕事に関

する動機づけを説明するためのものであり、ウェブ利用については言及していない。その

ため上記の議論や「利用と満足」研究が明らかにしてきた欲求充足の類型を参考にしたう

えで、ゼロ年代のウェブでの情報発信行動の背景にあると考えられる欲求に限定したモデ

ル構築が必要である。

　マス・メディア時代の「利用と満足」研究は、類型を挙げただけで理論化されていないと

いう批判を受けてきたが、インターネットの「利用と満足」に関しても同様の課題を抱え

続けている。電子掲示板、電子会議室、チャット、オンラインゲーム、SNS、Twitterなど
サービスごとに充足の類型を抽出しているものの、研究成果の間に繋がりはなく、体系化

されているとは言えない。そこで本研究では、各類型をカテゴリーに分類するなど、ウェ

ブにおける欲求充足の構造化を目指すこととした。

　まずは、これまでの先行研究によって抽出された主要なインターネット時代の充足類型

を、発表された時系列で列挙してみる。

ウェブ日記の分類 （Kawaura, Kawakami, & Yamashita, 1998）

· 備忘録：日々の生活の記録を自分のために覚書として残す
· 日誌：日々得た情報を他の人に提供する
· 狭義の日記：自分で自分を理解する
· 公開日記：他人に自分という人間を知ってもらう

個人がホームページをもつ動機 （池田・柴内, 2000）

· 情報の呈示
· 自己表現
· コミュニケーション
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インターネット利用 （Papacharissi & Rubin, 2000）

· Information Seeking（情報探索）
· Pass Time（暇つぶし）
· Entertainment（娯楽）
· Convenience（便利さ）
· Interpersonal Utility（対人効用）

個人ホームページ （Papacharissi, 2002）

· Passing time（暇つぶし）
· Entertainment（娯楽）
· Information（情報収集）
· Self-expression（自己表現）
· Professional advancement（専門知識・技術の向上）
· Communication with friends and family（友人や家族とのコミュニケーション）

ブログのモチベーション （Nardi, Schiano, Gumbrecht, & Swarts, 2004）

· Blogs to document my life（人生の記録）
· Blogs as commentary（意見表明）
· Blogs as catharsis（心情表現）
· Blog as muse（思考整理）
· Blogs as community forum（コミュニティの形成・維持）

ポーランド語で書かれたブログのモチベーション （Trammel et al., 2004）

· Self-expression（自己表現）
· Social interaction（社会的相互作用）
· Entertainment（娯楽）
· Passing time（暇つぶし）
· Information（情報収集）
· Professional advancement（専門知識・技術の向上）

インターネット中毒（addiction）（Song, LaRose, Eastin, & Lin, 2004）

· Virtual Community（バーチャル・コミュニティ）
· Information Seeking（情報探索）
· Aesthetic Experience（美的経験）
· Monetary Compensation（収益）
· Diversion（気晴らし）
· Personal Status（近況報告）
· Relationship Maintenance（関係維持）

ブログのモチベーション （Dan Li, 2005）

· Self-documentation（備忘録・日誌）
· Improving Writing（書く技術の向上）
· Self-expression（自己表現）
· Medium Appeal（メディア・アピール）
· Information（情報収集）
· Socialization（ソーシャル化）
· Passing Time（暇つぶし）
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ブログのモチベーション （Papacharissi, 2007）

· Personal expression（自己開示）:60.4%
· Personal expression and the ability to show off a creative side or artistic work（自己表現）:

10.6%
· Personal expression and the provision of information（情報呈示）: 14.6%
· Personal expression and social communication with friends（友人とのコミュニケーショ
ン）: 8.6%

Facebookの欲求充足類型 （Johnson, 2008）

· Social Connection（社会的つながり）
· Shared Identities（個人情報の共有）
· Content（コンテンツ）
· Social Investigation（社会的調査）
· Social Network Surfing（近況チェック）
· Status Updating（近況報告）

インターネットのユーザがコンテンツを生産するモチベーション （Leung, 2009）

· Recognition needs（承認欲求）
　アイデンティティの確立、リスペクトを得ること（承認）、自信を得る、満足感を得
る、自分の専門的技術を公開する

· Cognitive needs（認知欲求）
　知識を広める、社会情勢を知る、自分の考え方を洗練させる

· Social needs（関係欲求）
　感情を表現する、自分の意見や考え・経験をシェアする、家族や友人に近況を知ら
せる

· Entertainment needs（娯楽欲求）
　娯楽、興味関心、流行

ブログ開設者の分類 （総務省 2009年調査）

· 自己表現重視グループ：30.9%：自己実現、ストレス解消
· コミュニティ形成重視グループ：25.7%：ブログを通じた出会い、コミュニケーション
· 社会貢献重視グループ：8.4%：社会一般に自分の知識を役立ててもらう
· 収益目的重視グループ：10.1%：ブログから得られる収益
· アーカイブ型利用グループ：25.0%：自分用に整理した情報を役立ててもらう

Twitterの欲求充足類型 （Chen, 2011）

· Connection with other users（他者とのつながり）

Facebook利用の動機 （Papacharissi & Mendelson, 2011）

· Relaxing entertainment（娯楽）
· Expressive information sharing（表出的情報共有）
· Escapism（現実逃避）
· Cool and new trend（流行）
· Companionship（友人関係）
· Professional advancement（専門知識・技術の向上）
· Social interaction（社会的相互作用）
· Habitual pass time（暇つぶし）
· To meet new people（新しい出会い）

60



　こうして時系列にみてみると、「自己表現」や「コミュニケーション」「友人関係」などの

類型はどの時期の調査でも共通していること、ブログの全盛期と言える 2002年～ 2005年
には「書く技術の向上」「書くことによる思考整理」などの動機づけが共通していること、

2009年になると「社会貢献」や「アーカイブ」といった新たな類型が登場してきたことな
どがわかる。

　これらの類型のうち「暇つぶし」や「娯楽」「気晴らし」「現実逃避」などといったマス・

メディア時代の「受け手」研究の影響を受けていると思われる類型を除外し、インターネッ

ト時代特有の〈生産・発信する動機づけ〉と考えられるものを抽出して、内容に応じて整

理し、(1)表現欲求、(2)承認欲求、(3)成長欲求、(4)関係欲求、(5)貢献欲求という５つの
カテゴリーに分類した。

(1)表現欲求 「自己表現」「心情表現」「意見表明」などの類型群。

　マズローの「自己実現欲求」に近いものであり、自分で書いた文章や描いた画像、

撮影した写真、制作した音楽や映像などを誰かに見てもらいたいという欲求であり、

Web1.0時代のホームページ制作者にとって主要な動機であった「自己呈示」「自己表
出」を含んでいる。ウェブというメディアが誕生する以前から、同人誌や自費出版な

どの形で自分の作品を世に出そうとするアマチュアは多く存在しており、ウェブとい

う低コストで高リーチのメディアが登場し、さらにウェブのテクノロジーによって知

識や技術がなくても自分のコンテンツを気軽に公開することが可能になったことに

よって、個人ユーザによる表現活動が顕在化したと考えられる。

(2)承認欲求 「人生の記録」「備忘録」「近況報告」などの類型群。

　ウェブという公開の空間に自らについての情報（近況、日記など）を提示すること

によって「自分を認めてもらいたい」「評価してもらいたい」「コミュニティの中で存

在を受け入れてもらいたい」などという欲求であり、認知欲求や親和欲求などの概念

も含まれる。承認欲求が充足され満足度が高まることによってその後の情報発信活

動が継続されると考えられる。ゼロ年代に発達したウェブの各種フィードバック技

術（コメントやトラックバック、「いいね！」ボタン等）によって、他者による認知

や承認が視覚化され確認しやすくなったことがWeb2.0に強い影響を与えたと考えら
れる。

(3)成長欲求 「情報収集」「技術向上」「思考整理」などの類型群。

　Alderferの「成長欲求」と同様に、自分の環境に創造的・生産的な影響を与えよう
とするものであり、ウェブでの情報の生産・発信活動を通して技術を向上させ、自分

の価値を高めたいという欲求。ローレンス&ノーリアの理論では「理解への欲動」に
あたり、これが充足されると人間としての充実感が得られるとされている。基本的に

は個人的な欲求でありながらも、ブログ更新はウェブという公開の場における行為で

あるため、そこには「承認欲求」も強く関わっていると考えられる。

(4)関係欲求 「コミュニケーション」「対人効用」「公開日記」「コミュニティの形成・維持」
「ソーシャル化」「友人関係」「つながり」などの類型群。
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　マズローの「所属と愛の欲求」、Alderferの「関係欲求」、ローレンス &ノーリア
の「絆への欲動」に該当する。ウェブ上で多くの人と「出会いたい」「つながりたい」

「コミュニケーションをとりたい」「コミュニティに帰属したい」などと考える社会的

な欲求である。ウェブは共感を通して見知らぬ多くの他者と出会い、コミュニケー

ションをはかる場として機能しており、ソーシャルメディアの人気の背景にはこの関

係欲求が影響しているとみられる。

(5)貢献欲求 「情報呈示」「社会貢献」「アーカイブ」などの類型群。

　マズローが後に「自己超越」として「自己実現」よりも高次に位置づけたものに近

い。帰属するコミュニティや社会のために無償でも有用な情報を発信しようとする

社会的な欲求である。たとえばアルファブロガーやオープンソース・コミュニティ

における開発者、Amazonのレビュー投稿者、質問サイトの回答者、レシピサイトで
自分のレシピを公開するユーザなどの間に見られる無償の情報提供行為の背景には、

「自分のもつ専門的知識や経験を他者や社会のために役立てたい」という利他的な欲

求があるとされる（三浦ら, 2006）。

　５つに分類したうえで改めて先行研究の成果を振り返ると、ほとんどの調査結果に「表

現欲求」と「関係欲求」の類型が含まれており、この２つがウェブでの情報生産・発信行

動の主要な動機づけとなっていることが判る。

　前述した類型群を 5つの欲求に分類し、時系列に沿って色分けしてみると図 3.1のよう
になる。

その他 美的経験

貢献欲求 収益

成長欲求 気晴らし

関係欲求 娯楽

承認欲求 暇つぶし

表現欲求 思考整理

情報収集

専門知識・技術の向上

情報探索 暇つぶし

近況報告 収益目的 現実逃避

暇つぶし 関係維持 娯楽欲求 流行

娯楽 バーチャルコミュニティ 暇つぶし アーカイブ型利用 娯楽

便利さ 暇つぶし コミュニティの形成維持 技術の向上 コンテンツ 社会貢献 専門知識・技術の向上

情報探索 娯楽 社会的相互作用 情報収集 社会的調査 コミュニティ形成 新しい出会い

備忘録 コミュニケーション 専門知識・技術の向上 人生の記録 ソーシャル化 コミュニケーション 近況チェック 関係欲求 友人関係

日誌 対人効用 情報収集 意見表明 備忘録・日誌 情報呈示 近況報告 承認欲求 社会的相互作用

狭義の日記 情報の呈示 コミュニケーション 心情表現 メディア・アピール 自己開示 社会的つながり 認知欲求 情報共有

公開日記 自己表現 自己表現 自己表現 自己表現 自己表現 個人情報の共有 自己表現 他者とのつながり

1998 2000 2002 2004 2005 2007 2008 2009 2011

図 3.1: ゼロ年代の充足類型（筆者作成）

　

　ゼロ年代のウェブの潮流を踏まえて考えると、一方向的な自己表出や情報呈示の手段と

して個人ホームページからスタートしたウェブは、ブログ・システムが搭載したフィード

バックやコミュニケーション機能によってユーザの表現欲求と承認欲求を充足させるシス

テムとして機能するようになり、やがてコミュニケーションを主要な目的とした新たなユー
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ザ層も獲得しつつ発展し、関係志向を持つ多数のユーザを集めるソーシャルメディアへと

シフトしてきたと想定される（図 3.2）。

個人ホームページ ブログ（開設） ブログ（維持） ソーシャルメディア 
（Twitter, Facebook） 

承認欲求・成長欲求 貢献欲求 

1995〜	  
｜	  

2003〜	  
｜	

2010〜	  
｜	

SNS（mixi） 興味・流行・紹介 

2006〜	  
｜	

（挫折） 

自己表現・情報呈示 コミュニケーション 
つながり 

コミュニケーション 
コミュニティ 

自己表現 
コミュニケーション 

（欲求充足） 

表現欲求 関係欲求 

図 3.2: ゼロ年代の欲求の変遷（筆者作成）

　

　つまりブログがウェブにおける「表現志向」から「関係志向」へのシフトの舞台であり

要因となったわけであり、ブログの利用実態を調査することによって、ウェブユーザの意

識や行動の変容を捉えることができると考えられるのである。そこで

「ブログが人々の欲求充足システムとして機能している」

という仮説を設定し、個々のブログにおいて各種の欲求が具体的にどのような形で表れ、ど

のように充足されているかという実態をブログ・エスノグラフィという質的なアプローチ

を用いてミクロレベルで詳細に調査することとした。

3.2 コンテンツ充足とプロセス充足

　 L. Weibullは、個々人の欲求充足願望が人々をメディア利用へと導き、それが充足され
ることによって習慣的なメディア利用へとつながってゆくというメディア利用の循環構造

モデルを提唱した（Weibull, 1985）。
　ブログというメディア利用の動機づけに関しても、Weibullの説を受けて二段階に分け
て考える必要があるだろう。〈開設〉の際の動機と〈継続〉の動機である。テレビや新聞な

ど歴史があって人々の経験値が高いメディアとは違い、ブログはゼロ年代になって私たち

の前に現れたまったく新しいメディアである。自分だけのメディアを持つという行為は多

くの人にとって未知の経験であり、またブログは訪問者との相互作用によって想定外のコ

ミュニケーションが展開されるケースもあるため、ブログを初めて開設しようとする動機

（期待）と、実際に一定期間ブログ運営を体験したうえでさらにブログを更新し続けようと
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する動機（満足）との間に大きなギャップが生じる可能性が高い。期待した結果が得られ

なかったためか、一回だけのエントリーで更新を停止しているブログも少なくない。総務

省の行なった国内のブログに関する調査（2009）では、開設後 12ヶ月以上更新が継続され
た割合は 2002年～ 2003年のブログ（アーリーアダプター層）で 70～ 80%程度、ブーム
となった 2004年以降に開設されたブログでは 40%～ 50%程度に落ちており、半数以上の
ユーザが開設時の動機づけを失ってブログ更新を停止または閉鎖しているのである。

　ブログを長期に渡って更新している間にユーザは日々変化・成長してゆくわけであり、興

味関心や生活環境が変化したり、訪問者とのコミュニケーション等によって心境や更新内

容が変化してゆくなかで、「種々の事由によって休止や再開、新規開始などの変遷を経てい

る実態」（内木・崔, 2011, p.33）がある。つまり、生活記録としてのブログの動機づけや欲
求充足を調査するにあたっては、ある一時期だけの断面図を切り取るような調査では不完

全であり、長期的なスパンのなかでブログ行動を追跡し計測していく必要があるのである。

　また Culter & Danowski（1980）は、メディアの充足類型を利用目的という観点から捉え
るのではなく、メディアとの相互作用という観点から捉えて、メディアのメッセージに含

まれる情報から得られる〈コンテンツ充足〉（content gratifications）と、メディア利用の経
験から得られる〈プロセス充足〉（process gratifications）という 2つのカテゴリーに分類し
た。その議論を踏まえたうえで、Stafford & Stafford（2004）は、インターネットというメ
ディアの「利用と満足」研究の応用はまだ不完全であり、インターネットならではの重要

な充足類型はまだ特定されていないとしながらも、

　① Content Gratifications
（娯楽や情報などのコンテンツによる充足感）

　② Process Gratifications
（ネットサーフィンや新しい技術の体験などによる充足感）

　③ Social Gratifications
（他者とのコミュニケーションや人的ネットワークから得られる充足感）

の 3つに分類している。このうち①と②については、マス・メディア（テレビやラジオ）な
どから得られる充足類型と同類のものであり、インターネットというメディア特有の充足

類型として③の〈ソーシャル充足〉（Social Gratifications）を指摘したのである。この視点
は、ブログの開設～更新・維持～継続／停止という長期的なプロセスを観察するにあたっ

て非常に有効な視点である。

　ではブログによって得られる充足はどのカテゴリーに分類できるだろうか。

　 Twitterを調査した Chen（2011）は、Twitterの利用者はツイートの内容そのものよりも、
他のユーザとのコミュニケーションそのものから「つながっていたい」という充足を得て

いる、つまり Twitter利用の動機はプロセス充足にあると主張している。つまり Twitterは
文字数を 140文字に制限してエントリーの短文化を進め、コンテンツの内容よりも気軽な
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交流に重点を置くことに特化したサービスであると解釈することができる。また Facebook
のように、多くの友達とのつながり（弱い紐帯）の構築・維持に重点を置く SNSではソー
シャル充足が主要な動機であるとされている（Papacharissi & Mendelson, 2011）。
　ブログはユーザによって利用方法が多様であるため、エントリーのメッセージそのもの

（書く&読む）から得られるコンテンツ充足、ブログサイトを運営することから得られるプ
ロセス充足の両側面があるだけでなく、コメント欄やフィードバック機能を通じて訪問者

や他のブロガーとの交流から得られるソーシャル充足のすべてが得られると考えられる。

　ブログというメディアは、90年代からゼロ年代初頭にかけて表現欲求の充足を主たる目
的として運営されていた個人ホームページと、ゼロ年代後半になって関係欲求の充足を主

たる目的として流行したソーシャルメディアの間にあって、両方の側面を有したメディア

である。ゼロ年代半ばに更新されていたブログを追跡調査し、ユーザの心境や行動の変化

を観察することによって、ゼロ年代のウェブがどのように変容してきたのか、ゼロ年代の

ウェブ・ユーザがどのように変化してきたのかを確認することができるだろう。

3.3 社会関係資本（ソーシャル・キャピタル）とブログ

3.3.1 社会関係資本とは

　ブログや SNSを利用する動機づけを、「社会関係資本」という視点から捉える研究も行
われている（小寺, 2012;宮田, 2005; Rosen et al., 2012; Ellison et al., 2007,など）。社会関係
資本（ソーシャル・キャピタル）とは、従来の「物的資本（土地や財産など）」や「人的資

本（経験や知識など）」といった資本概念に対して、アメリカの政治学者 R. D.パットナム
によって広く知られるようになった比較的新しい概念であり、「社会的ネットワークが価値

を持つ」（パットナム, 2000[2006], p.14）という発想が中核となっている。
　学問分野によってさまざまな定義があるが、パットナムによると社会関係資本は「社会

的ネットワーク、およびそこから生じる互酬性と信頼性の規範である」（前掲書, p.14）と
定義され、①信頼（trust）②互酬性の規範（norms of reciprocity）③市民参加のネットワー
ク（network of civic engagement）の 3つの形態から成り立っている。
　またパットナムは社会関係資本を 2つの類型に分類している（パットナム, 1994[2001]）。

　①橋渡し（bridging）型社会関係資本
異質な者同士が「弱い紐帯」（Granovetter, 1973）によって結びついている開放的で多
様なネットワークであり、一般化された互酬性、一般的信頼によって成り立っている

もの。例として、ロータリークラブや赤十字などの組織が挙げられる。

　②結束型（bonding）型社会関係資本
同質な者同士が強い紐帯によって結びつく閉鎖的なネットワークで、特定的互酬性、

特殊的信頼をもとに成り立っているもの。家族や親友、同窓会、商店会、消防団、暴

走族等の「地縁的」な組織などが代表的なものである。

　

　いま社会関係資本が注目されているのは、社会関係資本が「人々の生活をより豊かにす
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るもので、健康感や幸福感などにも深く結びついている」（稲葉, 2011, iii）こと、「社会関
係資本が自発的な協力を促進し、社会的ジレンマの解決をもたらし、社会の効率を高める

ことが可能」（宮田, 2005, p.27）などの理由からであり、2011年に起きた東日本大震災の
際にも「信頼」「互酬性の規範」「ネットワーク（絆）」という社会関係資本の持つ力が見事

に発揮され、各分野において評価され注目されるきっかけともなった。

3.3.2 インターネットと社会関係資本

　 90年代後半からインターネットが提供する技術やサービスによって多数のユーザが弱
い紐帯によってつながるようになり、社会関係資本という概念をウェブのコミュニティや

SNS等に応用した研究が行われてきている（宮田, 2005; Ellison, 2007;など）。
　Quann-Haase & Wellmanは、インターネットが社会関係資本にどのような影響を及ぼす
かについて、以下の 3つの点に分類して考察している（Quann-Haase & Wellman, 2002）。

1. インターネットが社会関係資本を「変化させる」（transform）

2. インターネットが社会関係資本を「減退させる」（diminish）

3. インターネットが社会関係資本を「補完する」（supplement）

　 1の「変化させる」という効果は、共通の関心を持つコミュニティにインターネットが
低コストで便利なコミュニケーションを提供することで、時間や場所に左右されない社会

接触や市民参加を促すというものである。例えば、Warschauerはカナダのトロントにある
Netvilleいう町でブロードバンド接続が提供されている家庭と提供されていない家庭におい
てどのような社会ネットワークが構築されるかについての実験を行い、ネットにつながっ

た市民は外部の人々との接触やサポートが増大し相互の紐帯を強めるという傾向が見られ

るなど、インターネットが社会関係資本を増大させることを実証した（Warschauer, 2003）。
　 2の「減退させる」という効果は、インターネットの持つ娯楽性や情報提供力のために家
族や友人との関係が薄れたり、グローバルなコミュニケーションに従事することによって

ローカルなコミュニティや政治への関心をなくしてしまうというものである（Nie, Hillygus,
& Erbring, 2002）。インターネットが社会関係資本のもたらすマイナス面に関しては、電話
や対面のコミュニケーションの機会が減ることで社会関係資本が低下するという主張（Nie,
2001）があるほか、人種や宗教問題などの分野におけるオンラインのコミュニケーション
がしばしば敵対的なコミュニケーションとなりがちで「炎上（フレーミング）」を引き起こ

すなど、反社会的なコンテンツや不快な経験等によって、オンライン・コミュニティへの

関与が低下するというものである。

　 3の「補完する」効果については、インターネットが既存の人間関係や社会接触、市民
参加などに新たなパターンを追加するものだという考え方である。インターネットは新た

な紐帯を生み出すよりむしろ既存の紐帯を維持するのに役立つ（Koku, Nazer & Wellman,
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2001）ことから、オフラインでの関係性を補完するもの（Wellman, Quan-Haase et al., 2001）
とみられている。特に 2010年前後から日本でも広く普及した Twitterや Facebookなどいわ
ゆる「ソーシャルメディア」と呼ばれる各種サービスは、「面識はないが同じ興味関心や趣

味を持つユーザ」や「友達の友達」のような弱い紐帯によって不特定多数のユーザ同士を

結びつける役割を果たすため、橋渡し型社会関係資本の構築と維持を補完する機能がある

と考えられている（Ellison et al., 2007）。

　オンライン・コミュニティにおける社会関係資本を研究している宮田は、病気やいじめ、

介護問題、性的少数派などの悩みや問題を抱える当事者が相互にサポートの交換を行う「オ

ンライン・セルフヘルプグループ（SHG）」の調査を行っている（宮田, 2005）。コンピュー
タを介したコミュニケーション（CMC：Computer Mediated Communication）は相互行為に
おける心理的障壁を低くし自己開示を推し進めることが判っており（Bargh, McKenna, &
Fitzsimons, 2002; Tidwell & Walther, 2002）、宮田によると、オンライン SHGでは共通の悩
みを持つ参加者たちの相互作用が繰り返されることにより〈強い紐帯〉が形成されており、

特定的互酬性の規範が形成されやすい。しかしながら参加者が匿名であるため特定の参加

者への謝礼が困難であり、その結果、一般化された互酬性の意識が強まりコミュニティ全

体に対する協力行動が誘発される。やがてコミュニティの凝集性が高まり、同質化に向か

うというプロセスを生みだすわけである。こうしてオンライン SHGでは結束型社会関係資
本が蓄積されていく。

　宮田はまた、商品やサービスについて消費者同士が情報交換を行う「消費者間オンライ

ン・コミュニティ」の調査も同様に行なっているが、そちらでは一般的互酬性を動機づけ

とした参加者が多く、橋渡し型社会関係資本を形成する傾向が高いことがわかっている。

　アメリカの大学生の Facebook利用と社会関係資本の関係を定量的に研究している Ellison
らは、従来の橋渡し（bridging）型、結束（bonding）型の 2タイプに加えて、インターネッ
ト時代に生まれた第 3の類型として関係維持（maintained）型の社会関係資本を提唱して
いる（Ellison et al., 2007）。これは高校時代に築いた友人関係などの人的ネットワークを、
地元を離れて別の町の大学に通うようになってからも SNS等によって維持しているような
ケースのことであり、橋渡し型と結束型の中間にあたる関係性の類型である。Facebookは
「薄い人間関係から常に小さな賞賛という形で、少量の精神的報酬が継続的に得られる」（小

寺, 2012）場所であり、Ellisonらは、自己評価が低く日常生活の満足度が低いユーザほど
Facebookの利用によって社会関係資本の恩恵を得ているとしている。

　インターネットがもたらす社会関係資本には、個人の表現欲求や承認欲求が満たされる

などのミクロレベルの効果だけではなく、社会的マイノリティのエンパワメントなどマク

ロレベルの効用もあるため（宮田, 2005）、「利用と満足」研究とはまた異なるアプローチと
して注目される視点であるといえる。

　ただし、Zhaoも指摘しているように、「インターネットは社会関係資本を増大させる／減
退させる」のように矛盾した研究結果が出ているのは、それぞれの研究において「インター

ネット利用」という概念が異なった意味合いで用いられているためである（Zhao, 2006）。
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一口にインターネットといってもそこには様々なサービスやコミュニティが存在し、ユー

ザの利用法も多種多様であるため、「インターネットと社会関係資本」という枠組みで単純

化するべきではないだろう。以下ではブログというサービスに限定して社会関係資本との

関係を考察してみることとする。

3.3.3 ブログと社会関係資本

　弱い紐帯によってつながる百人単位の「友達」との交流によって橋渡し型社会関係資本

を構築・維持するのに適している Facebookや Twitter等の SNSに対して、個人ブログは社
会関係資本という視点からどのように捉えればよいのだろうか。

　有名人やビジネス目的で運営されているブログとは異なり、多くの個人ブログは実名や

詳細なプロフィールを明らかにしない状態で運営され、SNSのように「友達作り」や「コ
ミュニケーション」を目的とするよりも「自己開示」「自己表現」「忘備録」などを目的とし

て開設され、興味関心分野の似ている不特定多数のユーザに向けて発信されるものである。

ユーザ同士は相互のブログにリンクを張り合ったり定期的にコメントのやりとりを行った

りする関係（オン友）になっても互いの素性を知らないままでいるのが普通であり、興味

関心の低下などによってごく短期的な交流だけで終わってしまうことも少なくない。その

点ではブログが形成するネットワークも弱いつながりに基づいた〈橋渡し型〉の社会関係

資本に近いといえる。

　オンラインのコミュニケーションでは本当の自分の姿（True Self）を開示しやすい（Bargh,
McKenna, & Fitzsimons, 2002）とはいっても、Facebookのように実名をベースとした SNS
では、実名に紐付いたオフラインの友人知人を多く含む多様な「友達」の前でタテマエの

自己開示に陥りがちである。それに対して匿名率の高いブログではコミュニケーションの

心理的障壁が低いため、ホンネで自己が開示されるケースが多い。「ネットであれば人目

を気にせず、同じ境遇の者同士コミュニケートしやすい」（内藤, 2002）ため、特にブログ
は実名やオフラインの場では開示しにくい超個人的な趣味や関心、嗜好などを告白するた

めの「はけ口」としても利用される。また現実世界ではなかなか見つけにくい少数派の貴

重な仲間を検索機能によって見つけ出して、「自分だけではない」と孤独感を癒やしたり、

自分の状況と比較することで安心感を得たりすることもできる。さらにそうした仲間とコ

ミュニケーションを図ることで、励ましや慰め、共感、承認、支持などといったフィード

バックも得られるなど、現実の世界に比べて心理的・時間的コストをかけずに充足感を得

ることができる。それが更新継続のモチベーションとなり、長期にわたってブログ更新が

続くケースが少なくないのである。

　本研究が調査対象としたケースでも、同質性の高いユーザ（社会的マイノリティ）同士

がブログをきっかけに出会い、コメント欄を舞台に長期にわたって密度の濃い交流を続け

るケースが見られた。そこでは、ブログという匿名空間ならではのホンネのコミュニケー

ションが醸成する信頼感や連帯感が強い紐帯を作りたし、結束型の社会関係資本が構築さ

れていると考えられる。

　インターネットのニュースグループを対象とした調査では、2/3ほどの参加者がニュース
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グループで知り合った特定の相手と性別に関係なく個人的な対人関係を形成していたとい

う結果が出ており（Parks & Floyd, 1996）、オンライン・コミュニティが同質な他者を見つ
け出す出会いの場として機能していることがわかっている。またWaltherらは、コンピュー
タを介したコミュニケーションであっても、時間の経過につれて親密感と情緒的関係が増

加し強い紐帯が生まれることを明らかにしている（Walther & Burgoon, 1992）。宮田も「オ
ンライン・コミュニティでは参加者が相互作用を繰り返すうちに、お互いに強い紐帯を形

成し、参加者の同質性が高まっていく傾向がある」と指摘している（宮田, 2005, p.67）。
　つまりブログが生み出す社会関係資本は、弱いつながりによる橋渡し型からスタートし、

定期的な訪問とコメントの応酬を通じて、しだいに同質性の高いオン友たちとの間により

強い結びつきが生まれ、時間の経過とともに結束型に近づいていくと考えられる。こうし

た「日記行為者とその読者とが形成する、コミュニティの変容」（内木・崔, 2011, p.34）に
ついては、後述するブログ内容分析の中で、そのプロセスを詳細に考察してゆく。

3.4 日記としてのブログ

　ブログ（blog）とはウェブログ（Weblog）の略称で、元々はウェブで気になったニュー
スなどをURLやコメントなどとともにログ（記録）に残しておく忘備録的なウェブページ
のことであった。やがて、コメントやトラックバックなどのコミュニケーション機能を持

ち、ページの更新やリンク管理などの専門知識を必要とする作業を自動化するプログラム

として「Blogger」や「Movable Type」のようなブログツールがアメリカで誕生し、その後
は派生的に各種のサービスが誕生したが、現在では時系列でコンテンツを管理する日記的

なウェブページのことを総称してブログと呼んでいる。

　ブログの発祥地であるアメリカでは、9.11の同時多発テロやイラク問題の際に人々のメ
ディアへの不信が一気に噴出することとなり、ブログを利用して個人の意見を発表したり、

市民ジャーナリズムが生まれることになった。ブログは自分の政治的意見を発表する場と

して人気を集めたのである（ローゼンバーグ, 2009[2010]）。ただし、先行研究（Herring,
Scheidt et al., 2004; Papacharissi, 2007）によって、アメリカにおいてもブログは個人ジャー
ナリズムよりも個人の日記的なコンテンツとして利用されていることがわかっている。

　日本では、ブログが誕生する以前から日記をメインコンテンツとするホームページが多

く存在し、それらを結びつける「日記リンクス」（1995～ 1996）や「日記猿人」（1996～
2000）「ReadMe! Japan」（1996～ 2008）などの日記まとめサイトが人気を集めていた。や
がて現在のブログのようにブラウザで入力するだけでページを更新できる「さるさる日記」

（1999～ 2011）のような無料のレンタル日記サービスが生まれ、女性ユーザの増加ととも
に日記コミュニティが活発化していたという背景がある（山下ら, 2005）。2003年末にニフ
ティが「ココログ」というブログレンタルサービスを開始し、他のプロバイダなどもこぞっ

てブログサービスを開始したことにより、より幅広い層の人々がウェブでコンテンツを作

成することとなった。

　総務省の平成 23年度版「情報通信白書」によると、日本においてアクティブなブログ数
は、2004年（平成 16年）から 2006年（平成 18年）にかけて急増しており（「インターネッ
ト上に公開されているブログ」数が 2004年 7月には 100万ブログ程度だったのが、2006
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年 1月には 1000万ブログを越えた）、この時期が日本におけるブログ普及期であることが
わかる。また、mixiやGREEといった国産 SNS（ブログと同様に日記的な機能を持ってい
る）は 2004年にサービスを開始しており、こちらは 2006年以降になって急速にユーザ数
を増やしている。アメリカで生まれた Twitterは 2008年に日本語版インターフェイスが利
用可能となってから利用者が急増している。また現在世界でもっとも利用者が多いと言わ

れる SNSの Facebookが日本でユーザを増やしたのは 2010年になってからのことである。
　つまり、日本においてブログが個人メディアの主流だったと言えるのは 2004年～ 2006
年のことであり、この時期にそれまではホームページの一読者に過ぎなかった多くの一般

個人ユーザがいわば「ウェブ・デビュー」を果たし、情報の発信者としての活動を始めた

と考えられる。その後、多くのブログユーザがよりコミュニケーション志向の強いmixiに
流出し、やがて Twitterや Facebookへと移行したと考えられるため、今回の調査では、主
に 2004年から 2006年までの間にブログを開設したユーザを対象とした。
　ブログ検索サービスを提供しているアメリカのテクノラティ（http://technorati.com）が
2007年 4月に発表した調査結果によると、2006年第４四半期の投稿数では、世界中で日本
語によって書かれたブログが 37%と最多だった（2位は英語の 36%）。母国語とする人口比
を考えると、日本のブログ人気は圧倒的に高いと言ってよい。

　日本には古くから日記文学や私小説の伝統があること、普及率の高い携帯電話からの投

稿が簡単だったことなど、いくつかの理由が考えられるが、人類学者の木村忠正はウェブ

日記やブログ、日記的機能を持つソーシャルメディアが人気を集めている理由を、日本人

に特有の「空気を読む圧力」（木村, 2012, p.205）から逃れることへの志向というコミュニ
ケーションの観点から読み解いている。ウェブ日記とは「親しい友人・知人はもとより、電

子メールを頻繁に送るほど親しくはない既知の知り合いを潜在的読者として（既知である

以上、自己を特定する情報を開示する必要はない）、近況を伝え、多様化する社会的現実に

おいて、一定の間主観性（社会的現実に関する認識の共有にもとづく主観性）を創り出す

コミュニケーション手段」であり、「出会ったときの話の糸口を与えるものとしてウェブ日

記は機能している」（木村, 2012, p.168）という。そのために日本人のウェブ日記やブログ
等においては「自己開示」が低く（韓国とフィンランドが 8～ 9割に対して、日本は 2割
程度）、「オンラインを介して新たに社会的ネットワークを拡大する志向性は弱い」という

のである。同様に「ウェブ日記による自己表現は読み手を想定しない閉じた自己表現では

なく、読まれることを多分に意識したコミュニケーション手段」（山下ら, 2005, p.92）とい
う研究結果もあり、日本人がブログを好む理由は日常のコミュニケーションを強化するた

めの手段として高く評価しているからだとみられている。

　ただし後述するように、本研究のブログ内容分析によって導き出された結果は「ブログ

は読まれることを意識したコミュニケーション」という点では一致するものの、「ブログが

既知の知り合いとのコミュニケーションを強化するもの」であるという点では上記の先行

研究とはやや異なるものとなった。
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3.5 ブログ研究の展望

　ブログは日記研究という分野に膨大なデータを提供するものである。これまで個人の日

記を一次資料として心理学的・社会学的に分析しようとする取り組みはごく限られたもの

であった。その最大の理由は、データとしての日記が入手困難であったことである。公開・

出版されている文学者や著名人の日記は少なからず存在するものの、本来はプライベート

なもので自分以外の他人に開示することのない日記を研究者がデータとして大量に入手す

るということは容易ではなかった。そのため調査にあたっては、インフォーマントに依頼

して日記を書いてもらうという作業が必要であったが、そこでは「コスト」と「選択バイア

ス」が制約になると考えられてきた（アラシェフスカ, 2006[2011]）。コストとは日記作者
への依頼やデータの回収・分析にかかる費用を指しており、選択バイアスというのは、読

み書き能力の有無などの点で日記作者が知的な社会的エリートに偏りがちになることを意

味している。

　これらはいずれもブログ以前の問題であって、金銭的または労力的にコストの低いブロ

グの普及によって、様々な社会的階層・年齢・ジェンダーの人々がブログで個人的な日記

を自発的に公開するようになったことで、前述したような制約はほぼ解消されたと考えら

れる。

　ウェブ上に公開された世界中の人々による無数の日記群。それらの大部分は日付やカテ

ゴリーによって分類・アーカイブされ、キーワード検索も可能で、誰でもアクセスの容易

なデータである。様々な人種・階級・ジェンダー・思想・宗教・文化を背景として描かれ

た個人の生活記録は、社会学・人類学のみならず多くの研究者にとって研究テーマの宝庫

であり、ブログ研究によって切り開かれる地平は非常に広大だと言ってよいだろう。

　「人はなぜブログを書くのか」という心理学的な側面に関しては、すでに定量的手法に

よる調査研究によっていくつかの成果が出ている（次節参照）。本研究は、同じテーマをエ

スノグラフィ的な手法によって定性的に明らかにしようとするものである。ブログを書く

ことにどのような精神的効用があり、ブログを書き続けることで人はどのように変化して

いくのか、それを個々の事例にもとづいて丹念に観察してゆく。同時に、ブログを舞台と

して活発に行われるようになった新しい形のコミュニケーション行動も明らかにしてゆく。

日々の生活を記録するためというよりオンライン上の友人（オン友）とコミュニケーショ

ンを図るための〈きっかけ〉として日記ブログを更新するユーザが増え、いわば「コミュニ

ケーションの日記化」（川浦, 2000, p.6）とでも呼ぶべき現象が起きているのである。個々
のブログ事例を観察することで、こうした新しいスタイルのコミュニケーション行動が浮

かび上がってくることとなった。
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3.6 ブログ・エスノグラフィ

3.6.1 先行研究の検討

　ブログは「テレビの登場以来、もっとも重要なメディア革命」（Sullivan, 2002,筆者訳）で
あり、一般の人々による個人的な日記がブログという形でウェブに公開されるようになっ

たことから「メディア・オーディエンスをコンテンツの消費者ではなく生産者として研究

できる」（Papacharissi, 2007, p.21）ために、新規性のある研究テーマとして重要視されてい
る。

　ブログに関する代表的な先行研究は以下のようなものである。

　質的研究の例としては、2003年に 23人の「不人気（読者の少ない）ブロガー」に対して
インデプス・インタビューを行い、「なぜブログをするのか？」というブログの更新動機を

調査した Nardiらの成果がある（Nardi, et al., 2004）。この調査では、ブログをするという
行為には、①人生の記録、②意見表明、③心情表現、④思考整理、⑤コミュニティ・フォー

ラムの 5つの動機があることがわかった。
　また、ブログの経年変化を見るために 2003年から 2004年にかけて 6ヶ月おきに３回、計
457ブログの内容分析を行なった Herringらの調査があるが（Herring, Scheidt, Kouper, and
Wright, 2006）、これはエントリー内容の変化ではなく、単語や文章の数、コメント数、リン
ク数、写真の数などの変化を確認するものであり、しかも毎回異なるサンプルをランダム

に選出した調査であって方法論の試験的な意味合いが強く、本研究では参考としていない。

　「利用と満足」研究のフレームワークを使って 260のブログの内容分析を行った先行研
究もあり（Papacharissi, 2007）、この調査ではテキストの分量、画像の有無、訪問者への直
接の呼びかけの有無、フィードバックの種類などといった項目を数値化し、また内容につ

いては、個人的な日記、趣味、家族とのコミュニケーション、個人的見解、創作、ファン

ページなどのカテゴリーに分類して分析を行った。その結果、ブログは主に個人的な見解

を表すために用いられており、読者のことはあまり意識していないという結論に至ってい

る。

　これらはいずれもアメリカ人ブロガーを対象とした調査であり、日本人のブログ利用にも

そのまま当てはまるとは言えないだろう。日本では 1997年に「ウェブ日記」、そして 2004
年に「ウェブログ」を調査した山下清美らの研究があり、ウェブ日記の動機と効用、ブロ

グの継続意向に関する心理学的研究などに関する幅広い知見が得られている。1997年に行
われた調査からは、ウェブ日記の開始動機として最も多かったのが「自己表現」であるこ

と、ウェブ日記の効用として「自己に向かう効用」（感情表出、自己の明確化、社会的妥当

性の確認など）と「関係に向かう効用」（二者関係の発展、社会的コントロールなど）の２

種類があること、ウェブ日記を書き続ける理由が「自己表現よりもコミュニケーション」に

あることなどの成果が得られた（川浦・山下・川上, 1999）。2004年に行われた調査では特
にブログの継続意向に関する心理学的要因に焦点が当てられ、〈自己開示 -相互交流〉とい
うサイクルがブログ継続意向に有意な影響を及ぼしており、特に読者からのポジティブな

フィードバックが満足度に大きな影響を及ぼしていることが確認された（山下, 2005）。
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　この他に主にマーケティングの分野で行われているブログ研究方法として「ブログノグ

ラフィ（blognography：blog ethonographyの合成語）」と呼ばれているものがあり、これはイ
ンフォーマントに写真やビデオを使った日記ブログを書いてもらい、そこからインフォー

マントの消費行動などを分析するという方法である。あらかじめマーケティング調査用に

専用のブログサイトを用意しておき、対象者に調査テーマに沿った書き込みや写真・ビデ

オのアップロードを依頼するといった方法をとっているリサーチ会社もある。ブログノグ

ラフィには、「グループインタビューやデプスインタビューでは得られない、対象者の生活

シーンに関するリッチな情報が得られる」「インタビュアーが介在しないので、真の生活実

態のデータが得られる」「費用、時間、手間の負担が少ない」などのメリットがある 1。

　ブログノグラフィでは、ウェブで日記を書くというプロセスにおいてはインフォーマン

トの日常生活に観察者が入り込むわけではないため、比較的「自然な」記述を引き出すこ

とができるというメリットがあり、写真やビデオという非常に情報量の多いデータを分析

することが可能になる。しかし結局はそのブログの文章、写真やビデオなどはあらかじめ

依頼されたものであり、ブログ行動のモチベーション自体は自発的なものではなく意図的

で不自然なものになることは否定できない。特定の目的のために読まれる／分析されるこ

とを意識しながらブログを更新することになるからである。

　本研究で行ったブログ・エスノグラフィは、上記のように研究のために依頼して新たにブ

ログ日記を書いてもらう手法とは異なり、すでに存在する／更新が終了したブログを読み

解くという事後観察の手法である。この手法にはメリットが二つあり、一つはインフォー

マントは自分のブログが観察対象となっていることを知らず、インフォーマント本人の自

由意志によって書かれた記述をもとに過去の行動を分析するわけなので、更新当時の行動

には「観察（調査）されている」というバイアスがまったく存在しないという点である。

研究者は透明（インビジブル）な存在としてインフォーマントを観察することが可能であ

り、また広く公開されているブログのデータを扱うために、調査者や調査時期によって収

集データが異なるという質的研究が抱える欠点も克服される。もう一つのメリットは、参

与観察の場合、時には数年間という時間を必要とする場合があるが、ブログ・エスノグラ

フィはリアルタイムの調査ではないため、たとえ数年分の行動記録であっても、比較的短

期間でインフォーマントの行動を追体験し観察・分析することが可能だという点である。

　一方デメリットと考えられるのは、質的調査では常に意識しなければならない課題であ

るが、倫理的な側面である。本研究ではインフォーマントと直接コンタクトを取ることな

く、個人のブログを研究対象として分析している。対象として選んだブログは誰でも閲覧

可能でオープンなものであるとはいえ、個人のプライベートな生活を中心に書き記された

ものである。個人を特定できるような情報が書かれていないブログを対象としているもの

の、画像や本文中の表現などからある程度の絞り込みをすることは不可能とは言えない。

　そこで本論文の中では、調査対象のブログを特定できるようなメタデータ（ブログタイ

トル、URL、ユーザ名など）をそのまま利用することはせず、特に、関係するユーザ名に
関してはすべて仮名に変更している。また本文やコメントの文章を引用する際も、意味内

容を大きく変えない程度に一部を改変して使っている。

1株式会社定性調査維新の会「ブログノグラフィってなに？」
http://www.teisei-ishin.co.jp/article/14584839.html（2014年 10月 1日閲覧）
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　今後こうした調査を続けていく場合は、倫理的側面についてのより深い議論が必要とな

るだろう。

3.6.2 予備調査

一次調査（2010年 12月～2011年 3月）
　まず、仮説探索的・問題発掘的な予備調査としてランダムなブログ観察を行い、調査の

方向性を定めて仮説の索出を目指した。その成果を踏まえたうえで、本調査へと発展させ

ようとする計画である。

1. 検索キーワードは「ブログ,始めました,はじめまして」
　ブログを開設日によってダイレクトに検索することが現状では困難であるため、開

設後の最初のエントリーで多く使われると推定される「始めました」「はじめまして」

を検索キーワードとして選んだ。

　 Googleのウェブ検索では、2014年 7月 1日時点で約 4,460,000件の検索結果が表
示される。

2. 2003年 1月 1日から 2006年 12月 31日までに更新されたブログを期間指定で検索
　日本におけるブログブームの時期である 2003年から 2006年にかけて新たに開設
された個人ブログを対象とした。2006年になると日本では SNSの mixiが人気を集
めるようになり、多くのブログ・ユーザがコミュニケーション志向の強いmixiに移
行したため、2006年以降に新たにブログを開設したユーザは例外的であると判断し
サンプルからは除外した。

　期間指定によって検索結果は 231件に絞りこまれる（2014年 7月 1日時点の検索
結果）。

3. 個人ブログに限定
　ビジネス利用や宣伝目的のブログ、政治家やタレントなど著名人・芸能人を除いた

個人のプライベートなブログに限定した。

　検索結果の中から 2006年以降に開設されたブログや無関係なサイトを除外した調
査対象ブログの割合は以下の通りとなる。全体の約 50%が有効サンプルとなること
がわかる。

・検索結果 1ページめ：6/10
・検索結果 2ページめ：4/10
・検索結果 3ページめ：4/10
・検索結果 4ページめ：5/10
・検索結果 5ページめ：6/10
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4. サンプルブログの選別
　検索結果順に各ブログを訪問してプロフィールやエントリー内容をチェックし、以

下の基準にもとづいて 20のサンプル・ブログを選択した。
・著名人ではない一般個人の日記的なブログであること

・コメント欄を利用して訪問者とのコミュニケーションが行われていること

・固定の ID（ハンドルネーム）を使用しており、ブログ行動の追跡が可能であること
・一定期間（基準として 6ヶ月以上）定期的に更新を続けていること
※調査に要する時間の制約から、エントリー数が 1,000件を超えないこと、そして交
流しているユーザが数人～十数人レベルであることも条件に加えた。

5. 仮説の再検討
　サンプルとして選択したブログを複数回にわたって精読した。特にコメント欄で

の他のブログユーザとのコミュニケーションに注目し、常連訪問者のブログの同時期

のエントリーも併せて閲覧した。この予備調査の過程で発見したのが、〈子なし専業

主婦〉という社会的マイノリティの存在である。主婦や専業主婦自体はブログユー

ザとしては珍しい存在ではなく、とりわけ「子育てブログ」はむしろマジョリティと

いっていいほど数が多いが、子供のいない専業主婦のブログは少数派であり、また該

当ユーザのブログ行動には承認欲求と仲間探しに関する興味深い行動がいくつも見

られた。

　社会的ネットワークについて調査しているクリスタキス & ファウラーによると、
人間には「ホモフィリー」という「自分と似ている人びとと仲間になろうとする意識

的・無意識的傾向」（クリスタキス &ファウラー, 2009[2010], p.29）がある。そして
平均的なアメリカ人の親しい社交的な交際相手の数は「２人～6人」だという調査結
果を提示している（前掲書, p.31）。前述した〈子なし専業主婦〉はこの典型とも言え
るユーザであり、結婚して住み始めた地域では同じ境遇の主婦仲間を身近に見つける

ことができなかったため、ウェブでの仲間探しを始めた。ブログ開設後にまずは自分

と似た属性のユーザのブログを検索する行動を起こしており、４人の仲間を見つけた

段階で仲間探し行動を終え、その後はコメント欄を通じたコミュニケーションに専念

している。

　社会的マイノリティはオフラインでの仲間探しが困難だからこそ、オンラインで仲

間を見つけ関係を築こうとする傾向がより強いはずである。そしてゼロ年代のウェ

ブの技術革新がそうしたユーザにとって有用な検索サービスやブログというコミュ

ニケーション・ツールを提供したことで、オンラインでの仲間探しが加速し日常化し

たのではないだろうか。それを確かめるためにも、単なる興味関心や暇つぶしなどの

理由からブログを使い始めたユーザではなく、強いモチベーションを持ちブログの継

続意欲も高いと推測されるマイノリティこそ調査対象として適していると考えられ

るのである。

　このように、定量的な分析では例外処理されてしまうようなマイナーなユーザ属性

を持つ人々のブログ行動にこそWeb2.0の核心に迫る重要な手がかりがあると判断し
たことから、当初の「人々の欲求充足システムとしてウェブが有効に機能している」
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という仮説に対して

「ブログは社会的マイノリティのコミュニケーション・ツールとして機能している」

という副次仮説を新たに立て、マイノリティの視点からブログの役割と意味を定性的

に考察することとした。

二次調査（2012年 10月～12月）
　2012年10月から11月にかけての2ヶ月にわたって、「Yahoo!ブログ」（http://blogs.yahoo.co.jp）
を利用している 300人のユーザを対象として調査を行なった。インフォーマントとなるユー
ザと直接コンタクトは取らず、訪問者の一人としてブログから得られるデータのみを収集

する非参加型観察法である。

　 Yahoo!ブログに限定した理由は以下の通りである。
　各ブログサービス会社のアクティブユーザ数を独自に調査して公開していた「ブログファ

ン」（http://www.blogfan.org※ 2011年 5月に閉鎖）によると、2011年 4月の時点で日本で
もっとも月間アクティブユーザ数（利用者数）が多かったブログサービスは、

　 (1)アメーバブログ（アメブロ）：2,015,907人
　 (2) FC2ブログ：428,841人
　 (3) Yahoo! ブログ：218,007人

であるが、その 5年前の 2006年 4月の月間アクティブユーザ数はどうだったかというと、

　 (1) livedoorブログ：259,819人
　 (2) FC2ブログ：204,459人
　 (3) Yahoo! ブログ：168,011人

となっていた 2。

　アメーバブログは近年になってユーザ数を増やしており、テレビコマーシャルや有名人・

芸能人・スポーツ選手等のオフィシャルブログが多いことが影響しているとみられる。主

に若い世代（中高生～ 30代の主婦）のユーザが多いのが特徴であり、メンバー限定の非公
開記事も多いため、今回のような観察調査には向いていないと判断して対象から除外した。

　また FC2ブログはアフィリエイトプログラムが豊富なため、副収入を狙ったユーザが一
人で複数のアカウントを所有していることが利用者数の多さに反映されていると言われて

いる。またカスタマイズ度が高いため、ブログ上級者や商用利用が多いとみられる。全体

として利用者は多いものの、ユーザ属性に偏りがあると考えられるため、今回の調査対象

とはして不適と判断した。

　Yahoo! ブログは、Yahoo! Japanのトップページが日本でもっともアクセス数の多いペー
ジの１つであり、インターネット普及期から初心者にも知名度が高かったこともあり、10
代～ 60代までの幅広い世代に利用されている（「Yahoo! Japan媒体資料 2014年 6月改訂

2http://suzu1neco.exblog.jp/17707105（2015年 10月 31日閲覧）
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版」ヤフー株式会社）。性別では男性 61%、女性 39%の割合となっている。メールやオー
クションなどYahoo! Japanが提供する各種サービスで共通して使われるYahoo! IDによっ
て、たとえば、コメントを残していなくても、どのYahoo!ユーザが自分のブログを訪問し
たかということを「訪問者履歴」によって知ることができるほか、「お気に入り」や「ファ

ン」登録のシステムがあるなど、ブログを舞台としてコミュニティを形成する仕掛けがい

くつも用意されている。また、デフォルトの状態で「開設日」「総エントリー数」「総コメン

ト数」「総トラックバック数」「総アクセス数」などのデータがトップページに表示されて

おり各ブログの比較が可能であること、プロフィール欄から「友だち」「お気に入り」「ファ

ン」などのオン友との関係（ソーシャルグラフ）を把握可能なことなどから、今回のブロ

グ調査の趣旨に最適であると判断した。

【調査内容】

対象 ：2005年 1月 1日から 2006年 12月 31日までに開設されたブログ
※ Yahoo!ブログがサービスをスタートしたのは 2005年 1月である。

サンプリング ：ランダムに抜き出したブログの「リンク集」を使ってスノーボール式に次

の調査対象ブログを選択。特定のユーザ属性（性別、年代）やジャンルに偏らないよ

うに選抜した。

サンプル数 ：300ブログ（すでに更新を停止しているブログも含む）
※ 300というサンプル数については、ブログ調査の代表的先行研究であるNardiらの
“Why We Blog”（2003）が 23ブログ、Papacharissiの“Audiences as Media Producers:
Content Analysis of 260 Blogs”（2007）が 260 ブログ、Herring らの“Weblogs as a
bridging genre”（2005）が 203ブログ、、同じくHerringらの“A Longitudinal Content
Analysis of Weblogs: 2003-2004”（2006）が 457ブログを対象としていることを参考
にした。

調査項目 ：性別・名前・年齢・職業・ブログタイトル・URL・開設日・更新期間・現在の更
新状況・更新頻度・カテゴリー・リンク数・ブログのジャンル・言葉遣い（フォーマ

ルかインフォーマルか）・顔文字および絵文字使用の有無・画像コンテンツの有無・

コメント数・返信の有無・読者への呼びかけの有無・総アクセス数・コメント総数・

トラックバック数・総エントリー数

※調査項目については、Papacharissiのコードデザイン（テキスト分量、GUI度、画
像使用量、読者への直接的な呼びかけの有無、フィードバックの仕組み有無、箇条書

きか文章か）を参考にした。

　

【調査結果】

　まず、最もよくブログを利用しているユーザ層を抽出するために、更新期間の長い順、次

に投稿数の多い順に並べ替え、上位 10%にあたる 30ブログを表にまとめてみた（表 3.1）。
※調査項目は主要なものだけを残して省略している。
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表 3.1: Yahoo! ブログ利用者データ（更新期間の上位 30ブログ）

ID 名前 性別 更新期間 現状 リンク 言葉遣い 呼びかけ 総アクセス 総コメント 総投稿

132 HN 不明 7 年 9 ヶ月 更新中 90 F 無 171432 11427 2145
112 HN 男 7 年 8 ヶ月 更新中 - I 無 735360 26902 2139
180 HN 男 7 年 8 ヶ月 更新中 - I 無 92681 17452 1531
199 HN 男 7 年 8 ヶ月 更新中 - F 無 196806 4065 1433
227 HN 女 7 年 8 ヶ月 停止 41 I 有 107749 18026 977
115 HN 女 7 年 8 ヶ月 更新中 57 F 有 62220 12496 738
154 HN 女 7 年 8 ヶ月 更新中 20 I 有 30357 8585 644
228 HN 男 7 年 8 ヶ月 更新中 52 F 有 22540 618 638
181 匿名 男 7 年 8 ヶ月 更新中 33 F 有 331338 25645 579
064 匿名 女 7 年 8 ヶ月 停止 68 I 有 34691 5195 433
271 HN 男 7 年 8 ヶ月 更新中 22 I 有 72072 4470 266
263 HN 女 7 年 8 ヶ月 停止 10 F 無 72158 348 72
177 HN 女 7 年 7 ヶ月 更新中 - F 無 402381 71663 2455
128 HN 女 7 年 7 ヶ月 更新中 147 I 有 294338 22230 1226
126 匿名 女 7 年 7 ヶ月 更新中 - F 有 79170 29936 1064
133 匿名 不明 7 年 7 ヶ月 更新中 - F 無 220401 12247 768
210 HN 男 7 年 7 ヶ月 更新中 14 F 無 11748 154 349
189 HN 男 7 年 6 ヶ月 更新中 71 F 無 294568 88937 6233
145 HN 女 7 年 6 ヶ月 更新中 71 F 有 429997 155780 2985
209 HN 男 7 年 6 ヶ月 更新中 16 F 無 334927 6568 2432
208 HN 不明 7 年 6 ヶ月 更新中 120 F 無 652655 13913 2228
124 HN 男 7 年 6 ヶ月 更新中 60 F 無 287867 8798 1917
156 HN 不明 7 年 6 ヶ月 更新中 - I 有 106023 25217 1070
172 HN 女 7 年 6 ヶ月 更新中 96 I 有 68145 28116 1007
239 HN 不明 7 年 6 ヶ月 更新中 36 I 無 62078 4688 964
051 匿名 女 7 年 6 ヶ月 更新中 65 I 有 16584 4596 326
218 匿名 不明 7 年 6 ヶ月 停止 3 F 無 7506 163 137
116 HN 男 7 年 5 ヶ月 更新中 82 I 無 337672 65815 2580
164 匿名 男 7 年 5 ヶ月 更新中 - F 有 164074 14812 2468
162 HN 女 7 年 5 ヶ月 更新中 24 F 無 97690 15107 1940

（HN：ハンドルネーム　 I：インフォーマル　 F：フォーマル）

　 300ブログの中でもっとも更新期間が長かったのは文系の研究者と思われるユーザのブ
ログで、Yahoo! ブログがサービスを開始した 2005年 1月に開設され、調査時点の 2012年
12月まで約 8年に渡って更新されていた（2015年 10月現在も更新中）。逆に更新期間が最
短だったのは 1日、つまり 1回のエントリーのみで放置されたブログであり、これが２つ
あった。また総投稿数がもっとも多かったのはアマチュア無線を趣味としている人のブロ

グで、調査時点での投稿数は 9211件。74ヶ月（約 6年）更新を継続しており、1日に約 4
件ペースで更新していることになる。

　そして 300ブログの各種データから読み取れる「平均的なブログ・ユーザ像」は、「ハン
ドルネームを使う女性で、読者への呼びかけを含めてフォーマルな言葉を遣い、月に平均

16件（２日に１回）のエントリーをして、コメントには必ず返信をする。そして約 5年間
にわたって更新を続けている人」というものであった。総務省の調査（2009）でも、ハン
ドルネームを使うユーザが多い点や平均エントリー数（月に約 14件）といった点は類似し
ている。

　ただし、更新期間や総投稿数、アクセス数、言葉遣い、呼びかけの有無などのデータを

もとに行なった定量的な分析では、フィードバックと更新状況の各項目間に特に顕著な相

関関係は見られなかった。例えば表 3.1中の ID「263」や「218」「210」など更新期間の長
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さのわりに投稿数が少ないブログは、一方的な情報発信を目的とした表現欲求や貢献欲求

の強いタイプのユーザであり、あまり訪問者とのコミュニケーションを図っていないため、

フィードバックと更新継続モチベーションの間に特に相関は見られないものと推測される。

　さらに詳細な追跡によって、これらの数値からでは読み取れない実態も明らかとなった。

　表を見ると、例えば更新期間が同じ（7年 8ヶ月）ユーザでも総投稿数が 72件（月に 0.8
件）から 2139件（月に 22.8件）までの幅がある。月 0.8件の投稿しかない ID「263」ユー
ザの情報発信のモチベーションが低いのかというと、実はそうではなかった。プロフィー

ルによると、このユーザは実際には他にもジャンルの異なる 5つのブログ／ホームページ
を同時に運営しており、極めて高い頻度で幅広い分野の情報発信活動を行なっていたので

ある。

　この二次調査の結果から浮き彫りとなったのは、ユーザのブログ利用の多様性である。

ハンドルネームやブログ・ユーザのプロフィールも、ごく一部を取り上げただけでも以下

のように千差万別である。

・温泉好きなママ

・格闘技三昧

・繁華街の黒服

・だめサラリーマン

・テニス大好き

・14歳の受験生
・添乗員

・女子大生

・イタリアンシェフ

・音ゲーマニア

・中間管理職

・外資系キャビンアテンダント

・平凡 OL
・普通の主婦

・喫茶店経営者の頑固親父

・大食いデブ

・パラグライダー大好き

・タイガースの熱狂的ファン

・シドニー留学中の学生

・復讐に燃えるゲイ

　総務省が 2008年に 15歳以上のブログ開設経験者 2,351人を対象として実施したアンケー
ト調査では、ユーザ属性（職業別）を「会社員（55%）」「自営・農林水産業（7%）」「主婦
（16%）」「学生（13%）」「無職・フリーター（10%）」の５種類に分けているだけである。上
記の「だめサラリーマン」も「平凡OL」も「中間管理職」も「外資系キャビンアテンダン
ト」も「添乗員」も、あるいは「音ゲーマニア」や「大食いデブ」や「復讐に燃えるゲイ」
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などの多様な人々も、総務省の調査では同じ「会社員」属性のユーザとして扱われてしま

うわけである。ここに大規模なアンケート調査の限界があるといえる。統計データでは表

面化しないブログ・ユーザーの実態を明らかにするためには、もう少しミクロな単位まで

踏み込んだ質的な調査が必要であろう。

　また個人レベルだけではなくコミュニティという単位でブログ社会を捉えることも重要

である。無数の価値観が混在する複雑で広大なブログ社会の中で、趣味や関心を同じくす

るユーザ同士がキーワード検索や〈友達の友達〉的なつながりで小規模なコミュニティを形

成しているケースが少なくない。また接点のないユーザ同士が知り合いになるきっかけと

して、ブログポータルページの存在も大きく寄与している。コメント欄を見ていると「新

着から来ました」とか「ランダムで来ました」のような挨拶をしているコメントをよく見

かけるが、これは「Yahoo!ブログ」のトップページ（http://blogs.yahoo.co.jp）がユーザ間
の出会いと交流を促進するようなサービスを提供しているからである。たとえば、「新着記

事」欄によって最近更新されたブログを紹介したり、「訪問者数ランキング」で人気のある

ブログを紹介したり、「カテゴリ」によって興味関心からブログを検索しやすくしたりする

サービスがあり、Yahoo!以外のブログサービスでも同様の仕組みが用意されている。また、
Yahoo!ブログには「ランダムブログ」というリンクがあり、このリンクをクリックすると
ランダムで誰かのブログにアクセスする仕組みになっている。暇つぶしのために無目的に

誰かのブログを訪問したい時に使われる機能である。こうしたサービスをきっかけとして、

ユーザ同士が出会い、コミュニティを形成していることがわかった。

　World Wide Webという巨大で複雑なネットワーク上に併存する無数の小規模ネットワー
クが、ユーザにとってどのような存在価値を持ち、どのような役割を果たしているのかと

いう点もまた、個人単位のミクロな観察の中から明らかにされるだろう。

3.6.3 本調査のプロセス

　本節では、予備調査の結果を踏まえて考案したブログ・エスノグラフィの手法とプロセ

スについて紹介する。

　ブログの内容分析における新しい手法を模索している Susan C. Herringは、ウェブ時代の
内容分析には (1)言語学の立場からの談話分析、(2)コミュニケーション学の立場からの内
容分析、(3)社会学の立場からのネットワーク分析の３種類があるとし、従来のメディアに
はなかったブログ特有の側面といえる「コミュニケーション現象」の分析に注目している

（Herring, 2009）。ブログと旧メディアとの違いは、投稿に対して他者が「コメント」を書
き込めることと、ブログページのサイドバーやエントリー内に埋め込まれた「リンク」の

存在にある。ユーザ同士がお互いのブログにリンクを張るという行為は「ブログ間の対話」

（cross-blog conversation）であり（Herring, Kouper et al., 2005）、リンクによってブログ間の
物理的なつながりを確認することができる。

　Herringのこうした指摘を踏まえて、本研究でもブログのコミュニケーション機能に注目
し、「ブログ間対話」の追跡という新しい手法を試みている。調査対象としたブログのエン
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トリーやコメント欄に他のブログへのリンクがある場合にはリンクをたどり、「リンク集」

にリストされているブログも含めてオン友たちの複数のブログを同時に観察対象としたの

である（Herringは、この作業の困難さのために実践例はほとんどないとしている）。

　具体的なプロセスは以下のようなものである。

(1)データ収集
　すでに公開されていて誰もが閲覧可能な個人ブログを観察対象とする。現在も更新中の

ブログもあれば、更新を停止して数年を経ているブログもある。インフォーマントとメール

やコメント欄を通じたコンタクトは取らない。つまり観察の形式でいうと「自然観察法」、

観察対象者との関係でいうと「非参加観察」である。「調査者と対象者のあいだに生じる社

会的接触が調査結果にもたらすバイアス」（佐藤, 2006, p.142）が理論的には存在しない「非
干渉的技法」でもあり、インフォーマントが自由意志に基づいて記述し公開しているデー

タを扱うことができるというメリットがある。

　収集対象とするデータは発言データと行動データの２種類である。発言データとは「エ

ントリー本文やコメント欄に記述されたテキスト」であり、他のブログを訪問して残した

コメントも含めて収集対象とする。行動データというのは「エントリーをした、訪問者が

コメントを残した、他のユーザのブログを訪問してコメントを残した、自分のブログへの

コメントに返信した」などといったインフォーマントのブログ行動の記録である。いずれ

もウェブで公開されているものを用いており、当該ブログが削除されない限りは再現性や

信頼性の高いデータである。この２種類のデータを、ブログに記録されている日時に基い

て時系列で並べたデータ表を作成する。主観的な「言葉（テキスト）」だけでなく客観的な

「行動」記録も観察・分析対象にしているところが本研究のアプローチの特徴であり、行動

の時間軸を加味してコンテキストを重視することで、テキストの分析に奥行きを出すこと

ができる。これは主観的・印象的になりがちなテキスト分析のプロセスにおいて客観的な

視点を保つための方法でもある。

　実際に用いた時系列データの一部（あるユーザの１日のブログ行動）は以下の表 3.2の
ようなものになる。

　これらのデータは、例えば 1年間ぶんのブログのエントリー・データの場合、インフォー
マントが 1年のあいだに様々な生活体験（デートやケンカ、結婚や出産、楽しい食事、辛
い失敗など）をしながらその時々で揺れ動く感情を日々率直に記録したものであり、1回
から複数回程度のインタビューでは得られない多層的なテキストであると言える。さらに、

対面のインタビューでは得られないような、ウェブという匿名の空間だからこそ露わにな

る本心や剥き出しの欲望が時として描かれる。エントリーを断片的に取り出して読んでみ

ると矛盾した思いを書いていることがあっても、長期的なスパンで眺めるとその根底にあ

るインフォーマントのパーソナリティというものを把握することが可能なのである。
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表 3.2: ブログ行動の時系列データの例
日付 時間 行動者 イベント タイトル カテゴリー 内容

08:09 KYO 投稿027 11月最後の日曜日 お出かけ
○○○に行って来ました
紅葉は11月末とテレビなどでは言われていたのですが、8割くらいで
ちょっと残念でしたが、その代わりに屋台で十分楽しみました（笑）

09:22 KYO 他ブログコメント KYOです☆
照れるじゃないですかぁ～（笑）
ありがとうございます
いつかオフ会したいですね。熱く語り合いたいです（笑）

09:27 KYO 他ブログコメント KYOです☆

あかすり大好きです
でももう何年もしてないなぁ...。しに行こうかなぁ（笑）
楽しい旅でなによりですね。
KYOも旦那さんと来年の春辺りに旅行を計画中ですが、なかなか難しくて・・
行く時になったら是非お薦めを教えてくださいね

09:31 KYO 他ブログコメント KYOです☆
すごく安いですね！！
KYOの近所ではせいぜい特売の日で6個で100円くらいだと思います。
しっかりさんの近所にはお得なお店が沢山あるのですね☆

09:40 KYO 他ブログコメント KYOです☆

この間は遊びに来ていただきありがとうございました
お風呂でキャンドルなんてオシャレですね
KYOはキャンドルではないですが、入浴剤と色が7色くらいに変化していく電気の置物でお風呂タイムを楽しむ
ことが多いです

13:57 よっちゃんまま コメント026 ブログ開設おめでとう
ございます。

おめでとうございますって、遅い？？？
だって、今日気がついたんだもーん。
おいしそうなお食事いっぱい。
前回のラーメンは残念でしたが、またご一緒してね。

15:28 しっかりさん コメント027 おいしそう！
いいですね、屋台。私達夫婦は祭りというと買い食い資金に3000円～4000円用意します。ビールに焼き鳥、お
好み焼きにたこ焼き、クレープにイカ焼き、便乗して外で売っているコロッケまで。すずめ焼きは京都の伏見稲
荷で食べましたよー！何も考えないで一口だけぱっと。香ばしくておいしいけど、骨が多かった。。。

15:40 でぶ子 コメント027 - うずらとすずめって、どんな風に食べるのか想像できません...。
そのまま焼いてって丸焼きですか？

17:20 だめな嫁 コメント027 お洒落さん？

そっか、こういうのをお洒落さんというのよね、うん。
1枚目の写真、KYOさんですよね？　お洋服、とっても可愛い～
こういうのをさらりと着れるのをお洒落さんというんですよね～
うちの愛娘様に教えてあげたいわぁ～

18:54 KYO コメント返信 よっちゃんままさんへ

こんにちはぁ～
ありがとうございます
ラーメンはその後行かれましたか？
是非今度こそは一緒に行きたいですね

18:59 KYO コメント返信 しっかりさんへ 結構屋台ってお金使いますよね。あれもこれもなんて・・（笑）

19:03 KYO コメント返信 でぶ子さんへ
真っ黒だったんですが、“毛”はむしってあったと思います。串に刺して丸焼きです
スーパーで売ってたのも確か串に刺してあり20匹でいくらなんて売り方でしたよ。
さすがに屋台にあったのは驚きました

19:10 KYO コメント返信 だめな嫁さんへ
＞1枚目の写真、KYOさんですよね？
はい。でもお顔は恥ずかしくて、隠してます（笑）
この日は天気予報は雨で山なので身体が冷え込まないように着込んで行ったので恥ずかしいです

19:20 KYO 他ブログコメント KYOです☆

旦那さんより朝30分は早く起き基礎化粧は済ましてますよ。
なんていえる日は来るのだろうか・・（笑）
KYOも家では全くと言ってもいいほどしてません
朝、旦那さんが出掛けたらシャワーを浴びて顔を洗い基礎だけしてパジャマで一日中ゴロゴロです（汗）
近所の人が来たら...居留守が多いです...。
どこも同じようですね（笑）

19:28 KYO 他ブログコメント KYOです☆

ずっとやってましたね
最近は“ひろしまドッグパーク”の件が発覚してから火の付いたように動物愛護についてやってますね。
KYOは動物が大好きなのでそれはそれで嬉しいのですが、“流行”として取り上げてほしくないですね。
流行はすぐに終わってしまうのでこれからももっと日本も動物愛護に力を入れてほしいです。

19:31 KYO 他ブログコメント KYOです☆
KYOはまだ子供はいないですが、お母さんたちの子供の行事参加は大変だなぁ・・
と話を聞くたびに思います
小さい頃は当たり前だと思っていましたが、大人になると有り難みが良く分かります

2006/11/27

(2)内容分析およびリンク分析
　フィールドワークを専門とする佐藤郁哉が「文字テキストデータに含まれている言葉あ

るいは文章が持つ意味、そしてまたそれから推測できる社会的行為の意味は、それらの幾

重にも折り重なった重層的な文脈に照らしてみた時にこそ、はじめて明らかになる」（佐藤,
2008, p.25）と述べていることを参考にしつつ、本研究では時系列のデータ表を用いて文脈
を重視したテキスト分析を行う。また、ハイパーリンクというウェブの特性を活用したリ

ンク分析も行う。自らのブログへ投稿した独白的なエントリーだけでなく、自ブログへの

コメントに対する返信内容および他のブログに寄せたコメント、つまり対話テキストも含

めて、固定 IDによって追跡可能な発言データはすべて収集して検討するという点で重層的
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な文脈把握を意識している。

　まずは (1)で作成した時系列データ表の中から発言データに注目し、修正版グラウンデッ
ド・セオリー・アプローチ（M-GTA）の手法を用いて特徴的な発言を抜き出した分析ワー
クシートを作成する。データの切片化（一文、一語、一文節に細分化する作業）は行わず、

必要に応じて、一文または複数の文章、あるいはエントリーやコメント全体といった単位

で抜き出してゆく。オリジナルのGTAにおいて提唱者のグレイザーが行なったデータの切
片化は、質的なデータを数量的な方法で厳密に分析しようとするためのアイディアであっ

たが、それによって解釈が拡散してしまい理論化が困難になる危険性をはらんでいる。そ

れに対してM-GTAは「コンテキストの理解を重視する」立場であり「そこに反映されて
いる人間の認識、行為、感情、そして、それらに関係している要因や条件などをデータに

そくしてていねいに検討」していこうとする立場である（木下, 2003, p.158）。
　分析ワークシートを用いた分析作業を通して、ある特徴をもったデータ群を統合する「概

念」（データを解釈した結果）を抽出し、さらに概念間の関係を検討して「理論化」を図っ

てゆく（分析作業の詳細については後述する）。データとその分析過程を明示する分析ワー

クシートを採用することによって、質的研究の弱点とも言える客観性および信頼性を担保

しようとするものである。

(3)解釈と考察
　 (2)で得られた分析結果に〈行動データ〉を加えて解釈を行う。
　ブログ・エスノグラフィにおいて問題となるのは、研究者の解釈が適切であるかどうか

という判断である。定量的研究における統計学のような客観的な評価基準がないため、研

究者の解釈が適切かどうかという評価は常に不安定な立場に置かれるわけだが、修正版グ

ラウンデッド・セオリー・アプローチを提唱する木下康仁は、質的研究を行う研究者は以

下の３つの前提的立場のいずれに立つのかを意識的に選択すべきであると主張している。

　　 1. できるだけ数量的分析の基準を採用する立場
　　 2. 分析・解釈の過程の明示化を重視する立場
　　 3. 自分の解釈結果のみを報告すれば十分であるという立場

　本研究は 2の立場に立ち、調査によって得られた客観的なデータに対し、どのように分
析し解釈したのかという過程を第三者が理解しやすいように記述することで、分析の適切

や分析結果の確からしさの担保にしようとするものである。

　ブログ・エスノグラフィは一般的な参与観察のように研究者の主観的な体験とその記憶

に基づいた調査ではなく、データに関してはむしろ文献調査に近い性質のものである。イ

ンフォーマントの自由意志によって記述されたテキスト（時系列で書かれた日記）がすで

に存在しウェブ上で広く公開されており、研究者はそれを読むことでインフォーマントの

行動を追体験しようとする。エントリーの内容や日時、コメントへの返信、他のブログへ

のコメント投稿などオープンで客観的なデータを中心に分析を行うため、別の研究者が同

じ調査を行ったとしても得られるデータ自体は同じであり、その意味では信頼性の高い調

査方法であると言える。ただしインフォーマントがエンコードした発言データを研究者が
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デコードするというプロセスにおいて、研究者が提示することができるのは多様な解釈の

中の一つのデコード例にすぎず、そこに限界があることは否定できない。そこで、解釈の

プロセスを可能な限りオープン化しようという立場を採用している。

3.6.4 サンプルブログの選抜基準について

　サンプリング（インフォーマントの選択）の問題は、ライフストーリー研究／ライフ・ヒ

ストリー研究等の質的研究法が批判を受ける点の一つである。特に、語り手（インフォー

マント）が特定のカテゴリー集団の中ではたして代表性をもったサンプルと言えるのかと

いう代表性の問題に関しては、サンプリングを重要視し様々なサンプリング理論を開発し

てきた定量的調査法の立場から常に批判を受けてきた。

　しかし質的研究におけるサンプリングとは多様なリアリティの存在を明らかにすること

が目的であり、「唯一の一般化は、一般化などできないということ」（Lincoln & Guba, 2009,
p.110,筆者訳）とも言われるように、そもそも対象となる母集団の一般化を目指すもので
はない。母集団という発想に関しても、桜井が「ライフストーリーやライフヒストリー研

究の領域で収集されてきたデータは、母集団の構成がわかりやすい社会的に支配的な人び

とや集団の経験にもとづいたものというより、マイノリティや被差別者、逸脱者、被害者、

さまざまなトラブルを抱えた人たちなどであって、社会のなかで従属的でマイナーな位置

を占めている。そのため社会の表面に登場するのは、そのなかの一部の人びとに過ぎず、

多くは支配的文化の周縁に位置したり、カミングアウトできないまま隠されているために、

もともとそうした母集団のリストがないのである」（桜井・小林, 2005, p.28）と指摘してい
るように、ある特定の属性をもった母集団の存在を前提としてインフォーマントをサンプ

リングしようとする定量的調査法とは考え方が根本的に異なっている。

　またグラウンデッド・セオリー・アプローチでは、母集団からサンプルを選ぶのではな

く、まず最初にサンプルを決めて、そこに存在している現象を検証していくというプロセ

スをたどる。本研究で行なったブログ・エスノグラフィの場合も「ブログによって顕在化

した社会的マイノリティを観察する」という研究目的があったため、無作為にサンプルを

抽出するのではなく、調査対象として最適なブログを「関心相関的サンプリング」（西條,
2007）によって念入りに選択する必要があった。関心相関的サンプリングとは、現実的制約
を勘案しつつ、リサーチクエスチョンや研究目的に照らして対象者を選んでゆくサンプリ

ング方法である。そこでまず、予備調査の対象としてスノーボール式サンプリングによっ

て選んだ 300ブログの中から、研究の目的と手法に合わせて以下の①～③の基準を満たす
ものに限定して絞り込みを行った。

①トレーサビリティ：追跡観察可能性

　ブログ行動を追跡可能かどうか。具体的にはオンライン上で一貫したハンドルネー

ム（インターネット上でプライバシーを守るために本名の代わりに使う別名）を使っ

ているかどうかが必須条件である。匿名のネットワーク上でも、例えば「山ちゃんマ
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マ」「白茄子」「東海のハイウェイスター」等の固定されたハンドルネームによって、

調査対象となるユーザを識別し同一化することが可能となるため、ハンドルネームを

手がかりとして他のユーザのブログのコメント欄からインフォーマントを見つけ出

して行動を追跡することができる。

②スケール：ブログ規模・行動範囲

　ブログのエントリー数が 100件～ 1000件程度であること。長期間に渡って更新さ
れたブログを比較的短期間で追体験できるのがブログ・エスノグラフィの長所とはい

え、コメント欄を通じて交流のある訪問者（オン友）のブログのコメント欄について

も同じ期間に渡ってチェックしていくため、総エントリー数が 1000件を超えるよう
なブログの場合は、ユーザ行動の追跡だけで数ヶ月を要してしまう。交流するオン友

の数も、研究者が一人でエスノグラフィを行う場合はせいぜい数人～十数人程度が追

跡観察の限界であり、適度な規模のブログを調査対象として選別する必要がある。

③マイノリティ：社会的少数者の一個人

　社会的マイノリティであるとみられる一個人、一生活者のプライベートなブログで

あること。マス・メディア時代には埋もれていて、ウェブの時代に顕在化してきた社

会的マイノリティであること。ただし、マイノリティという少数集団の権利等を主張

する広報活動のツールとしてではなく、あくまで個人的な生活記録のためにブログを

利用していることを条件とする。なお、ここでいうマイノリティとは、社会的な偏見

や差別の対象とされてきた「社会的弱者」よりも広義の概念で、文字通り「社会的に

数の少ない集団」を指すものである。

　Web2.0という革命は、マス・メディア時代には「大衆」として扱われてきた一般
の個人ユーザが、ブログというパーソナルメディアを手に入れて多様な情報の生産=
発信者と変容したことから引き起こされたものである。一次調査の段階で、定量的分

析では例外処理されてしまうようなマイナーなユーザ属性を持つ人々のブログ行動

にこそWeb2.0の重要な手がかりがあると判断したことから、新たな質的アプローチ
の調査対象として社会的マイノリティを選んだ。

　続いて、条件を満たす候補ブログのエントリーやコメントのやりとり、訪問先ブログでの

コメントなどを通読したうえで、先行研究が捉えられなかった事象を確認できるなどエス

ノグラフィ調査に値する際立った特徴を有するものを選抜した。コンテンツとしてのクォ

リティの高さを基準とするのではなく、長期に渡る更新の過程あるいは訪問者とのコミュ

ニケーションの過程で、ユーザのモチベーションの変化が観察できるかどうかを基準とし

た。

　また第３章で提示した「コンテンツ充足（Content Gratifications）」「プロセス充足（Process
Gratifications）」「ソーシャル充足（Social Gratifications）」の３タイプのそれぞれの充足類型
に分類できるかという点も重視した。多岐にわたる利用目的別の分類よりも、長期的な相

互作用という観点からユーザがウェブ（ブログ）というメディアとどのように関わってい

るかを観察することが可能かどうかという視点が重要だと考えたからである。
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　その結果、ユーザ属性（年齢や職業など）が大きく異なる２つのブログが残り、予備調

査の段階で選んだ〈子なし専業主婦〉のブログと合わせて３つのブログを調査対象とした。

３ブログのいずれも、一見するとごく普通の人によるごく普通のブログであって、世間の

注目を集めてアクセス数が増えるようなタイプのブログではない。しかし、ブログ行動を

詳細に観察することによって極めて現代的なアイデンティティが見えてくるブログなので

ある。サンプルブログそれぞれの具体的な選択理由を以下に挙げる。

〈KYO〉ブログ
　新婚でまだ子供がいない怠惰な専業主婦、というマイノリティ。

　ごく普通の主婦が日常の些事を綴った日記的なブログにしか見えないが、ブログ・

エスノグラフィによってゼロ時代ならではの新しいコミュニケーション行動が観察

できる。一次調査の段階で本人のブログだけでは見えなかった仲間づくりのコミュ

ニケーション行動を、訪問先ブログのコメント欄を追跡することによって発見するこ

とができた。このことが、時系列のブログ行動をデータとして採用するという本研究

のアプローチを生み出すきっかけとなった。

　コンテンツやプロセスよりも、オン友たちとのコミュニケーションという「ソー

シャル充足」を重視しているブログの代表として選んだ。

〈ゲイムボーイ〉ブログ

　同性愛者（ゲイ）というマイノリティ。

　現代ではすでにメジャーとも言えるマイノリティではあるが、マイノリティとして

権利主張の発言ではなく、あくまで一人の人間として、恋愛という普遍的で純粋な心

情をきわめて率直に語っている点が特徴的なブログである。匿名のウェブだからこ

そ可能になった赤裸々な発言も多く、その点で極めてウェブ的な内容となっている。

　開設時から更新継続時そして更新停止に至るまでの間に心境が複雑に揺れ動いて

いるため、アンケートやインタビュー等の共時的な調査ではユーザのモチベーション

を正確に捉えることは困難である。通時的なブログ・エスノグラフィによって物語的

に描かれた恋愛のプロセスを観察しながら、心情とブログ利用のモチベーションの変

化を読み取ることが可能となる。

　惚気話の発信という「コンテンツ充足」を主な目的としているブログの代表として

選んだ。

〈峠の地蔵〉ブログ

　重病を克服しようとしているマイノリティ。

　パソコンの使い方を覚えたばかりで、リハビリのために始めた初心者のブログに

しか見えない。エントリー内容など表面的な部分に変化や成長はほとんど見られず

不器用な印象を与えるものの、ブログ行動を追跡すると、その陰で Yahoo!ブログの
各種ツール（「お気に入り」「ファン登録」等）を駆使しているなどコミュニケーショ

ン・スキルの上達が著しいことが判る。また訪問者とのコミュニケーションがもたら

した心境の変化はウェブならではのものであり、通時的なブログ・エスノグラフィだ

からこそ明らかにできたものである。
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　ブログというサービスの「プロセス充足」が読み取れるブログの代表として選ん

だ。３ブログの中で唯一、現在（2015年 10月）も不定期ながら更新を継続している。

　本研究で調査対象としている社会的マイノリティは「少数派」である以上、もともと大規

模なアンケート調査に必要な代表性と一般化を実現するためのサンプル数を確保すること

ができない。さらに質的研究ではデータ収集と分析に時間がかかるため、調査対象とする

ブログ数を増やすことが困難である。たとえば〈KYO〉さんのブログの場合、エントリー
数は 117件であるが、コメントと被コメント、コメント返信、他ブログへのコメントを含め
たブログ行動全体の収集データ数は 1,253個になり、最初の通読から分析を終えるまでに 1
年以上の調査期間を要した。〈峠の地蔵〉氏のブログが総データ数 288個、〈ゲイムボーイ〉
のブログの総データ数が 576個で、それぞれ 3ヶ月～ 6ヶ月ほどの調査期間を必要とした。
　またブログ・エスノグラフィにおいては調査対象となるブログだけを隔離して観察する

わけでなく、オン友たちとのコミュニケーションやコミュニティといった文脈の中で追跡・

観察していくわけであり、実際にはそれぞれのユーザのオン友たちのブログを含めて 20近
いブログを調査対象としている。

　以上のような理由から、1つのブログだけでもサンプルとしては充分だと考えることも
できるし、3～ 20では不十分だと考える研究者もいるかも知れない。本研究では３種類の
異なる小規模コミュニティに属するマイノリティのブログを選択したが、Blumerが「数の
絶対量」が個人的ドキュメントの研究に代表性と一定の適切性と信頼性を与えることがで

きると主張している（オールポート, 1942[1970], p.21）ことからも、今後も事例分析を重ね
ながら理論的モデルを修正していく必要はあると考えている。
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4
事例 (1)子なし専業主婦

4.1 概要

　 1人目のインフォーマントは名古屋市在住の女性、〈KYO〉さん（仮称）。ブログ開設時
には 20代半ばだった新婚女性で、結婚を機にOLをやめて専業主婦となり、夫の実家に近
いと推定される土地で暮らすようになった。まだ近所に知り合いもおらず、夫とペットの

犬と暮らしており、日中の独りの時間を持て余してブログを始めたとみられる。ペットの

話や自分の怠惰な生活ぶり、食べ物の話など、ごく個人的でささやかな話題がエントリー

の中心で、世間の注目を集めるような要素はまったくないと言っていいブログである。誰

かに紹介したくなったり、引用したくなったりするような内容でもない。新しく有用な情

報もほとんどなく、アクセス数も極めて少なかったと想定される。ブログブームであった

2006年当時に日本で無数に開設された〈ごく普通の人の、ごく普通のブログ〉の 1つにし
か見えない。開設して約 9ヶ月後に男児を出産してから、おそらく子育てに忙しくなった
ためにエントリー間隔が空いたりコメントへの返信が遅れるようになり、やがて自然消滅

的に更新が停止している。

　ではなぜ本研究で、この〈ごく普通のブログ〉を観察・分析対象として選んだのか？

　実は、エントリーの内容ではなく、ウェブ・ユーザのブログ行動という観点から時系列

に〈KYO〉さんの行動を追跡していくと、非常に興味深い事実が浮かび上がってきたので
ある。彼女は単に日々の生活を記録するためにブログを始めたわけではない。自己表現の

ためでもない。そもそもブログを書くこと自体が目的ではなかったのである。

　〈KYO〉さんがブログを始めた真の目的は、日常生活の中では出会う機会が少ないもの
の日本のどこかに必ず存在するはずの「子供のいない怠惰な専業主婦」の仲間を見つけ出

し、同じ境遇の人たちとウェブ上でオン友（オンラインの友達）として交流することであっ

た。ブログのエントリーは、オン友と出会ってコミュニケーションを始めるためのきっか

けにすぎなかったのである。これは、ゼロ年代のウェブ・ユーザのコミュニケーション行

動という点では、典型的なケースの一つになりうるものと考えられる。

　〈KYO〉さんのブログ行動を観察することで、この時期（ゼロ年代半ば）に、ウェブとい
う新しいメディアを舞台として従来にはなかった新しいコミュニケーションのスタイルが

生まれたことがわかってきた。〈KYO〉さんはおそらく誰かに教わったわけではなく、自ら

88



のアイディアによって、ウェブ上で「同志」とでも呼ぶべき仲間を見つけて数人単位の小規

模なコミュニティを構築し、日々のコミュニケーションを活発に行うようになった。同様

にウェブ上では、数百万人とも言われる日本人ブログ・ユーザのあいだで、共通の趣味や境

遇などによって結びついた小さなコミュニティが点在するようになったと推測される。ブ

ログブームからやや遅れて流行したmixiを代表とする SNSは、こうしたコミュニケーショ
ン活動やコミュニティ形成に特化したサービスであり、そのために人気を集めたと考えら

れる。ブログ・ブームが沈静化した後は、ユーザの趣向に応じてYouTubeや Twitterなどの
各種サービスに分化していくこととなった。こうしたウェブの変容は、そもそもは〈KYO〉
さんのような一般の人々のブログ利用法から始まったと言えるのである。

ブログの基本データ

■開設日 2006年 10月 1日

■最終更新日 2008年 5月 26日
最後のブログ行動は、コメントへの返信。

■更新期間 1年 8ヶ月
コメント返信まで含めると、2年 1ヶ月。

■総エントリー数 117件

■月平均投稿数 5.9件
最も少ない月で 1件（PCが故障していた月）。最も多い月で 15件

■主な投稿カテゴリーとエントリー数

「食べ物（32）」「ひとりごと、日常のこと（21）」「お出かけ（19）」「いろいろ（16）」
「子供（10）」「犬のこと（4）」「最強の大姑（3）」「節約生活（2）」

■被コメント数 432

■コメント返信数 415

■リンク（ブックマーク）数 13
13ヶ所のうち、4つは身内（夫、夫の友人、妹 2人）で、9ヶ所がオン友のブログ。

■他ブログ（オン友のブログ）へのコメント数（捕捉可能なもの）287
※以下のハンドルネームとはすべて仮称

　〈しっかりさん〉：76回
　〈だめな嫁〉：70回
　〈でぶ子〉：50回
　〈それっちょ〉：43回
　〈すのーまん〉：39回

■コメントを残した人の延べ人数 19人
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■リピート訪問者数 13人
このうち、2人の妹、父親、夫の 4名が身内。

■リピート訪問者（身内 4名を除く 9名の常連メンバー）の概要

1. 〈しっかりさん〉：コメント数：51回
ブログ運営期間：2006年 8月～2011年 3月。最初の 1年は毎日更新を目標にし
て、その後は月に数件程度の更新。〈子なし専業主婦〉仲間。旅行のこと、食べ

物のことなど、日常生活のちょっとした話が中心。自然消滅的に更新ストップ。

2. 〈だめな嫁〉：コメント数：49回
ブログ運営期間：2006年 6月～2009年 7月。元看護士。結婚後、パートとして
復帰。結婚して 1年目にブログスタート。嫁姑の話を書くためのブログ。義母
にいびられており、義母への不満や愚痴が中心。夫には知らせていない。〈子な

し専業主婦〉仲間であったが、2008年 6月 25日に出産。その後、約 1年後に 1
回更新しただけでストップ。一緒にオフ会をして会っているくらい特別な関係

で、〈KYO〉さんは他のブログへのコメントのついでではなく、このブログのた
めだけにコメント行動している日も多い。一番先に巡回訪問するユーザ。

3. 〈でぶ子〉：コメント数：45回
ブログ運営期間：2006年 9月～2009年 10月。〈子なし専業主婦〉仲間。出不精
で家では化粧をしない。掃除が苦手。本人曰く「mixiでは書けない本音」を書
くためのブログ。〈KYO〉さんは〈でぶ子〉のエントリーに対して 3/5の割合で
コメントを残している。自然消滅的にブログ更新がストップ。

4. 〈よっちゃんまま〉：コメント数：40回
オフライン（現実世界）での知り合い。すでにブログは削除されている。

5. 〈すのーまん〉：コメント数：30回
車関係のオフ会で出会ったと思われる 20代後半の女性。名古屋在住で犬を飼っ
ている〈子なし専業主婦〉仲間。〈KYO〉の父親もコメントを残してなど、一緒
に食事をしたりイチゴ狩りに行ったり、家族ぐるみでも食事をしたりしている

間柄。〈よっちゃんまま〉さんも食事仲間の一人。

6. 〈それっちょ〉：コメント数：26回
ブログ運営期間：2005年 11月～2010年 5月。〈だめな嫁〉さん経由でコメント
欄に登場。子供が 3人。神戸在住。子供の話が多い。ブログ運営中に家を新築。
後半は更新が滞り「mixiの方ばっかりやってみました」という発言あり。

7. 〈かな〉：コメント数：19回
長男の嫁で子持ち。〈KYO〉が訪問してコメントしたらしい。ペットの犬の話や
自営業のことを書いている。ブログはすでに削除されており追跡できず。

8. 〈ミヨ〉：コメント数：14回
岐阜県在住で、東海エリアの観光スポットについて〈KYO〉のブログにコメン
トを残したことから交流がスタート。当時新婚。
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9. 〈嫁 3〉：コメント数：12回
〈子なし専業主婦〉仲間。夫の家族との話。「嫁」についての話題が多い。6ヶ
月で更新ストップ。コメント非公開

4.2 M-GTAによる分析

分析結果

　M-GTAによる分析の結果、16個の概念と、それらの概念を整理統合した 6つのカテゴ
リーが生成された。

表 4.1: 〈KYO〉ブログの概念とカテゴリー
概念 カテゴリー

自己紹介

関係構築
挨拶
仲間探し
オフラインでの交流

ペットの犬の話

共感しやすい話題
外食記
お出かけ
大姑との確執

ダメ主婦ぶり
自虐・謙遜

節約生活

家族のこと
日常生活・本音

車のこと

フォロー
関係維持同情・共感

連絡・報告

子供の話 想定外の話題

　以下に、概念の生成例の一つ【仲間探し】の分析ワークシートを提示し（表 4.2）、各カテ
ゴリーと概念の関係について詳細な分析内容を説明する（全ワークシートは巻末に記載）。

(1)〈関係構築〉カテゴリーの分析
　このカテゴリーに分類したエントリー・コメント群のほとんどはブログ開設直後の投稿

であり、〈KYO〉さんのオン友作りの過程、つまり、ブログを開設したばかりの女性が、ウェ
ブ上で自分と同じ境遇の女性を検索によって見つけ出し、ブログのコメント欄を通じてコ

ンタクトをとり、許可を得た後に相互リンクを張り、定期的にコメントの交換をする間柄

（オン友）になっていく過程を観察することができる。

　先行研究によって、ホームページの開設動機には、①人生の記録、②意見表明、③心情表

現、④思考整理、⑤コミュニティ・フォーラム（Nardi et al., 2004）や、「情報の呈示動機」
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表 4.2: 【仲間探し】概念の分析ワークシート
概念名 【仲間探し】

定義 「主婦」「嫁」などのキーワードで検索した他ブログを訪問して、自ブログの紹介やリンク許可

バリエーション

はじめまして。ここ数日で初めてブログを立ち上げてみた KYO と言います☆私も主婦で、

片付けが超がつくほど苦手です。掃除も苦手です。運気が逃げるんですね。明日にでも掃除

しなくちゃ...。もし良かったら私のブログにも遊びにきてくださいね☆

はじめまして。最近ブログを始めた KYO といいます。嫁で検索していたところ発見し、遊

びに来ました私は今日の朝刊で読んだのですが、子宮を全摘された娘さん、子供を欲しいと

思う娘を思う母親、後は代理出産に踏み込んだ病院の先生の勇気だと思います。母は 50 代

後半ということ...。すごいですね。(中略) また遊びにきてもいいですか？

はじめてコメントします。夫婦喧嘩で、実家に行かない…ありますよ。そういう気持ちにな

ることは。旦那様、なにも本当のことを実家に言わなくたって。ねぇ。でも、ちゃんと謝っ

たのは偉いですよ。よく頑張りましたよ。謝るのってかなり勇気入りますもん。でも、なん

で謝らなきゃいけないんだろうって思うときないですか？ お互い長男嫁、頑張りましょう。

また、寄らせてもらいますね

早速遊びに来ました。「熱海」いいですね☆まだ物心ついてからは行った事がないです。旦

那さんと行きたいリストには入ってるのですが。駅弁ってどれを買っても結構高いですよね。

独身の頃友達と新幹線に乗ってよく遊びに行きましたが、どれも 1500円 2000円ぐらいした

と思います。なぜか昔から新幹線の中で駅弁を食べたい衝動に駆られるのでいつも買ってし

まいましたが (笑)旅行記の続き楽しみにしてます。PS :リンク貼らせてもらってもいいです

か?

理論的メモ ブログ開設初期の頃だけの行動である。

「自己表現動機」「コミュニケーション動機」（池田・柴内, 2000）などがあり、特に「ウェ
ブ日記」の更新継続理由については「自己表現よりもまずはコミュニケーション」が重要

で、さらにブログの場合は「自己開示-相互交流サイクル」が継続意向に優位な影響を及ぼ
すことがわかっている（山下ら, 2005）。それらを踏まえたうえで、〈KYO〉さんのブログ
を見てみることにする。

　まず、最初のエントリーが「はじめまして」や「よろしくお願いします」という表現を

含んだブログ開始宣言のようなものであり、それ以外には特に有用な情報を含んでいない

ことから、ブログを開設した時点で〈KYO〉さんは既知あるいは未知の読者とのコミュニ
ケーションを想定して文章を書いている。その後のエントリーの内容からも、このブログ

が自分の「思考整理」や「自己表現」のためなど「自己効用」を主な目的として開設され

たものではないことがわかる。また、この後のエントリーの内容やコメント欄でのやりと

りなどから、〈KYO〉さんが ITに関する知識や技術を持ちあわせていたことは窺えず、ま
た独力で誰にも知らせずブログを開設したわけではなく、夫や父親、２人の妹など、身近

な人々がすでに始めていたブログを、見よう見まねで、時には彼／彼女らのサポートを受

けながら（4件目のエントリーのコメント欄に記述がある）開設したことがわかる。身内
のブログにもリンクを張っており、何度もコメントのやりとりがあることから、当初から
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身近な存在であり直接のコミュニケーションが可能な知人も読者の一部として想定してい

たと思われる。

　ただし〈KYO〉さんがブログを開設した目的は、既知の友人知人とのコミュニケーショ
ンのためだけではない。真の目的は、当時ブームになり始めていたブログを通じてウェブ

上で自分と境遇の似たユーザを見つけて交流する（オン友になる）ことにあったと考えら

れる。【挨拶】や【仲間探し】概念では、その根拠となるエントリーやコメントを抽出した。

　以下の例は、〈KYO〉さんがブログ開設後まもなく〈でぶ子〉というユーザのブログに残
した以下のコメントである（一部改変）。

はじめまして。

数日前に初めてブログを立ち上げた KYOと言います。
私も主婦で、片付けが「超」が付くほど苦手です…。

もし良かったら私のブログにも遊びにきてください。

　「私も主婦で」という表現から、〈でぶ子〉さんも主婦であり、なおかつ片付けが苦手だ

という共通点を持っていることがわかる。〈KYO〉さんがこのコメントを書き込んだ約 1時
間半後に〈でぶ子〉さんも〈KYO〉さんのブログに「訪問ありがとうございました」という
コメントを残していて、ここから定期的にコメント欄を利用した２人のコミュニケーショ

ンがスタートしている。〈KYO〉さんは約 10日後にまた別のユーザのブログを訪問し「は
じめまして。最近ブログを始めたKYOといいます。“嫁”で検索していてこのブログを見
つけたので、遊びに来ました」というコメントを残していることから、〈KYO〉さんはブ
ログをスタートした後、「嫁」や「主婦」などのキーワードで自分と似た境遇のユーザが書

いているブログを検索して仲間探しをしていたようである。ただし闇雲にコメントを残し

て、多くのオン友を作ろうとしていたわけではない。オン友探しの行動はブログ開設直後

の時期に限られており、最終的な相互リンク数やコメント欄の常連ユーザの数が 10人弱と
少ないことから、単に主婦であるというだけでなく、「家事があまり好きではない、子供の

いない専業主婦」という属性のユーザを探して、事前にブログを読んで「品定め」をして

おき、これはと思ったユーザのブログにのみコメントを残していたと推測される。

　【自己紹介】に分類したプロフィール欄や多くのエントリー中で自らが「お気楽な主婦」

「だらけ主婦」「不良主婦」であることを呈示（自己開示）しており、似た性格や同じ境遇

の仲間が自分を見つけやすいようにしている様子も読み取れる。

　【挨拶】に分類したコメント群では「さっそく遊びに行かせてもらいます／また遊びに

来てくださいね」などと、互いのブログを訪問することを〈KYO〉さんは「遊びに行く」
と表現しており、ブログを訪問して投稿されている文章を読むという行為が堅苦しく重い

行為ではなく、気軽でカジュアルな付き合いであることを強調して互いに訪問しやすい雰

囲気作りをしているように感じられる。次の〈共感しやすい話題〉カテゴリーでも詳説す

るが、〈KYO〉さんの場合はブログを、エントリーの内容をじっくり読んだり議論したりす
るための場としてではなく、あくまで出会いと交流のきっかけの場として利用していると

考えられることから、自然に「遊びに行く」という言葉が使われたのであろう。
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　【仲間探し】では、〈KYO〉さんが「主婦」「嫁」といったキーワードで見つけ出したブロ
グを訪問し、その中から自分と似た境遇（年齢、子供の有無、共働きかどうか、など）の

ユーザを慎重に見つけ出し、「はじめまして。私も最近ブログを始めたばかりの主婦です。

（略）また遊びに来ます／私のブログにも遊びに来てください／リンクを張らせてもらって

いいですか？」のように、自分のブログを宣伝しつつ、その後の継続的な関係構築を目指

すコメントを書いていることがわかる。何気ない文章のように見えるが、別々のブログの

コメント欄に残された〈KYO〉さんのコメントを比較してみると、それぞれのブログのエ
ントリー内容に応じて同情や共感を示しながら、その共通点を手がかりに今後の関係を築

いていこうとする極めて戦略的で念入りに考えられたコメントになっており、〈KYO〉さ
んの繊細なコミュニケーション能力の一端を読み取ることができる。自分のブログを訪問

して初めてコメントを残したユーザに対しても〈KYO〉さんは慎重な態度をとっており、
例えば男性と思われるユーザにはコメントの文面上は丁寧に対応しつつも相互リンクの許

可を求めようとはしていないなど、誰とでもオン友になって幅広く交流しようとしている

わけではない。あくまで自分にとって「仲間」と思える厳選された少数のユーザに対して

のみ、「遊びに行きます」「また来てください」「リンク張ってもいいですか？」のような今

後の関係に繋げるための言葉を付け足しているのである。

　〈KYO〉さんのブログ開設直後の仲間探し行動によってできたオン友は４人だけであり、
その後は自ら積極的にオン友を増やそうとする行動は見られていない。それ以外のオン友

は、「オン友のオン友」という繋がりから〈KYO〉ブログに流れてきたユーザが 2名、検索で
たまたま訪問してきたユーザが 1名、リアルな知り合いが 2名といった構成で、〈KYO〉さ
ん自らの意志で交流をスタートさせたものではない。ちなみにオン友の一人である〈でぶ

子〉さんの場合もコメント欄の常連は 10名～ 15名程度であり、たくさんのオン友と交流し
ようとするよりも「特定少数」のオン友と深く付き合おうとする傾向が見られる。Facebook
や Twitterなどのソーシャルメディアの場合、著名人ではない一般ユーザでも 100人以上
の「友達」や「フォロワー」がいるケースも珍しくないのだが、投稿があるたびに文章を

読み、その内容に応じてコメントを残すというブログでの丁寧で濃密なコミュニケーショ

ン活動を毎日のように続けるとなると、何十人～何百人という単位のオン友とのコミュニ

ケーションは物理的に困難だからであろう。

　〈KYO〉さんとオン友たちの共通点は、プロフィールに「ダメ嫁」「ニート主婦」などと
いう表現が入っていたり、家事を嫌い、外食を好み、姑に不満を持ち、出不精で、家では化

粧もしないため不意の来客には居留守を使うような主婦たちである。そのうち〈KYO〉さ
んが自らオン友として選んだ 4人の共通点は「子供のいない専業主婦」である。プロフィー
ルに年齢は書かれていないものの、ブログに書かれている内容から、ほぼ同年代（当時 20
代後半）であることが窺える。つまり〈KYO〉さんは、ブログを舞台として「子供のいな
い専業主婦」コミュニティを作り、同じ境遇の者にしか分かり合えないような話をしたい、

あるいは仲間を見つけて繋がりを確認したいと考えていたのではないだろうか。出不精で

近所付き合いもなく、一日じゅう家でだらだらと過ごす〈KYO〉さんのような主婦は、従
来の社会であれば強い孤独感や疎外感を抱いていたに違いない。しかしインターネットの

普及によって、家にいながらにして不特定多数の人々とのさまざまなコミュニケーション

が可能になった。ウェブ上ではあまり深い付き合いは求められないし、直接顔を合わせる

94



必要もない。互いに時間のある時にアクセスして気軽にコミュニケーション活動をすれば

よい。何よりウェブでは現実世界ではなかなか出会えない「子供のいない専業主婦」のよ

うなマイノリティの仲間を比較的簡単に見つけ出すことが可能で、ブログの内容を読んで

その人の性格や考え方をある程度見定めたうえで友達になり、現実世界ではなかなか打ち

明けにくい話を気軽にすることができる。同じ境遇の仲間にしかわかりあえない「本物の

共感」を得ることができる。それを求めて〈KYO〉さんはブログを始めたのではないだろ
うか。

(2)〈共感しやすい話題〉カテゴリーの分析
　〈関係構築〉のための行動の後、知り合いになったオン友たちとの交流が続くことにな

るわけであるが、では関係を維持するために〈KYO〉さんがどのようなブログ行動をとっ
たのかを観察していくことにする。

　ブログを舞台としてオン友と交流を始めるためには、まず最初に何らかの文章をエント

リーする必要がある。エントリーをして、それを読んだ訪問者がコメントを残す、そのコ

メントに返信する、次に相手のブログを訪れて（新規エントリーがあれば）コメントを残

す、相手がそのコメントに返信する、といったサイクルでコミュニケーションが進んでい

く。ただし 1回のエントリーで何サイクルも話題が続くわけではないので、関係維持のた
めには定期的に、人によっては毎日、新たな会話を始めるきっかけとしてのエントリーが

必要となる。ただし誰もが気軽にコメントできるようにするためには、あまり重いテーマ

のエントリーはふさわしくない。誰もが共感できて、ついついコメントしたくなるような

話題作りが必要となってくる。では〈KYO〉さんの場合はどのようなエントリー内容が多
かったのだろうか。

　結婚してまだ間もなく、見知らぬ土地に引っ越してきたために近所に友人もいない。専業

主婦で子供もいなかったため、家の中で過ごす時間が圧倒的に多い。そんな状況の〈KYO〉
さんがまず最初に書き始めたのは【ペットの犬の話】であった。ブログのタイトルにも犬

の品種名が含まれていることから、開設時にはすでに犬の話を書くことを決めていたと考

えられる。犬を連れてどこに遊びに行ったか、そこで犬がどんなことをしたかなどのエピ

ソードが中心であり、数人の訪問者から「カワイイですね」などのコメントが寄せられて

いる。

　その後しだいにエントリー数が増えたのは【外食記】である。名古屋という地域性も関

係していると思われるが、〈KYO〉さんは夫婦あるいは家族（実の母や姉妹）で外食をする
機会が多く、どこにある何という店でどんなものを食べたかを、複数枚の写真で紹介しな

がらエントリーするケースが多い（全エントリー 117件中、「食べ物」カテゴリーが約 3割
にあたる 32件と最多）。「何を食べたか」というよりも、「誰と食べたか」という「家族や
友人との関係」であったり、「自分がいかに食べることが好きか」を描くことに重きを置い

た文章になっている。話のきっかけとしてのエントリーということを考慮した場合、例え

ば政治や宗教など個人的な信条に関わる話題はトラブルにつながる可能性があって避ける

べきであり、食べ物やペットの話題などがもっとも無難だと言える。訪問者も「美味しそ

う！」「かわいい！」のようにリアクションがとりやすい。ドライブや買い物などの【お出

かけ】エントリーが多いのも同様の理由だと考えられる。
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　ある日のエントリーを例として挙げてみる。（内容は一部改変してある）

「どうしてもお肉が食べたい！ っていう欲求から逃れられず、焼肉屋さんに

行ってきました（略）まずは牛タン・牛カルビ・牛ホルモン・セセリ・焼き野

菜・冷麺・石焼ビビンバなど適当に頼んで、美味しかったのをまた頼むことに

しました。（略）あ、値段は安くて２人で 6500円くらいでした。1万円は超え
るな…と思って覚悟してたのでちょっとビックリ（給料日前なので焼肉に行く

のはかなり迷ったのです（笑））」

　このエントリーに対して寄せられたオン友からのコメントは以下のようなものである。

〈しっかりさん〉「いいお店見つかってよかったですね＾＾」

〈でぶ子〉「男の子がお腹にいる時にはお肉が食べたくなるそうですよ」

〈それっちょ〉「私は『ユッケビビンバ』が大好物でーす」

〈かな〉「焼肉…食べたい！」

　焼肉を食べたというだけの内容で、焼肉店の詳細を紹介しているわけではない。夫と外

食したという日常の 1コマを記録したエントリーである。2人で 6500円という金額を「安
くて」と言い切れるかどうかは難しいところで、訪問者の反感を買う恐れもあるわけだが、

そこは「1万円は超えるな…と思って覚悟していたので」や「給料日前なので焼き肉に行く
のはかなり迷った」などという庶民感覚のコメント付け足すことでバランスをとっている

とみられる。

　寄せられたオン友たちのコメントを見ても、「よかったですね」「大好物です」「私も食べ

たい！」など、Facebookであれば「イイネ！」をクリックするだけで済むような共感コメ
ントばかりである。まだ Facebookが誕生しておらず「イイネ！」の仕組みもなかったこの
時期に、エントリーがあるたびにコメントを書き込むのはオン友との関係を円満に保つた

めのリアクションであり、「繋がっていること」を確認／証明するための重要なコミュニ

ケーション行為であった（高谷, 2011）。
　食べ物やペットの話が多い中で、やや異質なのは【大姑との確執】に分類したエントリー

群である。あまり人の悪口や批判を書かない〈KYO〉さんではあるが、唯一不満を表して
いるのが大姑の言動についてである。「義理の母は心優しい方で、姑としては恵まれている

とは思うのですが、その代わり大姑がスーパー嫌みです（泣）」「おばあちゃんとマンツー

マンはなるべく避けてます（笑）」などユーモアを交えた書き方をしているものの、実際に

はかなり大変な状況であることが推測されるようなエントリーが何度かある。ただこうし

た話題も、オン友の多くが同じ「嫁」という立場であり、彼女たちに共感を抱いてもらえ

るはずであると見越しているからこそ、コメントを残してもらいやすい話題としてあえて

書かれたのだろう。

　このブログのエントリーの大半は、自分と境遇の似ているオン友たちが読んだ時に〈共

感してコメントを書きやすいかどうか〉ということを基準として書かれていると考えられ

る。不特定多数の読者にとって何かの役に立つと思われる有用な情報はほとんど含まれて
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いないし、日々の生活を記録しておくことを目的とした日記にもなっていない。心情告白

や悩み相談などの深刻な内容もまったく書かれていない。ごく個人的でデリケートな問題

や、他人が気軽に立ち入ってコメントするのがはばかられるような話題は避けているので

ある。〈KYO〉さんはそうした訪問者の心理を踏まえたうえで、あくまでコメントのしや
すさを優先してエントリーをしているとみられる。

(3)〈自虐・謙遜〉カテゴリーの分析
　このブログのもう一つの内容面の特徴は、世間一般的にはあまり理想的とは言えない自

分の主婦ぶりを自虐的かつコミカルに描いていることである。【ダメ主婦ぶり】ではそうし

たエントリー群を抽出した。例えば、夫が出勤した後もパジャマを着たままで、テレビを

見ながら昼寝を繰り返し、外に出るのは犬を散歩させる時くらい、という一日のスケジュー

ルを具体的に描いたエントリーもあり、大姑に知られたら離婚させられるだろうなどと書

いている。このエントリーに対してオン友からは「いいですね」「毎日掃除するだけでも私

よりマシ」「私も出不精で」などの好意的なコメントが寄せられている。オン友たちもそれ

ぞれ自身のブログで同様の「理想的ではない主婦ぶり」を描いた投稿をしていおり、お互い

にこうした真実の姿を赤裸々に告白しあうことによって、「共犯」的な仲間意識を確認して

いるのではないかとも思われる。オン友たちはいずれもブログに年齢や顔写真などの詳細

なプロフィールを載せておらず、コメント欄でのやりとりを見る限りでは、互いの素性は

まったく知らないようである。リアルな世界で出会うことがなく利害関係もない間柄だか

らこそ、普段は他人に知られたくないような恥ずかしい姿を見せ合う（自己開示する）こ

とによって信頼関係を築き、本音トークで互いにストレスを発散しているのだろう。

　また【節約生活】では、経済観念が乏しく無計画な生活によって（「買いすぎ＆遊びすぎ

＆外食しすぎ」）給料日の１週間以上前に食費が 300円しか残っていないような状況を、ま
るで貧乏自慢のように面白おかしく書いている。外食を繰り返して贅沢な生活をしている

ようにも見えるが、その反動で食費不足に陥って自宅での食事が「夫が哀れになるほど質

素」になったり実家で食事のお世話になったりすることも多い。

　ここに〈KYO〉さんの、オン友たちとの関係維持における絶妙なバランス感覚を見るこ
とができる。

　ブログから見えてくる〈KYO〉さんの人物像は、犬と車を愛し、怠け者で料理や掃除など
の家事を好まず、家族や友人と外食をすることが多く、大食いで経済観念が乏しい、けれど

もそうしたマイナスの側面を笑いに変える文章力を持った等身大の愛すべきキャラクター

である。訪問者が憧れを抱くようなタイプのセレブ主婦ではない。高級店での食事や高価

な買い物などを書いても、その合間にダメ主婦ぶりや節約生活もさらけ出すことによって

訪問者から敬遠されないようにバランスを取っているのである。

　こうしたエントリー群は、漫才のネタに似ているとも言える。「漫才は恥をかく芸」「観

客に優越感を抱かせる芸」そして「演者の個性そのもので笑わせる芸」と言われる（相羽,
2001, p.15）。自分の容姿や体型、怠惰な生活ぶり、身内の笑えるエピソードなどを「下から
目線」で描くことで訪問者の笑いを誘って親近感を与え、漫才でいうところの「ツッコミ」

を入れたくなる、つまりコメントを投稿したくなる気分にさせる内容になっている。つま

り、すべて〈KYO〉さんによって巧妙に計算された演出なのかも知れないのである。
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(4)〈日常生活・本音〉カテゴリーの分析
　このカテゴリーに分類した【家族のこと】【車のこと】は、オン友とのコミュニケーショ

ンという観点からは重要度が低いエントリー群である。特に家族（父親と夫）共通の趣味

である車の話は、外車あるいはスポーツカーのマニアックな話であり、主婦であるオン友

にはあまり共感を得られないような内容になっている。これらは、オン友のリアクション

については特に配慮せず、〈KYO〉さんが個人的にどうしても書きたくなった、表現欲求に
基づく例外的なエントリーだと思われる。

　【家族のこと】についても、夫やその友人、自分の父親や２人の妹などがブログの常連

訪問者であることから、あまり赤裸々な話にはなっておらず、単なる身辺雑記的なエント

リーが多い。こうしたエントリーは、〈KYO〉さんのキャラクターや生活ぶり、家族との良
好な関係などを感じさせる内容ではあるが、特に同情や共感といったオン友からのコメン

トを期待せずに投稿されたものとみなしてよいであろう。

(5)〈関係維持〉カテゴリーの分析
　〈関係維持〉カテゴリーでは自ブログ・他ブログのコメント欄を中心とした〈KYO〉さ
んのコメントを抽出した。

　〈共感しやすい話題〉や〈自虐・謙遜〉カテゴリーに分類したエントリー群をきっかけ

に、それに同情・共感を抱いたオン友たちからのコメントが毎回寄せられるようになり、

〈KYO〉さんは寄せられたコメントのすべてにていねいに返信をしている。また自分のブ
ログにおけるコミュニケーションだけでなく、オン友たちのブログも定期的に訪問し、新

規のエントリーがあればコメントを残すことも欠かしていない。

　〈KYO〉さんがオン友たちのブログに残しているコメントには、以下に示す例のように
ある一定のパターンがある。

「素敵な手袋ですね！ 　私も似たようなものを持ってますが、家の何処かにあ

ります。探さなくちゃ（笑）

プレゼントって嬉しいですよね☆」

「みかんが 45個で 500円は安いですね！ 　我が家は最近りんごを食べてます
が、みかんも美味しそう！

週末スーパー行こうかしら…。」

「献血大好きです。ここ１年近くしてませんが、私も昔ガリ子だったころ血圧

が下が 30、上が 50ちょっとで出来ないことがありました。
（中略）私も久々に行こうかしら」

　【同情・共感】概念のコメント群に共通するのは「私もあなたと同じですよ」「あなたの

書いていることがよくわかりますよ」という、仲間意識のアピールである。たとえば相手

が失敗談を書いていたら「私も同じ失敗をしたことがあります」と書いて同情を示す。特

に新たな情報を付け足すわけではなく、同情と共感を示すだけのコメントであるが、一度
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築き上げた〈オン友関係〉を維持するために、さりげなく、しかし周到な配慮をしている

ようである。

　一方、【フォロー】概念にまとめたコメント群は以下のようなものである。

「いえいえ。KYOはセレブなんかじゃありませんよ。旦那さんは普通のサラ
リーマンなんで、いたって一般家庭です」

「（セコムを）お金に余裕なんてないのにやってます（笑）でも気になり始めた

らどうしようもない性分なんです（笑）」

「言われてみれば今年は鰻が高いと言われ、KYOも買えなかった記憶が甦りま
した…。軽くアルツハイマーです…。」

　これらは、外食や高価な買い物など贅沢な行動に関するエントリーをした場合に、オン

友たちに不快感や嫉妬を感じさせないためのフォローや言い訳として書かれた文章である。

〈KYO〉さんのバランス感覚の表れと言ってよいだろう。
　　〈関係維持〉のためにどのような努力をしているのか、ある日の〈KYO〉さんの典型
的な「ブログ行動」を見てみることにする（表 4.3）。まだ出産前で怠惰な専業主婦として
時間を持て余していた時期の行動だが、記録されている書き込み時間から分析すると、一

日中パソコンの前にいるというよりも、1日平均 2回ほど、30分ほどのあいだに集中して
コメントに返信したり、他ブログを巡回してコメントを書き込んでいることがわかる。

表 4.3: 2006年 11月のある日のブログ行動
日付 時刻 行動者 内容

2006/11/27

8:09 KYO 自ブログエントリー

9:22 KYO 他ブログ（だめな嫁）コメント

9:27 KYO 他ブログ（でぶ子）コメント

9:31 KYO 他ブログ（しっかりさん）コメント

9:40 KYO 他ブログ（それっちょ）コメント

13:57 よっちゃんまま 被コメント

15:28 しっかりさん 被コメント

15:40 でぶ子 被コメント

17:20 だめな嫁 被コメント

18:54 KYO コメント返信（よっちゃんまま）

18:59 KYO コメント返信（しっかりさん）

19:03 KYO コメント返信（でぶ子）

19:10 KYO コメント返信（だめな嫁）

19:20 KYO 他ブログ（でぶ子）コメント

19:28 KYO 他ブログ（しっかりさん）コメント

19:31 KYO 他ブログ（それっちょ）コメント

　この例では、少なくとも午前 8時～ 9時 40分と午後 19時～ 19時 30分の 2回、ウェブ
にアクセスしてブログ行動を起こしていることがわかる。まずは朝、おそらく夫の出勤後
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に、自分のブログに新規エントリーした後でオン友たちのブログを巡回訪問してコメント

を書き込み、午後の間にオン友たちが自分のブログの新規エントリーにコメントを寄せる

と、夜になってからそれらのコメントに返信した後で、今度は相手のブログを訪問して新

規エントリーがあればコメントを残している。

　巡回訪問するブログの順番は決まっているようであるが、特徴的なのは各コメントの時

間間隔の短さである。オン友たちのブログにコメントを書き込むまでの間隔は非常に短く、

平均して 3分から 10分程度であり、怠惰な生活ぶりをアピールしている〈KYO〉さんであ
るが、ブログに関してはかなり効率的に作業をこなしているようである。オン友たちのエ

ントリーも日常生活を綴ったものが中心であり読むのに時間がかからないとはいえ、内容

を深く吟味しているわけではなさそうである。つまり〈KYO〉さんが、ブログのコンテン
ツから充足を得ているのではなく、ブログを通じたコミュニケーションのプロセスに重点

を置いている証拠だといえる。

　

　次に【連絡・報告】概念の例を紹介する。

■件名「緊急連絡！？」

■本文「ちょっと風邪気味なのと、ネタが今週は無いためお休みします。皆様、

また来週～」

　同様のエントリーは他にも何度かあるが、これはつまり「しばらくブログを更新できな

い」という近況をオン友へ告知するためだけのエントリーである。定期的に更新している

ブログをちょっとでも放置するとオン友が心配するかも知れないという配慮から書かれた

ものであろう。さらには、自分のブログを更新できない=オン友たちのブログを訪問してコ
メントすることもできない、という弁明をあらかじめ表明しているわけでもある。

　また、出産を間近に控えて更新できない時には、「いつもご愛読ありがとうございます。

KYOの夫です。本日、妻は出産のため入院いたしました」「ご愛読ありがとうございます。
KYOの夫です。まだ里帰り中で、妻は育児に励んでおります」などと、夫が代わりに更新
したことが計 3回あった。出産報告に関しても、オン友たちに向けて夫が経過報告をして
いたのである。夫に代筆を頼まなければならないほど、オン友との繋がりは〈KYO〉さん
にとって重要なものだったことがわかる。

　「繋がっていることだけを確認する行為」について社会学者の濱野智史は、北田暁大の

「繋がりの社会性」（北田, 2005）の分析を踏まえて「九〇年代後半以降に現れた若者のデジ
タル・コミュニケーションのスタイルは、たとえば一日に何十通と交わされる『毛繕い的

な（グルーミング）』ケータイメールのやり取りや、コピペに満ちあふれた２ちゃんねるの

コミュニケーションに顕著なように、もはや『交わされるメッセージについて合意ができ

ているかどうか』という〈内容〉の次元ではなく、『コミュニケーション=繋がりが成立し
ている』という〈事実〉の次元に、主目的が置かれています」と書いている（濱野, 2008,
p.96）。
　ここでいう「毛繕い（グルーミング）」というのは、猿のノミ取り行為のように、ノミを取

ること自体が目的ではなく相手への信頼や親愛の表現手段としてのコミュニケーション行

為のことである。つまりグルーミング的コメントの場合は、コメントの内容ではなく、コ
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メントを残したという行為そのものに意味があるので、コメントを残せない場合はわざわ

ざ通知する必要があったわけである。

　ある時、〈それっちょ〉さんのブログ・エントリーに対して、以下のようなコメントを残

していたことがある。

「あら、しばらくお邪魔してなかったら…

　お家を建てられるのですね

　おめでとうございます。

　またボチボチ更新するので遊びに来て下さいね」

　テキストマイニングのようなソフトウェアによる分析方法では、このコメントが何を意

味しているのかを分析することはできないだろう。このコメント前後の〈KYO〉さんのブ
ログ行動を追跡することで以下のようなコンテクストが見えてくる。

　「しばらくお邪魔してなかった」理由は、〈KYO〉さんが出産で入院していたためであ
る。そして〈それっちょ〉さんのブログをしばらくぶりに訪問した理由は、自分の生活が落

ち着いてブログの更新を再開するので、自分のブログをまた訪問してほしいと伝えたかっ

たためなのである。自分のブログの新規エントリーとして書いたとしても、しばらく更新

していなかったせいで訪問者がいなくなっている可能性があるため、オン友のブログのコ

メント欄を使って直接「また更新を再開するので来てください」と伝えたかったと考えら

れる。「お家を建てられるのですね、おめでとうございます」という部分を書きたかったの

ではない。その日の〈それっちょ〉さんのエントリーにコメントを書く必要があったので、

内容に関してもっともらしい感想を書いただけであろう。実際、このコメントの前後 15分
の間に、〈KYO〉さんはオン友たちのブログに「ひさしぶりです。+（エントリーに関する
簡単な感想）+また更新を再開するので訪問よろしく」という類似のコメントを立て続け
に残しているのである。

　以上のように、一般人の個人的ブログではあっても、オン友たちとのコミュニケーショ

ンを主たる目的として運営する場合は、その更新作業にあたってはかなりの神経を使って

慎重に行われていることがわかる。次節では〈KYO〉さんのブログが何故、どのようにし
て終わりを迎えたのかを考察することにする。

(6)〈想定外の話題〉カテゴリーの分析
　ブログを開設してから約 3ヶ月後（全エントリーの約 1/3の段階）に〈KYO〉さんは妊
娠の事実を明かし、その半年後（全エントリーの約 2/3の段階）に出産をしている。出産後
も変わらないペースでブログ活動を続けていたが、約 1年後になって自然消滅的に更新が
ストップした。明確な更新停止の理由については書かれていない。主婦の場合、出産後の

育児に追われて更新できずにブログを放置するケースも少なくないが、〈KYO〉さんの場
合は出産後も「子供」カテゴリーを追加して約 1年間は更新を続けていたし、前述したよ
うに一日のうちブログ行動に費やす時間は 30分～ 1時間程度でそれほど負担が大きかった
とは思えない。結果的に最後のエントリーとなったのは自分用の車を買い替えた（スポー

ツ車を購入した）という話であり、その後も納車日についてのコメントが書かれているな

ど、特に更新停止に至るような兆候は見られなかった。
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　ではなぜ更新がストップしたのだろうか。

　育児の忙しさが更新停止の理由の一つであることは否定できないが、それとは別の重要

な理由が考えられるのである。

　そもそも〈KYO〉さんのブログ更新継続動機は「同じ境遇のオン友たち」とのコミュニ
ケーションと関係の維持であった。それは「子供のいない専業主婦」というマイノリティ

であり、互いの怠惰な主婦ぶりや自由気ままな生活を打ち明け合って笑い、慰めあってい

たわけである。ところが、ブログ更新期間中に〈KYO〉さんは妊娠・出産・育児を経験し
「子供のいない専業主婦」ではなくなってしまった。〈KYO〉さんはおそらくブログを開設
した時点では自分が妊娠することを想定していなかったにちがいない。オン友たちの中に

も同時期に出産した主婦がいるが、相変わらず子供のいない主婦もいる。そうしたオン友

に向けて、おおっぴらに子供の話を書きにくくなったのではないだろうか。【子供の話】に

分類したエントリーには子供の写真を多用したものもあるが、エントリー数自体は意外な

ほど少ない（全 117件中の 10件）。出産後も相変わらず多いのは【外食記】や【お出かけ】
のエントリーなのである。まるで子供の話を出来る限り避けているのではないかと思える

ほどである。その根拠として、〈KYO〉さんが妊娠した時点で、普通なら喜んで報告した
くなるようなその事実をブログには書いていなかったことが挙げられる（最初に妊娠につ

いての記述があるのは他のブログへのコメントの中であり、自ブログへの妊娠報告のエン

トリー自体は存在しない）。出産後に追加した「子供」カテゴリーでのエントリーは 10件
にすぎないし、あるエントリーの中で「ここではそういうことは書かないようにしている」

（ブログでは子供のことを書かないようにしている）との言及もある。

　「子供がいない」という人の中には、「子供を必要としないので作らない」ケースもあれ

ば「子供が欲しくてもできない」というケースもある。不妊の悩みは深刻なものであり、オ

ン友たちとそうした話題になったことはないものの、コミュニティの空気を読む力やバラ

ンス感覚に優れた〈KYO〉さんはそうした可能性に配慮して、子供に関する記述をあえて
控え目にしていたとも考えられるのである。

　何年にもわたってブログを更新しているうちに、生活環境は変わってゆくものである。

仕事が変わったり、住んでいる場所が変わったり、結婚や離婚によって名前や家庭環境が変

わったり、学校を卒業したり。ブログによっては、テーマを変更せざるを得ないケースが

出てくるはずである。「子供のいない専業主婦」として怠惰な生活ぶりを描き、同じ境遇の

オン友たちと共感しあっていた〈KYO〉さんのブログは、自分に子供が生まれて子育てに
忙しくなった時に、路線の変更を迫られることになった。コミュニティのメンバーで共有

できる価値観が異なりはじめた時、そのコミュニティの存在意義は大きく揺らぐはずであ

る。その結果〈KYO〉さんはブログの継続動機を失い、更新を止めることになってしまっ
たのではないだろうか。

　最後に、データから生成した概念やカテゴリーの関係を矢印で表し、相互の影響関係や

時間経過とともに変化してゆくプロセスを示した分析結果図（図 4.1）を示す。

102



自己紹介 
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承認欲求

表現欲求

図 4.1: 〈KYO〉ブログの分析結果図（筆者作成）

4.3 まとめと考察

　女性は結婚や夫の転勤などを機に、友人や親戚のいない地域で新たな生活を始めなけれ

ばならない状況になることがある。専業主婦の場合はそうした場合の精神的な拠り所とし

て、趣味や娯楽のサークルやボランティア団体に参加するなど、地域における人的ネット

ワークに所属して活動することがあるわけだが、ネットワークの質や量に対する不満も多

いと言われている（小谷, 2003）。
　子供のいる主婦の場合は、母親学級・乳幼児健診・公園・子育てサークル・保育所・幼

稚園など、子供という共通項を持った「ママ友」ネットワークに参加する機会が比較的多

いのに対し、子供がおらずあまり社交的・積極的でもない専業主婦の場合、地域で友人を

作る機会はかなり限られているのが現状のようである。小谷によると「ネットワーク形成

主体として活動参加を希望する専業的主婦は、他者との関係性に充実感を抱き、地域の人

との仲間意識、または相互扶助関係などを含めて、地域活動に積極的に関わることに、自

己承認、または自己エンパワーメント努力としての価値を置き、自己回復的な精神的拠り

所を、家庭外に求める傾向がみられる」（前掲書, p.438）のだが、リアルな世界で積極的に
地域活動に関わることができない「出不精」で「人見知り」な主婦たちにとって、ブログ

という存在が地域活動の代替物として機能し、家庭外での精神的な拠り所として重要な役

割を担っていると考えられる。
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　〈KYO〉さんも結婚して専業主婦となり、それまでの自分の社会的ポジション（「学生」
や「OL」など）とは異なるポジションに置かれることになった。「主婦」のなかでも「専
業主婦」＞「子供のいない専業主婦」＞「子供のいない、出不精で社交性がない専業主婦」

ともなると、ウェブだからこそ顕在化した社会的マイノリティと言ってよい存在であろう。

〈KYO〉さんがブログを開設したのは結婚直後のことで、住んでいる地域も変わり（〈KYO〉
さんは生まれも育ちも関西）、おそらく現実生活における居場所もまだ不安定だった時期で

ある。現実生活のコミュニティにも参加できていないこの時期に、インターネットのブロ

グというバーチャルなコミュニティに自分の居場所を求めて仲間を見つけ、そこから自己

承認を得ようとしたのは自然な行動だったといえる。実際に〈KYO〉さんがブログ開設後
に真っ先にコンタクトをとったのは子供のいない専業主婦ユーザであった。子供のいない

専業主婦という自分の役割に対して客観的な評価基準が見つけにくいため、「承認の根拠を

全面的に他者とのコミュニケーションに依存」（斎藤, 2013, p.35）せざるを得なくなったと
も考えられる。

　〈KYO〉さんのような主婦たちが共通の悩みを抱えていることは、日本で一時期人気を
集めた SNSのmixiに「子なし主婦」コミュニティが多数存在していたことや、以下のよう
なウェブの相談サイト等での発言からもうかがえる。

「専業主婦＆子供なしの方、毎日何してますか？」（発言小町：YOMIURI ONLINE 2007年
2月 20日の投稿）
　 http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2007/0220/120004.htm（2014年 12月 1日閲覧）

　このサイトに投稿している多くの主婦たちの発言の中で特徴的なのは、「出不精」「人見

知り」「ひきこもり」「退屈」「だらだら」「ぐずぐず」「ゴロゴロ」「ぬくぬく」「ぶらぶら」

「ぬるま湯生活」「昼寝」「喪失感」「物足りなさ」「張り合いも無い」「後ろめたさ」「罪悪感」

「非生産的」などのネガティブな表現が多いことである。〈KYO〉さんのオン友たちのプロ
フィール欄にも、「お気楽」「ニート」「ダメ嫁」「ズボラ」などのキーワードが並んでおり、

自分のことを「理想的で良い妻／良い嫁」として見ていないという共通点が見られる。良

い妻・良い嫁とは何なのかという議論はさておき、ブログは、こうしたお気楽な専業主婦

生活に「後ろめたさ」に近い心情を抱えた主婦たちが、匿名というウェブの特徴を利用し

て「素顔を見せ、本音で語りあう場」になっているのである。彼女たちは現実には「出不

精」ではあっても、オン友たちのブログのコメント欄には頻繁に登場している。現実の世

界では、外出する際には「他者の目」を気にしてメイクをしたり洋服を選んだりしなけれ

ばならないが、匿名性の高いウェブの世界ではそうした外見を気にせず、自分の都合のよ

いタイミングで、都合のよい言葉だけを気軽に表明することが可能だからであろう。

　思春期精神医学者の斎藤環は、現代は「キャラ」（キャラクター）によってコミュニケー

ションが円滑化しており、若者たちのコミュニケーションが「キャラの相互確認」に終始

していることが多いと指摘している。つまり自分のキャラと相手のキャラが把握されてい

るとコミュニケーションを取りやすいので、友人関係を築くにあたってはキャラの確立と

維持が重要視されるというわけである（斎藤, 2013）。これは若者に限らず、ブログという
場でも当てはまるのではないだろうか。インターネット空間という匿名性が高く関係性の
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薄い場において、IDやニックネームしか知らない相手と日常的にコミュニケーションをと
るにあたっては、繊細な配慮が必要となるものである。その際に互いの「キャラ」を明確

にして、そこから逸脱しない行動（エントリー）をしておけば、スムーズなコミュニケー

ションが可能となる。たとえば、〈KYO〉さんはブログのエントリーにおいては「大食いで
ズボラ」という自分のキャラをことさら強調することで、同じ「出不精で怠惰な子なし専

業主婦」グループの中における自分のポジションを確立しようとしていたのかも知れない。

　〈KYO〉さんが形成していた子なし専業主婦コミュニティは、「不妊に悩む主婦たちの
コミュニティ」ではない。少なくとも表面上はそうした悩みを打ち明け合ってはいない。

〈KYO〉さん自身も、オン友の中の１人も、ブログ運営の途中で妊娠し出産している。ブロ
グに明確な記述はないが、子なし専業主婦ではなくなってしまった〈KYO〉さんは、いつ
しか子なし専業主婦コミュニティでの共感に基づいたコミュニケーションという更新継続

動機を失い、ブログ更新をストップしてしまったと考えられる。現実世界にもウェブ上に

もママ友コミュニティは多数存在し「子育てブログ」も多いわけだが、社会的マイノリティ

といえる子なし専業主婦コミュニティは、その多くは結婚してから出産するまでのごく限

られた時期（結婚して家庭に入り、住む場所が変わって友人との付き合いが減り、義理の

両親との関係構築に悩み、不安で孤独な時期）にしか存在しない宿命をもつものの、ある

特定のユーザ層にとっては非常に貴重なコミュニティとして存在意義があると考えられる。

　ウェブは同性愛者や障害者など各種の社会的マイノリティにとって権利獲得や社会進出

のエンパワメントの場として機能するとも言われるが、今回調査したケースでは、ブログ

が現実生活では見つけられない居場所やつながりを生み出す貴重な場としても機能してい

ることが確認された。
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5
事例 (2)同性愛者の恋愛日記

5.1 概要

　 2人目のインフォーマントは関西に住む大学 4年生の男子学生、〈ゲイムボーイ〉（仮称）。
同性愛者（ゲイ）であり、ブログのサブタイトルとプロフィール欄でも自らがゲイである

ことを明示している。

　ブログタイトルが「のろけ話」であり、エントリー内容は恋人である 11歳年上の社会人
の男性との恋愛話が中心である。特に「デート」について書かれたエントリーが多く（全

エントリー 139件中、63%にあたる 87件がデートに関する話）、一回のデートの内容を数
日間に渡って複数のエントリーで書き分けているのが特徴である。デートの内容を克明に

記しているだけでなく、その時の心情も克明に綴っているために文字数が多くなってしま

い、複数回に分割してエントリーしているものと思われる。

　恋愛の喜びや苦しみ、すれ違う思いや口論についての内容などは、主人公がゲイであると

いう点を除けば表面的にはよくある大学生の恋愛日記のように読めるが、性行為の有無お

よびその感想までも赤裸々に記述している点がやや異質である。女性ユーザの場合は、た

とえ匿名ブログであってもオン友の中にオフラインでの友人や知人が含まれていることが

多く、その人たちが閲覧する可能性があるため、なかなか赤裸々な内容は書きにくいはずで

ある。〈ゲイムボーイ〉の場合は、ブログのオン友の中にオフラインの友人知人はおらず、

また現実の学生生活では自らのセクシュアリティをカミングアウトしていないため、ブロ

グは完全に匿名の状態で運営している。この点において、この〈ゲイムボーイ〉のブログ

は観察すべき興味深い内容を含んでいるのである。

　また、ゲイであることをブログ内で公言しているものの、同性愛者の権利等についての

社会的なアピールを主眼としたブログにはなっていない。〈ゲイムボーイ〉が「お気に入

り」や「ファン」登録をしているブログの運営者にも同性愛者が多いが、人権問題として

のゲイについてのエントリー自体は 139件中 5件しかなく、主たる話題はあくまで個人的
な〈のろけ話〉なのである。

　大学 4年時（交際 1年目）の 2005年 7月にブログが開設され、順調に就職先が決まり、
卒業時期の 2006年 3月のエントリーを最後に特に予告もなく更新はストップした。その
約 1年後の 2007年 1月になって突然、ブログ更新を停止した理由を説明する 1件のエント
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リーが書き込まれた。それによるとブログ更新を停止した理由は、〈恋人との別離〉であっ

た。つまりブログのメインテーマ（タイトル）である恋人との「のろけ話」が書けなくな

り、ブログの更新継続理由が消失したのである。

【ブログの基本データ】

■開設日

2005年 7月 23日

■最終更新日

2007年 1月 28日（実質的には 2006年 3月 15日のエントリーが最後）

■総エントリー数 139件
自己紹介：3件
恋人紹介：8件
デート・旅行：87件（63%）
学生生活：10件
喧嘩：13件
ゲイについて：5件（4%）
その他：13件

■コメント数 180件
コメントしたユーザ数：41人

■コメント返信回数 156件

■他ブログコメント回数 100件

■「お気に入り」登録者数 7人
男性：4人（すべて同性愛者）
女性：3人

■「ファン」登録者数 14人
男性：7人（4人が同性愛者）
女性：4人
不明：3人

■コメントを残した人の延べ人数 42人

■リピート訪問者数 （特定のハンドルネームで 3回以上コメントした人）10人

■リピート訪問者の概要

※すべて仮称
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1. 〈sea〉：コメント数：52回
ゲイ。海外生活をしながらブログで現地のゲイ事情を発信していた（現在は日

本在住）。〈ゲイムボーイ〉も海外のゲイ事情に関心があるのか、最も頻繁に訪

れてコメントを残しているのが〈sea〉のブログである。

2. 〈hyde〉：コメント数：25回
ゲイ。共感コメントが中心。ブログへのリンクはない。

3. 〈ふてき〉：コメント数：12回
既婚の女性。ゲイへの理解と関心があり、何度も訪問している。ブログへのリ

ンクはない。

4. 〈サザン〉：コメント数：9回
ゲイ。恋愛中。ブログへのリンクはない。

5. 〈SATOSHI〉：コメント数：8回
ゲイ。〈ゲイムボーイ〉と同様、彼氏と恋愛中で、共感コメントが多い。ブログ

へのリンクはない。

6. 〈こーいち〉：コメント数：7回
男性。詳細は不明。

7. 〈たっち〉：コメント数：5回
ゲイ。ブログは削除済。

8. 〈ちいこ〉：コメント数：5回
ゲイ。共感コメントが多い。ブログへのリンクはない。

9. 〈ほっしゃん〉：コメント数：3回
ゲイ。彼氏との恋愛をブログで発信中。〈ゲイムボーイ〉も頻繁に訪れ、共感コ

メントを残している。

10. 〈teru〉：コメント数：3回
女性。ゲイの恋愛に関心があって訪問。自分のブログへのリンクはない。
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5.2 M-GTAによる分析

分析結果

　M-GTAによる分析の結果、15個の概念と、それらの概念を整理統合した 4つのカテゴ
リーが生成された。

表 5.1: 〈ゲイムボーイ〉ブログの概念とカテゴリー
概念 カテゴリー

ブログ紹介

読者意識
読者への語りかけ
同情・共感
学生生活
身辺雑記

偏見と誤解をなくすために
ゲイとしてのアイデンティティゲイであること

カミングアウト

彼氏のこと

のろけ話
デート・旅行記
あふれる恋の喜び
性行為の有無
同性愛カップルの悩み

頻発するケンカ
心情吐露

伝わらない思い

　以下に、概念の生成例の一つ【あふれる恋の喜び】の分析ワークシートを提示し（図 5.2）、
各カテゴリーと概念の関係について詳細な分析内容を説明する（全ワークシートは巻末に

記載）。

(1)〈読者意識〉カテゴリーの分析
　このブログは開設時点から「読者（訪問者）」の存在を前提として、読者を強く意識して

書かれている。それはまず、ブログのタイトルが「のろけ話」であるという点からうかが

える。「のろけ（惚気）」とは「自分の夫・妻・恋人との間のむつまじいことを得意になっ

て人に話して聞かせる」（「大辞林第三版」小学館）ことであり、話を聞く者の存在を前提

としている。ブログを開設した時点で、あるいは開設しようと決めた時点ですでに読者の

ことを意識していたわけである。ブログの説明文も「気軽にコメントしてください。待っ

てまーす」のような呼びかけになっている。【挨拶・呼びかけ】概念でまとめたように、エ

ントリーやコメント内では「みなさん」という呼びかけを多用し、「みなさんはどう思いま

すか？」「祈っててください」「また報告します」のような問いかけや呼びかけ表現が多い

のが特徴の一つである。
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表 5.2: 【あふれる恋の喜び】概念の分析ワークシート
概念名 【あふれる恋の喜び】

定義 純粋で無邪気な恋の喜びの表現

バリエーション

彼氏と一緒にご飯食べられるだけど、めっちゃ幸せな気分になれたー。

直接スパワールドで待ち合わせをして、合流..,。もう、俺は嬉しくて飛び跳ねてしもた (笑)

ほんで、食べてる時に、これからどうする？ ってなったから、俺が「一緒におりたい」って

言ったら、彼氏が「うーん」って考えててんけど、俺のわがままを聞いてくれました。「ほん

まに、ダーリンありがとう」って感じやった。

彼氏が朝まで遊んでくれるって言ってくれてん。まさか、朝まで一緒におれるなんて思わへ

んかったから、めっちゃハッピーな気分。

かなり近かったから、花火の音が響いて、身体でも振動を感じれた。周りはうるさかったけ

ど、俺は彼氏と俺の二人だけの空間に感じれた。

うーん、幸せなお食事タイムやった...

さぁ。今日はどんな服着ていこっかなぁ。悩むー

まだまだ料理には自信がないから、味は心配やってんけど、彼氏は「おいしいで!」って言っ

てくれた。「ますます上手になってきたなぁ」って言ってくれた。かなり嬉しかった!!! よー

し、これからも頑張るでぇ

もちろん、彼氏の腕枕で寝ました

誰もいてへん頂上で、彼氏とキスをしてん。最高の景色を目の前に、彼氏とキスをして、も

う最高な気分やった。

俺はよく彼氏に「俺らはバカップルやんな？」ってよく言われてしまいます。これからもラ

ブラブでいられるんですかね???俺も結婚したいです!!!

彼氏の仕事は 23、24 日が仕事休みやねんけど、彼氏に「23、24 日は空けときや!」って言わ

れた♪何かサプライズでもあるんかなぁ??? 今からクリスマスがめっちゃ楽しみや。

昨日、少し彼氏の優しさを感じてちょっと楽になりました。こういう時のちょっとした優し

さってすごく大きく感じるんですね

で、「チューしてへん」と俺が言うと「また今度な♪」って言ってくれました。明日、デート

するから、いっぱいチューしてくれるかな???(笑)あー、楽しい正月やった!!!

今日は、なんかいつもより楽しかったです。自分の部屋の掃除は嫌いやけど、人の部屋を掃

除するのは、なんでこんなに楽しいんやろ???

理論的メモ
・料理や掃除の喜びなど、〈ゲイムボーイ〉の女性的な側面が見える (本人は性同一性障害で

はないと明言している)

・これほど率直に感情を表現できる人は珍しいのではないか
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　興味深いのは「あっ、ここで話してたっけ？ 実は、俺は 4月から引っ越します」という
表現である。〈ゲイムボーイ〉は自分のブログを「ここ」と呼び、オン友たちとの大切な交

流の「場」として意識していることが読み取れる。彼にはオフラインにおいては「大学」や

「アルバイト先」などの交流の場があり、それぞれの場に固有の人間関係がある。〈ゲイム

ボーイ〉の場合は特に、自分のセクシュアリティをオープンにできる場かどうかの使い分

けが重要である。例えば大学では自分のセクシュアリティを隠さねばならず、アルバイト

先では一部の知り合いだけにオープンにしている。そしてブログは完全にオープンにでき

る場である。それぞれの場において提供できる話題も当然ながら変わってくる。〈ゲイム

ボーイ〉にとってブログは、もっぱら彼氏との〈のろけ話〉を聞いてもらう場であるが、就

職して引っ越しをするというプライベートの重要な話を、おそらく大学の友人たちにはす

でに打ち明けたものと推測されるが、このブログにおいてもあえて発表したということは、

それだけここでのオン友たちとの関係性を重要視していると考えられるのである。

　【同情・共感】概念は、そんなオン友たちのブログを訪問して書き込んだコメントが中

心である。特に、自分と同じように「彼氏」との関係に悩むエントリーに対して共感や同

情のコメントを書きこんでいることが多く、「仕事だったら仕方ないけど、一人は寂しいで

すよね」「あらら、彼からメール来なかったんですか。その気持ち分かります」「ケンカは

本当につらいですね。でも、ケンカをした後はもっと絆が強くなってますよ！」など、ゲ

イのオン友たちと互いに励まし合う姿を観察することができる。新年の挨拶として書かれ

たエントリーにも「去年はこのブログを開設して、様々な人と出会えてきました。彼氏と

ケンカしているときに勇気付けてくれてくれる方がいたり、彼氏とのノロケ話を自分のこ

とのように喜んでくれる方がいたり、本当に良い年でした」と感謝の気持ちを書いている。

性的マイノリティーであってオフラインでは身近に共感しあえる仲間が少ないだけに、ブ

ログを通して知り合ったオン友たちとの絆は強いのであろう。

　やがて〈ゲイムボーイ〉は恋人と別れることになって更新動機を失い、ブログ更新を停止

してしまったものの、約 8ヶ月後になって「もう、このブログを放置してかなり経ちます。
みなさん、どのようにお過ごしでしょうか？ 俺には様々な環境の変化がありました…」と

いう形で、それまでの経緯と更新停止の理由を説明するためのエントリーを投稿した。こ

れも、仲間であるオン友たちへの義理や感謝の気持ちがあったためだと推測される。

　 (2)〈ゲイとしてのアイデンティティ〉カテゴリーの分析
　このブログはタイトル中に「ゲイです」と明記されており、初エントリーの１行目も「俺

はゲイです」という宣言である。初エントリーでは「のろけ話を書いていくつもりですの

で、よろしく」、翌日の２件目のエントリーでは「そんな俺の日常を書いています。俺のブ

ログでゲイに対する偏見が少なくなって欲しい」とあることから、このブログの大きな２

つの開設動機を読み取ることができる。

　一つは、自分のゲイとしての何気ない日常生活を描くことで、世間のゲイに対する偏見

や誤解をなくしたいという思いであり、もう一つは、恋人の「彼氏」とののろけ話を聞い

て欲しいという気持ちである。後者は〈のろけ話〉カテゴリーで後述することとし、ここ

ではゲイという性的マイノリティに関する部分について考えてみたい。

　〈ゲイムボーイ〉は、ブログ・タイトルやプロフィール欄、1件目のエントリーなどで自
分がゲイであることを宣言しており、このブログではゲイとしての立場からさまざまな発
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言を行なっている。ただしそれらはすべてオンラインでの匿名の行動であり、オフライン

の世界では、関西にある大学の４回生として、ごく一部の親しい友人を除いてはセクシュ

アリティを隠したまま日常生活を送っている。「やっぱり見つかったら、とりあえず家族会

議になりそうだし…」とあることから、家族にもカミングアウトはしていないようである。

つまり、ゲイを公言し、性的マイノリティである LGBT（レズビアン・ゲイ・バイセクシュ
アル・トランスジェンダー）に対する偏見や差別の撤廃、人権やアイデンティティの確立

などを求めて何らかの社会的な活動をしているタイプの人物ではない。こうした点からも

世間の興味関心（差別や偏見）を集めやすい性的マイノリティとしての悩みや苦労がうか

がわれるわけだが、同時に、匿名のままでも社会的な活動することが可能となるウェブの

特長と存在意義を確認することもできる。

　〈ゲイムボーイ〉は、興味を引くようなゲイの特殊な側面を書くのではなく、普通に恋を

して恋に悩んだり傷ついたり喜んだりする心情を描くこと、つまり〈普通の日記〉を書くこ

とによって、ゲイのことを知らない人たちの偏見を少しでもなくしたいと願っており、自

分にできる範囲で性的マイノリティのために貢献することが一番大きなブログ開設動機・

更新動機になっているようである。コメント欄への書き込みを見ると、同性愛者によるコ

メントが多いが、中には「へぇ、ゲイの出会いって主に掲示板なんだ～。知らなかったー。

でも、ゲイの恋愛って男女の恋愛と変わらないね」のような女性ユーザのコメントも数件

あり、〈ゲイムボーイ〉の目論見が外れてはいなかったことがわかる。エントリー中で社会

的なアピールをすることはほとんどないものの、小学校の教員となることが決まった時に

は、ブログ上で「子供たちに同性愛について教えるべきか」のアンケート投票を呼びかけ

るなど、将来は教育者としてオフラインの世界でも何らかの貢献をしたいという意識も芽

生えている。

　【ゲイであること】に分類したエントリーの中では、テレビなどのメディアによる影響

で「ゲイ＝お姉キャラ」という誤解が生まれていたり、同性愛と性同一性障害との混同が

あったりすることを嘆き、【カミングアウト】概念に分類したエントリーでは「まずは俺ら

自身で周りの人に説明していくだけで、かなりの人がゲイへの認識を変えるんじゃないで

しょうか」「俺は数年前まではカミングアウトするなんて思ってませんでしたが、今では

徐々にカミングアウトしています。一人一人の力が未来を変えることを祈っています」な

どと、ゲイであるオン友たちを含めた自分たちがまず行動しなければならないという決意

を書いている。しかしやがて彼氏との関係がこじれはじめると、そうした社会的な意識よ

りも、自分の恋愛の方に話の重点が置かれるようになる。

(3)〈のろけ話〉カテゴリーの分析
　このブログにおいて最も印象的で興味深いのこのカテゴリーである。「のろけ話」とブロ

グタイトルにあるように、エントリーの大部分を恋人である「彼氏」との話が占めている。

デート日記および旅行記は複数回に渡って長文のエントリーが続き、どこに行って何をし

たか、何を食べたか、どんな会話をしたかというような二人の行動や会話、心情などが詳

細に記されている。単なる行動の記録というよりはむしろ物語的な構成になっているのは、

公開を前提とした日記であるため、自分にしかわからない心情表現ばかりではなく、自ら

をも客観化して会話や行動を描写し、物語として描くことで、読み手が情景を把握しやす
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いようにとの配慮があるのではないだろうか。ただし第三者である訪問者が興味を引かれ

るような何か特別な出来事が書かれているわけではない。〈ゲイムボーイ〉はこうしたエン

トリーを通して、男性同士であっても普通の恋をするのだということを伝えたかっただけ

なのである。

　携帯電話から更新しているためか、「さっき彼氏から『今日の夜会う？』ってメールが

入ってきた。！（略）というわけで、今日は夜から彼氏とデートしてきます」「今日は今か

らミナミに行ってきます」のようにリアルタイムで更新していることも多い。いずれも、

オン友たちに「報告」するというスタイルで書かれており、話が盛り上がってきたところ

で「つづく」で区切って翌日のエントリーに続きを書くなど、読み手のことを常に意識し

て書かれていることが特徴的である。

　中心概念は【あふれる恋の喜び】であり、「彼氏と一緒にご飯食べられるだけで、めっ

ちゃ幸せな気分になれたー」「もう、俺は嬉しくて飛び跳ねてしまった」「今からクリスマ

スがめっちゃ楽しみや」のような言葉から伝わってくるのは、読む側が気恥ずかしくなる

くらいに純粋で一途な思いである。〈ゲイムボーイ〉には女性的な面があり、デートで着て

いく服を悩んだり、彼氏のために弁当やクリスマスケーキを作ったり、彼氏の部屋を掃除

したり、ただ手をつないだり、一緒にきれいな夕陽を眺めたりすることに大きな喜びを感

じ、それを照れのないストレートな言葉で表現している。嬉しさを誰かに話したくて仕方

がないという様子が伝わってくる。自慢できる恋人がいて恋愛が成就している幸せな状態

であったとしても、家庭や大学などの日常生活において誰かに語ることができず、性的マ

イノリティであることの孤独感や疎外感を常に抱えている。その孤独感の反動ともいえる

ような強い喜びが、ブログには満ちあふれているのである。開設当初は短めのエントリー

だったのが、しだいに長文化し記述も詳細になっているのは、更新しているうちに内なる

表現欲求に火が付いたのであろう。現実生活では誰にも話すことができずに胸のうちに溜

め込んでいた秘密の恋の話を、ブログで気兼ねなく打ち明けることができるようになった

からである。

　さらには、【性行為の有無】でまとめたように、「そして、久々にめっちゃ甘えて、久しぶ

りにＨしました」「彼氏の家で初めてのお泊まり。二人で家でもいちゃいちゃしてた。もち

ろんＨもした」「もちろん、その後は…愛を確かめ合いました」のように、デートの後の性

行為の有無まで記述している点も特徴的である。性行為についての具体的な描写はないが、

「幸せでした」「最高だった」のような感想が書かれていることが多い。女性ユーザの恋愛

ブログの場合、性行為の有無について書いているケースはほとんど見られない。というの

も女性ユーザの場合は、たとえ完全に匿名（ハンドルネーム）でブログを運営していても、

オン友たちの中にオフラインでの知人友人が含まれていることが多いからである。知り合

いが読む可能性が高いブログの中で、自分の性行為について書く女性はあまり多くはない

のは当然であろう。

　 Facebookのように現実の人間関係が強く反映され、本音ではなく建前ばかりの発言に
なってしまいがちな SNSでは「ありのままの自分」を表現することは難しい。完全に匿名
の状態で、オフラインの人間関係とは別個の人間関係を構築することができるという点も

ブログだからできることの１つである。オフラインでの人間関係から隔離された状態で、

自分の気持ちをありのままに吐露できる場を得たことで、〈ゲイムボーイ〉は性的マイノリ
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ティが抱える苦しみから解放されたと感じたのではないだろうか。ブログという公開型の

日記の登場によって、ある種の抑圧から解放される人々が増えたのではないかと推測され

るのである。

　恋愛の喜びが語られる一方で、ときおり、同性愛者ならではの悩みが垣間見えることが

ある。それらを【同性愛者の悩み】という概念でまとめてみた。「写真を載せたいんやけ

ど、顔がばっちり写ってるから違う写真で勘弁してください」と 2人の顔写真を載せるこ
とを避けたり、デートの最中にも「店員さんにはゲイカップルってのはバレバレやったか

も？！」と自分たちの関係がバレることを気にしていたり、「やっぱり見つかったら、とり

あえず家族会議になりそうだし…」と家族にカミングアウトできていない現状を気にして

いたり、「普通のカップルやったら、結婚とかあるけど、俺らはないやろ？」のように結婚

できない境遇に悩んでいる記述も多い。現在の日本の社会状況では、ゲイカップルとして

恋愛の到達点を「結婚」にできないことに、〈ゲイムボーイ〉が怒りや悲しみを感じている

ことがわかる。

(4)〈心情吐露〉カテゴリーの分析
　ブログが開設されてから１ヶ月が過ぎる頃から、言い争いや誤解による仲違い、ケンカ

の様子などのエントリーが増えてくる。ブログの後半のエントリーでは喜びよりも恋愛の

悩みや苦しみが主になっている状態である。【伝わらない思い】概念では「人を疑うのは

簡単やけど、信じるのは難しい。けど、俺は信じる」「俺と彼氏との性格があってへんのか

なぁ…。こういうとき、永遠の愛ではないのかな？ って最近思ってしまう自分がいてます」

「やっぱり俺が悪い？ 今日もメールがほとんど来ない」「今、彼氏に会いに彼氏の家の近く

まで来てます。彼氏には言ってないけど…」「このままやったら彼氏に捨てられるのは確実

やと思います」など、〈ゲイムボーイ〉の一途な思いとは裏腹に彼氏と不仲になっていく状

態を描いたエントリーをまとめた。第三者として客観的に読む限り、それらはセクシュア

リティや性別、年代、国籍等を問わず、恋愛中にはよくある誤解であったり、取るに足ら

ない争いのようにしか見えないのだが、〈ゲイムボーイ〉自身にとっては人生を左右するよ

うな深刻な問題として描かれている。

　こうした辛い状況や苦しい胸の内すらも克明に記録し続けるのは、やはり読み手の存在

を意識しているからであろう。実際に「お互いが信じあえる日まで苦しい時期を乗り越え

れますように！」「喧嘩の原因は忘れて次から頑張れば？ 仲直りできますように」「なんか、

泣けてきそうや。頑張れ！ としか言われへんけど…」「応援してます」「一緒にがんばって

いきましょう！」など、同じゲイであるオン友たちからの励ましのコメントが寄せられてい

る。〈ゲイムボーイ〉は年末の挨拶としてのエントリーの中で「去年はこのブログを開設し

て、様々な方と出会えてきました。彼氏と喧嘩しているとき、勇気付けてくれてくれる方

がいたり、俺が彼氏とのノロケ話に引かずに自分のことのように喜んでくれる方がいたり。

ほんまに良い年になりました」と、ブログの常連訪問者への感謝の意を表している。この

ように〈ゲイムボーイ〉の精神的な苦しさは、ブログに書くという行為によってある程度

救われていると考えられるのである。

　日記や手記などの形で負の体験を綴る行為には「癒しの効果がある」（立花, 2013, p.47）
ほか、「書かないと前に進めない」（小林, 1997, p.28）というケースもある。また公開型の
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ウェブ日記を通して「私はこういう人間です」と物語ること、あるいは自分の人生を語り

直すことで「ナラティブ・セラピー」と呼ばれる心理効果があるという指摘もある（相川,
2000, pp.32-33）。ブログにはフィードバック機能があるため、ナラティブ・セラピーの「他
者の目を意識しつつ、自分を作り変えよう」という発想がマッチするのだという（前掲書,
p.33）。各種 SNSにおいても通称「鬱日記」と呼ばれる深刻な心情吐露のコンテンツが以
前からよく見られたことを考えると、ネガティブな心情を匿名で気兼ねなく公開できると

いう点もブログが持つ効用の一つとみなしてもよいのかも知れない。

　やがて、【頻発するケンカ】のエントリー群で描かれているように、〈ゲイムボーイ〉が

就職活動や卒論などで忙しくなったことも影響したためか、彼氏とのケンカの話が増えて

更新が滞ることも増えた。そして大学の卒業時期の 3月中旬に、職場の研修があったこと
と引っ越しをしたこと、アルバイトの最終日であることなどを書いたエントリーをした後

に更新が止まってしまったのである。そのエントリーの中では、一人暮らしになったので

「彼氏も気軽に来てもらえるし」と書かれてあり、この時点では彼氏との関係はまだ順調で

あったことがわかる。

　約 10ヶ月ものあいだ更新されることのなかった〈ゲイムボーイ〉のブログは、ある日突
然、思い出したようにひっそりと更新された。「こんばんは」というタイトルの最後のエン

トリーには、仕事で忙しいこと、夏に彼氏と別れたこと、しかしまだ彼氏を忘れられない

し一生忘れられないだろうという未練たっぷりの文章が書かれている。このエントリーに

よって、彼氏と別れたことで惚気話自体がなくなってしまい、ブログの継続理由が失われ

たために更新が停止していたことが判明することとなった。これはおそらく常連だったオ

ン友たちに向けての義理として書かれた最後の近況報告であった。

　最後に、データから生成した概念やカテゴリーの関係を矢印で表し、相互の影響関係や

時間経過とともに変化してゆくプロセスを示した分析結果図（図 5.1）を示す。

5.3 まとめと考察

　ゲイやレズビアン、レイプ体験などの個人的ナラティブから人々の意識の変化と社会の

変容を研究しているケン・プラマーによると、「セクシュアル・ストーリーに権力はつきも

の」（プラマー, 1995[1998], p.56）であり、二十世紀初めの西欧世界でゲイあるいはレズビ
アンであることを公にすれば、「収容所への監禁、犯罪者としての処罰と投獄、医療の対象

化──ありとあらゆる治療とセラピー、宗教的な追放、共同体からの排斥とあざけり」な

ど、いろいろな形で社会的排除を招くことになった。その結果、同性愛者たちは「『他者』

に語らないだけでなく、自己にさえも語れないことが少なくなかった」（前掲書, p.54）。同
性愛者であることは一種の禁忌であり、他者に告白することはもちろん、自らの精神的な

救いのために日記として記述することすら困難だったのである。

　 1980年代に入ってゲイやレズビアンなどの性的マイノリティが街頭やパレードなどでア
イデンティティを主張するようになったものの、「1990年代の初頭ですら、多くの人が自
分のストーリーを自己や他者に語ることに無力を感じて」いたのが現実である。「ゲイであ
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デート・旅行記 

性行為の有無 

ゲイであること 

ブログ紹介 

彼氏のこと 

読者への語りかけ 

あふれる恋の喜び 

学生生活 

頻発するケンカ 

伝わらない思い 

カミングアウト 
身辺雑記 

偏見と誤解をなくすために 

同性愛カップルの悩み 

読者意識識

②のろけ話①ゲイとしてのアイデンティティ

（ブログ開設動機）

同情・共感 

破局そしてブログ更更新停⽌止

読者への「報告」 

よくいるゲイの一人です 

ゲイのことを理解してもらいたい 

ゲイの世界 

ノロケ話 

オン友へのコメント 

卒論や就活の話 

近況報告 

無理解な異性愛者への思い 

ゲイで良かった 

理想と葛藤 
女性は偏見が少ない 

詳細な記録 自慢の最高の彼氏 

女性的な感性 

つきまとう他者の視線 
結婚願望と現実 

就活 
詳細な心情表現 

自信喪失 
受け身の態度 

オン友との関係を構築・維持
するためのエントリー

ゲイカップルのノロケ話 

ゲイ・コミュニティへの貢献 抑圧されていた⾃自我の解放

最後のエントリー（近況報告） 

２つの更更新動機

⼼心情吐露露・悩み相談

関係欲求 貢献欲求

関係欲求

表現欲求

図 5.1: 〈ゲイムボーイ〉ブログの分析結果図（筆者作成）

るというストーリーを語れるかどうかは、経済、宗教、仕事、家庭、メディア、政府といっ

た相互行為の『場』によって変わる」（前掲書, p.55）ものであり、語った後もさまざまな
論争や葛藤を伴うものであるため、現代にあっても、自分のセクシュアリティを秘匿した

まま日常生活を送っている性的マイノリティの潜在数は多いものと推測される。

　ゼロ年代に登場したブログというメディアは、自分の正体（本名や年齢、国籍、容姿等）

を明かすことなく、自らの声を使って多くの人に語りかけることを可能にした。そしてウェ

ブでは地理的・時間的な制約を受けずに仲間を見つけてコミュニティを構築することも容

易である。性的マイノリティにとっては、カミングアウトに伴う恐怖や恥ずかしさが軽減

され、他者からの嫌がらせ、興味本位の視線、社会的排除などを受けることも少ないため、

ブログを使って〈沈黙〉を破る者が増えたと考えられる。

　〈ゲイムボーイ〉はそんな現代的な性的マイノリティの一人であった。

　日本では、マス・メディアに登場する「ゲイ」タレントたちによって、〈ゲイ＝面白いお

姉キャラ〉という印象を視聴者に与えてしまっているが、それはごく一部の人たちの姿で

しかない。「なんかメディアとか噂の影響でみんな間違ったイメージを持ってる」と感じ

た〈ゲイムボーイ〉は、普通の生活をして普通の恋をするゲイの実態を多くの人に知って

もらうために、自らが恋に落ちたその３ヶ月後にブログを書き始めた。街頭で声を上げた
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りパレードに参加したりするという方法ではなく、ブログのエントリーに自分の恋愛体験

をありのままに描写するという方法でゲイに対する偏見をなくしたいと思い立ったのであ

る。結果として約 1年後に彼氏との別離という辛い結末を迎えてブログ更新を停止したわ
けであるが、それから約 7年が過ぎた現在もブログを削除していないのは、個人的なこと
よりも、ゲイに対する偏見をなくしたいという社会的な思い、つまり貢献欲求が強かった

ためであろう。恋愛という個人的な体験談を中心としながら、最初から最後まで一貫して

「読み手」に向けて書かれたストーリーであった。

　こうして日記という形式で書かれた一般人の性的マイノリティによる日常の記録は、そ

れまでオープンな場で人目に触れることはなかったため非常に貴重なデータであるといえ

る。性的マイノリティの場合は、たとえば前述した〈子供のいない専業主婦〉や次の事例

の〈難病を克服した病人〉などのマイノリティと比較すると、告白後にさまざまな障害が

伴い、人間関係の維持が困難になるケースもあると予想されるため、たとえ親しい友人で

あっても簡単に打ち明けることはできないという性質を持っている。そんな彼／彼女らに

とってブログは「王様の耳はロバの耳！」と真実を叫ぶための壺として機能する重要なメ

ディアなのである。
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6
事例 (3)闘病記

6.1 概要

　 3人目のインフォーマントは奈良県在住の男性、〈峠の地蔵〉氏（仮称）。60代前半で四
肢が麻痺する難病（10万人に 1人。日本で 2000例ほど）にかかり、一時は命も危ぶまれ
たが約半年の入院で克服し、自宅での 1年間のリハビリを経て、現在は大学で警備のアル
バイトをしながら妻と二人で暮らしている。

　ブログは発症して３年後の 2006年 10月にスタートしており、パソコンもこの時期に始
めたばかりのようである。１件目のエントリーが「残りの人生を楽しまねば」というタイ

トルであり、文章をいずれ本にしたいという記述もあることから、与えられた余生の生き

がいとしてブログを書き始めたことが読み取れる。

　当初のエントリー内容は入院～治療時の克明な記録であった。「自分の記憶と妻のメモ、

後で聞いた担当医の話などを並べただけ」の読みにくい文章である。開設後約 3ヶ月がたっ
た頃のエントリーで「読みにくいと思いますが、勘弁してください」「ご訪問ありがとうご

ざいました」などの表現が出てくることから、しだいに訪問者を意識しながら更新するよ

うになったことがわかる。残されている訪問者からのコメントは多くないが、〈峠の地蔵〉

氏はYahoo!ブログの標準機能である「訪問者履歴」等を利用してアクセスを確認している
ものと思われる。

　最初のブログは、途中で精神的な理由から更新が数ヶ月～ 1年ほど途絶えたこともあっ
たが、2012年 4月末まで更新が続けられ、2012年 5月から同じ Yahoo!ブログ内に新たな
ブログを開設して再スタートしている。この理由については「PC不調」と書かれており、
ブログのタイトルや内容も最初のブログと同じであることから、技術的な問題以外に特に

リニューアルの理由はなかったと思われる。2014年 3月時点でも更新は不定期ながら続け
られている。

　このブログからは、パソコンを使い始めたばかりで ITリテラシーが低く、また現実世界
でのコミュニケーション能力も低かった不器用な年配の男性が、自分なりにブログのいく

つもの機能を駆使して読者とコミュニケーションをとろうと懸命にもがく姿が見えてくる。

この手のブログが不定期ながら 7年以上も更新が続いているのは驚くべきことであるが、
〈峠の地蔵〉氏にはそれだけ強い継続動機があるというわけである。そのモチベーションは
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本人のブログのエントリー内容からだけではわからないものの、頻繁に訪問しているある

若い女性のブログへのコメント欄から、〈峠の地蔵〉氏の意外な一面が浮かび上がってくる

こととなった。

　また孤独な高齢者にとって、ブログというメディアが「生きがい」を創出するものとし

て機能する可能性があることもわかった。

【ブログの基本データ】2014年 3月末時点

■開設日

2006年 10月 3日

■最終更新日

2014年 3月 22日（不定期ながら更新中）

■総エントリー数 122件
闘病記録：46件（38%）
その他病気に関するエントリー：16件（13%）
まったく病気のことに触れていない身辺雑記的なエントリー：43件（35%）
その他：17件（14%）

■コメント数 120件

■コメントした人数 25名

■コメント返信回数 2回（同一人物に連続して返信）

■他ブログへのコメント 44回（※追跡可能なコメントのみ）
そのうち、〈M〉さんのブログに 36回（82%）

■「お気に入り」登録者数 74人
そのうち女性：61人（82%）
病気関係のつながり：4人（6%）
奈良在住：3人（4%）

■「ファン」登録者数 18人
そのうち女性：8人（44%）
男性：3人（17%）
不明：7人（39%）

■コメントを残した人の延べ人数 46人

■リピート訪問者数 （特定のハンドルネームで 3回以上コメントした人）11人

■リピート訪問者の概要

※ハンドルネームは仮称
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1. 〈M〉：コメント数：24回
歌手活動をしていたこともある若い女性。精神的な病気を患い、アルバイト生

活をしている。独特の言語感覚でブログ活動を行なっており、オン友の数も多

い。最初は〈峠の地蔵〉氏が偶然訪問したのがきっかけらしい。

2. 〈えみちゃん〉：コメント数：9回
同じ病気を経験した女性。先に〈峠の地蔵〉氏が訪問し、その履歴をたどって

訪れている。「元気ですか？」という挨拶程度のコメント。

3. 〈みかん〉：コメント数：8回
同じ病院に入院経験のある女性。〈峠の地蔵〉氏が「私の父と同じくらいの年

齢」。体調を心配するコメントを数回。

4. 〈朝日〉：コメント数：6回
〈峠の地蔵〉氏と同年代と思われる男性。ブログで日々の雑観を書いている。

数ヶ月おきに挨拶程度のコメントを残している。

5. 〈古事記研究者〉：コメント数：6回
同じ奈良県民の男性。主に写真を投稿した時に「素晴らしいですね」という一

言の感想を書き込んでいる。

6. 〈ちーこまま〉：コメント数：4回
ブログを開設したばかりの女性。偶然訪問した模様。挨拶程度のコメントを数回。

7. 〈ピンクねこ〉：コメント数：4回
日食の写真つながりで訪問した女性ユーザ。挨拶程度のコメント。

8. 〈はる乃〉：コメント数：3回
女性ユーザ。〈峠の地蔵〉氏がカメラの話についてコメントしたのがきっかけ。

簡単な挨拶程度のコメントのみ。

9. 〈みく〉：コメント数：3回
若い女性。ナース。〈峠の地蔵〉氏が訪問し、そのリアクションとして挨拶程度

のコメントを残している。

10. 〈らみ〉：コメント数：3回
同じ病気でたどり着いた女性（6歳の子供がいる）。〈峠の地蔵〉氏がコメントに
対して「メールしてください」と 2度返信しているものの断っている。

11. 〈花子〉：コメント数：3回
〈峠の地蔵〉氏が「ファン」登録したことのリアクションとして訪問。お礼の

挨拶程度のコメント。

6.2 M-GTAによる分析

分析結果

　M-GTAによる分析の結果、13個の概念と、それらの概念を整理統合した 4つのカテゴ
リーが生成された。
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表 6.1: 〈峠の地蔵〉ブログの概念とカテゴリー
概念 カテゴリー

闘病記録
病気の話

自分の病気について

誰かと話がしたい
読者意識コメント要求

読者への挨拶・呼びかけ

ブログに対する謙遜・卑下
マイナス思考心に吹くすきま風

死の意識

心の癒やし

生きがい
余生を楽しみたい
出会いを求めて
Mへの愛情・父性
Mへの嫉妬

　以下に、概念の生成例の一つ【余生を楽しみたい】の分析ワークシート（図 6.2）を提示
し 1、各カテゴリーと概念の関係について詳細な分析内容を説明する（全ワークシートは巻

末に記載）。

表 6.2: 【余生を楽しみたい】概念の分析ワークシート
概念名 【余生を楽しみたい】

定義 与えられた余生を楽しみたいという気持ちの表れ

バリエーション

残りの人生楽しまなくっちゃ

未練がましいが、まだまだやり残した事や楽しい思いをしていきたい

上の写真ではないが枯れた人生の中に最後の花を咲かせたいものです

私にも何時か幸せだなぁ、と思える時が来るのだろうか...

残りの人生を悔いの無い日々にしたいですね

だんだん棺桶に入るのが近づくかと思うと、もっと若いとき好きな事をやれなかったことが

悔やまれてくる

発症から 8 年余り、警備のバイトも早 7 年、再発もなく身体は元気になりましたが、最近は

生きる事に少し疲れてきました。何か楽しい事はないかと悩んでいます。既婚でこの年です

が恋の花、もう一度咲かせたいナーンテ!! 年令関係なく旧知の友達のように話せます (ハー

トマーク)

理論的メモ

・残りの人生が長くないことを自覚

・悔いが残らないように好きなことをしたい

・「楽しみ」の中心にあるのは「恋の花」のようである

　
1個人の特定につながる部分は伏せてある
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(1)〈病気の話〉カテゴリーの分析
　このブログには主に２つの開設動機があり、開設初日の朝（7:45）と夕方（16:33）に投
稿された２件のエントリーからそれぞれ読み取ることが可能である。

　まず１つめの開設動機と考えられるのは、【闘病記録】つまり自分が難病と闘ってきた記

録を活字という形で残したいという心情である。最初のエントリーに「日誌的なものをま

とめて小さな本にでもと思っている」と書かれており、その後のエントリーでも同じ表現

が何度もコピーして書かれている。最初のエントリーの後しばらくは克明な闘病記録のエ

ントリーが続く（タイトルに「闘病記録」と書かれたシリーズだけで 46件。その他にも病
気にまつわるエントリー 16件を含めると全エントリーの半数以上が闘病記録である）こと
からも、闘病記というスタイルの表現欲求がブログを始めた最大の理由だったと考えられ

る。一度「死」の瀬戸際まで行き（発病後一週間ほど意識がなく、その間に夢の中で仏様か

地蔵の姿を見ている）、再発の可能性も高い病気であることから、元気なうちに自らの「生」

を記録しておきたいという願望が生まれたのだろう。また、病院関係者への感謝の気持ち

も何度か表明しており、自分を生かしてくれたことに対して恩返しをしたいという心情が

生じていることがわかる。そうした感謝の念もまた、誰かの役に立ちたいという貢献欲求

として、闘病とリハビリの克明な記録作業のモチベーションとなっていると考えられる。

　高齢になって自らの死を意識し始めた時に、自分の生涯を書き残しておきたいと思う人

は少なからず存在し（柳田, 2011）、自費出版という形で活字化するケースは以前から見ら
れた。ただし書籍として出版する場合は費用が高額になるため実現は簡単ではなかった。

現在はブログのようなウェブのサービスを利用することでコストをかけずに気軽に活字化

することが可能になったため、「闘病記」や「自分史」の記述を目的としてブログを開設し

ているケースも少なくない 2。「１日１日を充実した日にしないと、私の人生は何だったん

だろう、死ねば翌日には忘れ去られるだろう」という記述もあることから、自分の存在が

忘れ去られないようにしたいという心情もモチベーションに含まれていると考えられる。

　２つめの開設動機は関係欲求、つまり、他の人とのコミュニケーションである。〈峠の地

蔵〉氏の場合、発症してから 3年がたって病状もほぼ回復・安定し、リハビリを兼ねて始
めた警備のアルバイト生活にも慣れてきた時期に、同じことを繰り返すだけの「元気だけ

れど心にすきま風が吹いている」ような日々が続くようになり、治療費の支払いにも追わ

れるなか 3年の分割払いで購入したパソコンを使ってブログを始めている。それほどブロ
グを始めたいという欲求は強かったわけである。初日の２件目のエントリーの最後に「い

つも誰かと話がしたい、友が欲しい」という心の叫びのような言葉が書かれており、ブロ

グ開設一週間後にはゴルフについて書いていた若い女性のブログにコメントを残している

（〈峠の地蔵〉氏はかつて 30年間ゴルフ場でキャディの仕事をしていた）。その後も何人か
のユーザから「訪問／ファンポチありがとうございました」というコメントが寄せられて

いることから、他のユーザのブログを訪問しては「ファン」登録をしたり、お気に入り登

録をしたり、時にコメントを残したりと、自らのブログ更新は滞っても、かなり積極的に

22014年 4月 14日の時点で「闘病記ブログ」で検索すると 2,880,000件の検索結果がある。闘病者の体験ク
チコミを集めたサイト「TOBYO :: 日本の闘病記 44000」（www.tobyo.jp）には 2014年 4月 14日現在で 44,620
の闘病記／ブログが収録されている
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ブログ訪問を続けていることがわかる 3。

　以上のように、自らの闘病の記録を残したいという動機（表現欲求・貢献欲求）と、ブ

ログを通して見知らぬ人とつながりたいという動機（関係欲求）の、大きく２つのブログ

開設動機を読み取ることができる。

(2)〈読者意識〉カテゴリーの分析
　ブログ開設直後から〈峠の地蔵〉氏は自らのブログへのフィードバック（アクセス数、

コメント、ファン登録、お気に入り登録、ゲストブックへの書き込み等）を強く求めてい

ることがわかる。闘病記と同じ日に投稿される別エントリーの中で「よろしければ『お気

に入り』登録、コメントもよろしく」という呼びかけが何度も繰り返されており、エント

リーへのコメントだけでなく、「ファン」や「お気に入り」への登録、コメント投稿、ゲス

トブックへの書き込み、メールなどを盛んに求めているのである。

　ただ本来であればブログ・コミュニケーションの中心となるはずのコメント欄の利用に

関してはやや不可解な一面が見られる。〈峠の地蔵〉氏のブログ行動には、前述した〈KYO〉
さんのようにコメント欄を舞台にして特定のオン友たちとコミュニティのようなものを形

成し、定期的に互いのブログを訪問し合って交流するような行動が見られないからである。

【コメント要求】概念でまとめたように、エントリーの中で「コメントよろしく」という言

葉を執拗に繰り返しておきながら、寄せられたコメントに対するレスポンスとなるコメン

トを書き込んだことは２回しかなく、同一人物の連続したコメントに対してのものである。

しかもコメントの内容は「よろしければメールしてください」というものであった。

　〈峠の地蔵〉ブログを訪問するユーザには２種類あり、病気関係（同じ病気の人、類似

の病気の人、同じ病院を利用した人）の関心によって検索でたどり着いたと思われるユー

ザと、〈峠の地蔵〉氏が訪問履歴を残したりファン登録をしたことに対するリアクション

として儀礼的に訪問したユーザである。訪問者履歴が残るのはYahoo!ブログを利用してい
るユーザ（または Yahoo!に IDを持っているユーザ）だけであり、実際〈峠の地蔵〉氏が
訪問しているのはすべてYahoo!ブログである。おそらくYahoo!ブログの検索機能やポータ
ルサイトの新着情報などを使って気まぐれに訪問しているものと推測される。しかし、コ

メント欄で病気に関するやりとりが続くことはなく、エントリーでは一方的に自分の闘病

記を更新し続けるだけであり、難病についての情報共有や体験談の共有といったコミュニ

ケーションは行われていない。「病気以外のコメントでも入れて頂ければお話しします」と

書いておきながら、コメント欄での会話は行われないのである。エントリーの内容につい

ての感想や〈峠の地蔵〉氏の体調を気遣うようなコメントであってもレスを返すことはな

く、コメント欄を観察する限り〈峠の地蔵〉氏がコメントを無視しているようにしか見え

ない。メールその他の非公開の手段でリアクションをしているのかも知れないが、コメン

ト欄を使ったコミュニケーションに慣れ親しんでいる一般的なブログユーザには〈峠の地

蔵〉氏のブログでの態度が非常に冷淡で自分本位なものに映ってしまう点は否定できない。

ウェブは「ギブ・アンド・テイク」の世界であり、〈峠の地蔵〉ブログへの訪問者やコメン

ト投稿がなかなか増えていないのは、こうした一方的で自分本位とも見えてしまう態度に

3「ファン」や「お気に入り」は Yahoo!ブログが提供する独自のサービスである
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原因があるものと推測される。

　ちなみに〈峠の地蔵〉氏が何度も繰り返し訪問してコメントを残している形跡があるの

は、〈M〉という若い女性が更新している 1つのブログだけである。観察期間中に合計で 36
回コメントを残しており、断トツの数字である。他のユーザに対しては 1回、多くて 2回
しかコメントを残していない。〈M〉さんのことについては (4)で後述する。
　個人的な記録である闘病記を一方的に発信しながら、訪問者からの承認や関係構築を求

める発言を繰り返し、それでいて寄せられたコメントには返事をしないという矛盾したブ

ログ行動が〈峠の地蔵〉氏の特徴となっている。ただ当初から、文字の多い闘病記では読

んでもらえない／訪問者が増えない／ファン登録・お気に入り登録をしてもらえないとい

う事実には自分でも気付いていたらしく、「このような文字ばかりのブログはお寄りいただ

いいても読みにくいから、ファンもコメントも無理ですよね」「私の書庫は堅苦しい話だけ

れど」「病気の時の出来事をメモと記憶で書いたつまらないブログです」などの自虐的とも

言える言葉が見られる。開設 5ヶ月後の 2007年 3月に初めて自分の住む町の風景写真を載
せ、その後も時おり花や風景の写真を載せるようになった。開設後 1年が過ぎた頃には「闘
病記はおしまいにして、皆さんに見て頂けるブログにしたい」という発言があり、フォン

トサイズや色を変えたり絵文字を使うなど、しだいに訪問者へのサービス意識が強くなっ

てくる。「これからは頑張ってコメントさせていただきます」「これに懲りずまた来てくだ

さい」のような、訪問を呼びかける発言が随所に書かれているし、体調不良や PCの不調で
更新できなくなる際には事情を説明するエントリーをしていたり、長期の更新停滞を詫び

ていたり、数少ない訪問者がこれ以上離れてしまわないように常に気を配っている様子も

うかがえる。

(3)〈マイナス思考〉カテゴリーの分析
　〈峠の地蔵〉氏が死に至るほどの難病を発症し、退院した現在も再発の不安に怯えなが

ら生活していることもあり、ブログ全体を支配しているのは重苦しい雰囲気である。随所

に「心の奥に潜んでいる『死』に魅入られるように思えてならない」「このまま死ねたら楽

になるのになぁ」「私の命は秒読み段階」「もう生きていたって楽しみはないし、このへん

で終わりにしてもいいか」などの【死の意識】を強く感じさせる言葉が書かれている。ま

た「生きていくかぎり、不運は私の友達」「つまらない人生であるが、これが私の定め」「誕

生日は墓場への一里塚」「死ねば翌日に忘れられるだろう」などのように、病気の精神的な

後遺症とも言える鬱状態を反映したエントリーも多く、精神状態が不安定なためにブログ

の更新が数ヶ月間ストップしたことも何度かある。

　〈峠の地蔵〉氏のブログの内容は一般の訪問者にとってはヘビーな内容であり、訪問し

ても気軽にはコメントを残しにくいため、闘病記の内容に関するコメントは少ない。「発病

から一気に読んでしまいました。闘病編は少し涙しました」のような闘病記の内容に関す

るコメントが例外的にないわけではないが、全体でも闘病記の内容に触れたコメントは 7
件程度で、「リハビリ頑張ってください」「無理をなさらないでくださいね」のような当た

り障りのないコメントばかりである。〈峠の地蔵〉氏はコメントが少ないことや、自分の文

章が面白みに欠けていて話題も乏しいことなどを自覚しているようで、【ブログに対する謙

遜・卑下】概念でまとめたように、「このような文字ばかりのブログはお寄りいただいても
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読みづらいから、ファンもコメントも無理ですよね」「明るいブログになるように勉強して

いきたい」「三年前の病気の時の出来事をメモと記憶で書いたつまらないブログです」「病

気になった時の戯言だとお笑い下さい」などと自虐的なエントリーを書くことが多い。成

長欲求とも言えるこうした心情は、強い承認欲求があるからこその不甲斐なさや悔しさの

表れと受け取ることができるだろう。

　もう一つのネガティブな要素として、【心に吹くすきま風】という概念がある。〈峠の地

蔵〉氏は退院後にリハビリも兼ねて大学で警備員のアルバイトを続けているが、「仕事の日

は六時前に起きて七時に家を出て、翌朝の十時ごろ帰宅する。これの繰り返しで心身とも

に元気だけれど何か心にすきま風が吹いているような今日この頃です」と書いているよう

に、単調な生活の繰り返しに虚しさを感じているようである。「１日１日を充実した日に

しないと、私の人生は何だったんだろう」「家に帰ると虚脱状態で何もする気が起こらず」

「我が心と同じく一気に春は来ないもの」「最近は生きることに少し疲れてきました」のよ

うに、病状は安定してきたものの、刺激のない毎日ゆえに抜け殻のように１日１日を過ご

す〈峠の地蔵〉氏の姿が見えてくる。

　〈峠の地蔵〉氏のブログを読んでいて強い違和感を覚える点の一つに、日常生活におけ

る他者との交流の様子がほとんど描かれていない点がある。闘病記シリーズの中では当然

ながら医師やナース、他の入院患者たちとの会話や交流の様子が描かれているし、妻の看

病の様子や、高齢の父親や妹、息子、孫などが見舞いに来てくれたことについても書かれ

ている。しかし、退院後の生活を描いたエントリーにおいては、他者というものがまった

く登場しないのである。「自分で言うのはおかしいけれど、広く何にでも対応するいたって

気さくなおじさんですから、病気以外のコメントでも入れて頂ければお話しします」とい

う記述があるものの、ブログを読んでいる限り、現実世界で身の回りの人たちと気さくに

会話をしている様子がまったく想像できない。闘病記以外のブログ・エントリーは植物や

風景の写真、自分の体調に関する短い話などが中心で、まるで人里離れた場所で独り暮ら

しをしているような話ばかりなのである。退院後に妻とのエピソードが一度も書かれてい

ないことも、独り暮らしのような印象を与える原因になっている。

　入院時のリハビリ中に「急に誰かの声が聞きたくなり」中学の同級生の女性に「35年ぶ
り」に電話をしたというエピソードがあり、その会話の中で、ある友人が 8年前に亡くなっ
ていたことを知らされて寂しさや虚しさを覚えたと書いているが、友人と呼べる関係であっ

ても数年間～ 30年以上も会っていなかったわけであり、生まれた町から出ていない 60代
の人物としてはやや不自然ではないだろうか。以上のような点から〈峠の地蔵〉氏のあま

り社交的ではなく人間関係に不器用な人物像が浮かび上がってくる。

　では〈峠の地蔵〉氏は何に生きがいを見出しているのだろうか？

　単調な仕事を繰り返すだけの退屈な日常生活を変えてくれるもの、病気再発の不安を忘

れさせてくれるもの、重苦しい日常生活からの逃避先、それが〈峠の地蔵〉氏にとっては

「ブログ」なのである。

(4)〈生きがい〉カテゴリーの分析
　 (3)で書いたように〈峠の地蔵〉氏は日常生活において強い不安や無常感に苛まれてお
り、【心の癒やし】を求めてブログ行動を取っていると考えられる。
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　〈峠の地蔵〉ブログのプロフィール欄を見ると、「お気に入り」には 74の個人ブログが登
録されている。そのうち、同じ病気もしくは類似した重い病気を患っている（患った経験を

持つ）ユーザは、プロフィールから判るだけで 4人いる。そして同じ奈良県在住のユーザが
3人いる。これらのユーザは、おそらく病名や地名などによる検索結果から互いの存在を知
り、コンタクトを取り合ったと考えられる。ただし〈峠の地蔵〉氏の場合は、これらのユー

ザと定期的なコミュニケーションを図っているようには見えない。少なくとも〈峠の地蔵〉

氏が他のユーザのブログにコメントを複数回残している形跡はない。同じ病を患った者同

士の共感によるつながりや、治療法や再発などに関する情報を交換している形跡は見られ

ないのである。例えば、「初めまして。同じ病の者です。７年半再発ないんですか？」のよ

うな情報を求める質問コメントにすら返信をしていない。自ら病名で検索して同病者を探

している形跡もなく、他のユーザが検索によって〈峠の地蔵〉ブログを見つけてコメント

を残したことを受けて、そのユーザのブログを訪問して「お気に入り」登録しただけのよ

うである。こうした点から、同じ境遇のユーザとのコミュニケーションに専念していた子

なし専業主婦の〈KYO〉さんのケースとは更新動機が大きく異なっていると考えられる。
　〈峠の地蔵〉氏は「皆さんの明るいブログを訪問させていただいて元気を分けてもらうこ

とにします」というエントリーにあるように、暗い気持ちを解消するために、あえて病気

とは無関係な明るくて楽しいブログを選んで訪問しコメントを残している可能性が高いの

である。この点に関しては、訪問先やお気に入りに登録したブログの多くが若い女性ユー

ザのブログであるという点からも説明できる。お気に入り登録している 74ブログのうち、
82%にあたる 61人が女性ユーザである。訪問先がYahoo!ブログばかりであることから、お
そらくYahoo!ブログのポータルページの新着情報などを利用して、気になった女性ユーザ
のブログを選んで訪問していたものと推測される。ある若い女性がアニメ映画の DVDを
観た感想を書いたエントリーに「めぐり巡って覗かせていただいたけれど、私のようなお

じさんにはお呼びでないってところですね。失礼しました」などというコメントを残した

ことがある。「めぐり巡って」というのは、無作為にブログ・サーフィンをしていて辿り着

いたという意味だと推測されるが、同病者のブログにコメントをしない一方で、まったく

接点のない女性のブログの、興味もない内容のエントリーにわざわざ無意味なコメントを

書き込んでいる行動は、〈峠の地蔵〉氏のブログ行動を理解するうえで注目に値するポイン

トである。

　そして〈峠の地蔵〉氏のブログ行動において最大の特徴といえるのが、若い女性ユーザ

〈M〉さんとの交流である。〈M〉さんは〈峠の地蔵〉氏が長期にわたって交流を続けている
唯一といっていいオン友で、精神を病んで療養中の若い女性である。「人生の中で何人の人

さんとぉ話できるかなぁぁ…？？ これゎこれが生きてきたぃろんな節目の時にそんなこと

を考ぇることがぁるですょ☆」という文章のように、独特の言語感覚で書かれており非常

に読みにくい文章であるが、ときおり鋭く真実をつくような表現を見せる不思議なブログ

を運営している。彼女には多くのオン友がおり（「ファン」が 250人ほど。エントリーには
毎回 20件ほどのコメントが付く）、どのユーザとも熱心にコミュニケーションをはかって
いる。〈峠の地蔵〉氏のブログにも頻繁に訪問してはコメントを残し、〈峠の地蔵〉氏の体

調を心配したりする様子も窺える。〈峠の地蔵〉氏が精神的な不調で数ヶ月～ 1年という長
期に渡って更新が滞った後でも再開直後のエントリーにすぐにコメントを寄せるなど、単
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にオン友関係を維持するためだけの軽い付き合いではないようである。

　〈峠の地蔵〉氏はブログを開設して約 1ヶ月後に〈M〉さんのブログを訪問しコメントを
残している。自分のブログでは「苦しい、死んでもいい」「再発しなければよいが」などと

いう辛い内容のエントリーをしている一方で、〈M〉さんのブログでは「人生は長いんだか
ら、ゆっくり行こう」などと励ましのコメントを残すなど、まるで自分の娘のように温か

く見守るようなコメントを何度も書き込んでいる。〈峠の地蔵〉氏には息子や孫がいるにも

かかわらず、妻を含め自分の親族に関する描写がまったくと言っていいほど見られないの

に対し、〈M〉さんに対しては親族以上の好意と関心を寄せていることがわかる。〈M〉さ
んが頻繁に〈峠の地蔵〉氏のブログを訪問してコメントを残しているためか、「私には返信

もコメントもいらないから」「私には３回きたら１回の返事でいいからね」などと気を遣っ

ている様子もある。「Mさんには 214人もファンが増えましたね」「おじさんの出る幕もな
くなってきた」「若者は若者同士で励まし合って生きてください」「陰ながら見守っていま

す」などと、自分だけが〈M〉さんにとって特別な存在ではないことに対して時おり寂し
さのような気持ちもにじませながら、結局その後もコメントを寄せ続けており、〈M〉さん
に対して強い愛情のような感情を持ち続けていることがわかる。【Mへの愛情・父性】【M
への嫉妬】という概念でまとめたように、それは時として父親的な愛情であり、時として

恋愛感情に近い思慕なのである。

　ではなぜ〈峠の地蔵〉氏は〈M〉さんとの交流を続けているのだろうか？ ２人の間には
「病気」という共通点があるくらいで、それも肉体的なものと精神的なものとで異なって

いるが、それ以外にはまったくと言っていいほど共通点のようなものは見られない。社交

性がなく生真面目でネガティブな初老の男性と、一時は歌手としての活動もしていたアク

ティブで美しい若い女性。年齢差はおそらく 40歳ほどである。ちなみに〈M〉さん以外の
女性ブログに書き込んだコメントを【出会いを求めて】という概念でまとめたが、そこに

共通しているのは、〈峠の地蔵〉氏が自分のブログに書く時の生真面目な文章とは違って、

「ゴルフは基礎が大事。貴女は誰に教えてもらったのかな？」「今後ともよろしくね」のよ

うな馴れ馴れしいとも言えるカジュアルな言葉遣いである。

　〈峠の地蔵〉氏のこうした行動のモチベーションとなっているのは、「女好き」という性

癖や「若い女性への興味」と見ることもできなくはないだろうが、「皆さんの明るいブログ

を訪問させて頂いて元気を分けてもらうことにします」などという言葉もあることから、若

くてエネルギッシュな女性のブログを読むことで、鬱状態で落ち込んだ気分を少しでも解

消したいという切実な心情があることは否定できないだろう。死を意識するほどの鬱状態

のなか、ウェブ上で若い女性と出会い、コメント欄を通して会話をすることを楽しみとし

てブログを続けることに〈生きがい〉を発見したのかも知れない。

　ウェブでは、検索やコメント投稿など自分のアクションしだいで幅広い世代の人と知り

合うことが可能である。日常生活ではなかなか叶えることのできない若い女性との会話も、

ウェブ上で実現させるのは容易なことであった。〈峠の地蔵〉氏は、そのことにブログをや

り始めてから気付いたようである。もう一度「恋の花」を咲かせたい、という表現を複数

回書いていることから、もしかすると本当にオフラインの世界での出会いを求めていたの

かも知れない。死を身近に感じる状態にあって、死ぬ前にもう一度恋をしたいと願う、そ

れは人間としてある意味では自然な心情だといえるかも知れない。
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　最後に、データから生成した概念やカテゴリーの関係を矢印で表し、相互の影響関係や

時間経過とともに変化してゆくプロセスを示した分析結果図（図 6.1）を示す。

ブログに対する
謙遜・卑下 

余生を楽しみたい 

Mへの嫉妬 Mへの愛情・父性 

心の癒やし 

⽣生きがい

死の意識 

心に吹くすきま風 

マイナス思考

他のブログへのコメント 出会いを求めて 

読者への挨拶・呼びかけ 

コメント要求 

読者意識識

病気の話

誰かと話がしたい 

自分の病気について 

闘病記録 

欲求の非充足 

関係欲求

メインコンテンツ 

訪問者向けの説明 

貢献欲求

成⻑⾧長欲求

表現欲求

病気の精神的後遺症 

関係欲求

図 6.1: 〈峠の地蔵〉ブログの分析結果図（筆者作成）

6.3 まとめと考察

　一見すると闘病記を淡々と綴っているだけの印象を受けるブログであるが、エントリー

以外の部分も含めたブログ行動を詳細に観察しているうちに、〈峠の地蔵〉氏の興味深い人

物像が浮かび上がってきた。それは、ウェブという匿名で本音を語れる空間だからこそ露

わになる、ある意味では非常に人間らしい姿とも言える。

　長くて読みにくい文章で綴られた克明な闘病の記録からは、生真面目で不器用ながらも、

病気を克服して「自分が生きた証」を一生懸命に残そうとしている誠実な人間像が見える。

キーボード入力に不慣れなせいか誤字脱字が多く、句読点や改行は少なく、ユーモアのあ

る表現を使うこともない。あくまで自分のための記録用であって、読者のことを意識して

書いているようには思えない文章である。闘病記の内容は、入院時には「死んでしまいた

い」と「まだ死にたくない」という心情が何度も入れ替わり、退院後は「自分は何のため

128



に生きているのか」と思い悩む鬱状態が長期間にわたって続くなど、全体として重苦しく

ネガティブなものであり、不特定多数の読者が気軽に読んで楽しめるような内容にはなっ

ていない。

　また時折書かれる身辺雑記的なエントリーにおける文章の方は、簡素で短く、複数のエ

ントリーに同じ表現を何度も使い回すことも多い（誤表記がそのまま使い回されているこ

とからコピー・ペーストをしていることがわかる）。コメントやファン登録をひたすら懇願

しておきながら、内容面や文章表現で訪問者を楽しませよう、ファンを増やそうという努

力や工夫は見られない 4。他のユーザのブログを訪問してお気に入り登録やファン登録に励

んでいるにも関わらず、自分のブログに寄せられたコメントには返信しようとしない。他

のブログへのコメントも一回きりのことが多く、特定少数のオン友たちとコミュニティを

形成して定期的あるいは継続的に交流している形跡もない（〈M〉さんを除く）。またエン
トリーに書かれる文章に「他者」が登場することもまったくと言っていいほどなく、一緒

に暮らしているはずの妻の影も見えず、非常に孤独で退屈な日常生活が垣間見える。プロ

フィールの趣味の欄には「パソコン・家庭菜園・映画・近場の散策・ボーリング・ゴルフ・

絵画・写真・日曜大工・ドライブ・俳句」などと多趣味であるように書いてはいるものの、

ブログのエントリーを読む限り、アップされる写真以外に趣味に関する記述はほとんど見

られない。以上の点から考えると、オフラインの〈峠の地蔵〉氏は基本的には社交性がな

く面白みのない人物なのではないかと推測される。

　オンラインのコミュニケーションという点でも、気まぐれ（訪問先に共通性がない）で

投げやり（交流の継続性がない）な姿勢に終始しており、特に顔の見えないウェブでのコ

ミュニケーションの場合は、関係維持のために定期的な訪問やコメント交換などが重要で

あるため、〈峠の地蔵〉氏のようなタイプはオン友と関係性を継続するのは困難な性格であ

ると言わざるをえない。そのためか、約 8年という長期間に渡ってブログを継続し、その
間にいくつかの出会いと交流はあったものの、オン友と呼べる関係にあるユーザは最終的

にはたった１人だけしか観察されていない。

　それでも〈峠の地蔵〉氏がブログを更新し続ける動機はどこにあるのだろうか？ 発症・

退院してから 10年が経ち、病気再発の恐れもほとんどなくなり、闘病記録もそろそろネタ
がなくなりかけている。更新ペースが落ちて年に 1回しか更新しなかったこともあった。
開設から 8年が経った現在もまだ不定期に更新中ではあるが、〈峠の地蔵〉氏は今後ブログ
で何をしようとしているのだろうか？

　〈峠の地蔵〉氏にとって、生きるということがブログに直結しているのではないだろう

か。自分の生が〈無〉にならないように「闘病記」あるいは「自分史」として細々とブログ

に書き記しつづけること。そしてブログの各種フィードバック機能を通じて多少なりとも

自己承認欲求を充足させ、自分の生を確認すること。また、オンラインで若い女性たちと

出会い、声をかけて会話をして、心の癒やしと生きる目標を得ること。これらが、オフラ

インで孤独な生活を送る〈峠の地蔵〉氏にとって唯一の生の拠り所なのではないだろうか。

　特に、事実上たった１人のオン友といえる〈M〉さんとの交流が、その他の各種フィー
ドバックよりも強い継続動機となっていることはまちがいないだろう。八方美人的な女性

4開設 6年後にブログを移転した後は、絵文字を使用したり、フォントのサイズや色を変えるなどの心境を
変化が見られた
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ではあるものの、〈峠の地蔵〉氏がどんなに長期間更新を止めていても再開後にはすぐにコ

メントを寄せるなど、常に〈峠の地蔵〉氏に関心を寄せ続けている。〈M〉さんというたっ
た一人の読者に向けて、余生に咲かせる「恋の花」の可能性にわずかな希望を持ちながら、

藁にすがるようにブログを更新し続ける〈峠の地蔵〉氏の姿が見えてくる。もしウェブ、そ

してブログというメディアが誕生していなければ、〈峠の地蔵〉氏は退院直後の時点で生き

る希望を失っていたかもしれないのである。

　〈峠の地蔵〉氏のケースは、ある意味では一般人のブログ行動の典型と言えるのかも知

れない。誰もが毎日ブログに書けるような話のネタを持っているわけではないし、誰もが

読者を惹きつけるような魅力的な文章を書けるわけではない。〈峠の地蔵〉氏には「難病を

克服した」という大きなネタがあるため、それを蓄えとしてブログを書き続けることがで

きた。やがて訪問者を意識し始め「こんな文字ばかりのブログではコメントもファンポチ

も無理ですよね…」と自らのブログを客観的に分析するようになり、闘病記を書き終えて

「みなさんに見てもらえるブログにしたい」、つまり訪問者が楽しめるような内容を書きた

いという気持ちを持ちながらも、結局いつまでたっても病気のことしか書くネタがないの

である。ブログを開設して半年ほど経ってから毎回のように花や風景の写真を載せるよう

になったが、花の名前や撮影場所を簡単に書くくらいで、それにまつわる気の利いた文章

が書けるわけでもない。結局、他のユーザのブログを「ファンポチ」したり「お気に入り

登録」したりと、文章を使わない仕組みを使ってコミュニケーションを図るだけになって

ゆく。

　一般の個人ユーザのブログとは、そういうものではないだろうか。日記と同様に書くネ

タがなくなって三日坊主的に更新をストップするか、「どこに行った」「誰と会った」「何を

見た」「何を食べた」「何を買った」という事実を書き留めるだけの記録になるか。旅行を

したり外食をしたり、非日常を経験した時だけは写真を載せて近況報告をすることができ

るが、繰り返しの毎日の中では書くことがなくなってしまう。

　システム的には〈誰もが表現者になれる時代〉になったものの、現実には誰もに表現者

になれる素質があるわけではないのである。

　ゼロ年代の後半になって、読者を意識せずに気楽に更新しやすい Twitterや、「友達」の更
新がタイムラインを埋めてくれて自分は「いいね！」をクリックするだけでコミュニケー

ションが成立する Facebookなど、各種ソーシャルメディアへと移行するユーザが増えたの
も当然の結果だったと言える。
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6.4 自分史

　このブログ・エスノグラフィを通して、闘病記または自分史というブログ開設・更新動

機と、難病マイノリティの存在を確認することができた。

6.4.1 自分史について

　「自分史」という言葉は、民衆思想の研究者である色川大吉によって 1975年に提唱され
たものであり、「当人にとってはかけがえのない“生きた証”」「一人々々の庶民の切実な認

識の記録」と定義されている（色川, 1975, p.17）。広辞苑では「平凡に暮らしてきた人が、
自身のそれまでの生涯を書き綴ったもの」と説明されており、「自叙伝はどちらかといえば

選ばれた人たちの個人史であるのに対して、これはたぶん、文章で意見を発表することな

どのない、いわば庶民の個人史」（土橋, 1990, p.1）である。
　日本における「自分史」ブームは 1980年代に始まった。きっかけは自費出版ビジネスで
あると言われている（小林, 1997）。「自分史ノート」のような雛形が作られたことやワー
プロが普及したこともあり、カルチャーセンター等で自分史教室が開かれるようになった。

当初は定年退職後で時間的・経済的ゆとりのあった 70代の男性が書き手の中心で、古希、
喜寿のような人生の節目や家族の死などをきっかけに自分史を書き始めるケースが多かっ

た。やがて 90年代になると「自分史」という言葉も定着し、書き手の平均年齢層が 60代
へとシフトしてきた。女性の書き手も増え、テーマも多様化した（当初は戦争体験記が多

かった）。自分史専用の図書館ができたり（大阪の「自分史図書館」や沖縄の「自分史セン

ター」など）、「自分史文学賞」（北九州市、1989～）のようなコンテストが開催されるな
ど、全国的に一種のブームとなったのである。

　「自分史を綴ることによって、作者達は「自分を再発見」し、他の人とはちがうというア

イデンティティー（主体性）を回復」（土橋, 1990, p.7）させることができた。つまり、多様
化し個人の時代に向かう社会の潮流の中にあって、必然的に生まれたメディアだったとも

いえる。『自分史の書き方』（2013）を書いた立花隆は「自分史を書くのは、第一義的には自
分のため、自分の存在確認のためだが、その次には、家族あるいは子孫のためである。家

族（子孫）に真の自分がどんな人物であったかを知ってもらうため」（立花, 2013, pp.28-29）
であり、他者のために自分の生を記録として残すことにも強い動機があると考えている。

　ゼロ年代になってインターネットが普及し、ホームページという手段で自分史を公開で

きるようになり、さらに書き手が増えたと考えられる。自分の文章を発表する場（メディ

ア）を持たなかった庶民にとって、ウェブ（ブログ）というメディアが提供されたことに

よってコストをかけずに読み手を獲得することができるようになったわけである。不特定

多数の人が自由にアクセスして閲覧することができるブログの場合は、家族のような身近

な人たちだけではなく、世界のどこかの誰かに自分の存在を知ってもらうことができる。

アクセスカウンターによって読者の数を確認したり、コメント機能によって読者から直接

フィードバックを得ることも容易にできる。「読まれたという事実は、『人生』がだれかに

認められた、うけいれられたという実感につながるもの」（小林, 1997, p.161）であり、ブ
ログの各種フィードバック機能はこの実感を強化するのに役立つものであった。こうした
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メリットによって、単なる日記を超えて、自分史をブログ上で綴るユーザが増えたと推測

される。

6.4.2 難病マイノリティ

　〈峠の地蔵〉氏は手足に運動障害が起きるという難病を患い、コメント欄には同じ（ま

たは類似の）病気に悩むユーザが 7名訪れている（訪問者数はトータルで 25名なのでその
うちの 28%に相当）。ただし〈峠の地蔵〉氏自身には、自分の病気に関してコミュニティを
作って情報交換をしたり悩みを共有したいという積極的な意思は感じられず、特にブログ

行動にも現れていない。エントリー本文で同病者に向けてメッセージを発信したことは一

回もないし、同病者からのコメントに対して返信したのは１回だけ。自ら検索して同病者

のブログを探し当ててコメントしている行動については１件も確認できていない。この点

では、病気に関してはあくまで個人的な闘病記として記録に残したいという思いしかない

のであろう。

　ただし、〈峠の地蔵〉ブログを観察することによって、全国で症例の少ない深刻な病気に

悩み苦しむ人たちが、ウェブで検索をして〈仲間〉を探し求めているのだという事実が浮か

び上がってきた。「私も同じ病の者です」という内容のコメントが複数の人から寄せられて

おり、また「全国XXX（病名）サポートグループ」の理事長を名乗る人が、〈峠の地蔵〉氏
の話を伺いたいというコメントを残していたこともある。子なし専業主婦の〈KYO〉さん
と同様、身近に仲間が存在しないために不安や疎外感を感じている人たちが、ウェブとい

う空間で仲間を探し出して情報を交換し、共感や連帯感のようなもので繋がろうとしてい

ることがわかる。同じ境遇の人が自分の他にも存在しているのだという事実を確認し、ブ

ログという場でコミュニケーションを図ることで孤独感を癒している。そうした存在証明

の場としてもウェブは機能しているのである。
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7
ブログ・エスノグラフィの成果

7.1 相互行為としてのブログ・エスノグラフィ

　桜井厚はライフ・ストーリー研究におけるインタビューが語り手と聞き手の相互行為で

あり、双方の関心から構築された「対話的な構築物」（桜井, 2005, p.39）だとしているが、
ブログはまず「書き手と読み手との相互行為の場」である。エントリーされる文章は日記

的な内容であっても孤独な告白とは限らず、多くは未知あるいは既知の読者を想定して書

かれるものであり（Nardi et al., 2004, pp.42-43）、時には訪問者からのコメントやオン友の
ブログのエントリーへのリアクションとして書かれることもある。そうしたエントリーは、

ネットワーク型のコミュニケーションが生み出した共同作品であるという見方もできるた

め、一つのブログ（エントリー）を独立したものとして切り離して分析することは無意味で

あり、あくまで書き手と読み手の相互作用という文脈のなかで捉えてゆく必要がある。つ

まり、ある一つの発言の真意を汲み取るためには、同時期のオン友たちのブログも並行し

て追跡しなければならないのである。これは従来のブログ研究では行われていなかった作

業であり、本研究がもたらした新たな成果と言って良いのではないだろうか。

　では次に、ブログ・エスノグラフィにおける研究者の立場はどう位置づけるべきだろう

か。

　インタビューのように当事者と直接関わりを持つわけではないが、ブログ行動やユーザ

間のコミュニケーションを非同期的に、そして客観的に観察する立場である研究者もまた、

書き手と読み手の相互行為に必然的に巻き込まれることとなる。各ブログに描かれている

〈現実に生きられた人生〉のストーリーを詳細に読み取ろうとすればするほど、登場人物た

ちに感情移入しながら追体験をさせられることになるのである。こうした他者の人生に寄

り添う姿勢がなければ、深い解釈と「厚い記述」を導き出すことはできないだろう。しか

しながら、最終的には研究者の主観は可能な限り排除し、客観的な分析を行わねばならな

い。複数回の通読を経て、ユーザのブログ行動をデータ化し、膨大なテキストの中から概

念や理論を抽出していくという長い作業が続く。こうした研究者の立場もまた、たとえ擬

似的なものではあっても、ブログ・ユーザたちとの相互行為であり共同作業と言ってよい

のではないだろうか。
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7.2 ブログにおける欲求充足のプロセス

　今回のブログ・エスノグラフィによって〈表現欲求から関係欲求へ〉というゼロ年代の

ウェブ・ユーザのモチベーションのシフトを明らかにすることはできただろうか？ 調査し

た３つのブログの共通点や差異について、まずは第 3章で提示した「表現欲求」「成長欲求」
「承認欲求」「関係欲求」「貢献欲求」の 5つの欲求充足という観点から比較してみることに
する。

　 5つの欲求は明確に分離して比較できるものではないが、〈峠の地蔵〉氏のブログでは長
期的なブログ利用の過程における〈表現欲求から関係欲求へ〉というシフトを読み取るこ

とができる。開設後 1年間のエントリー 53件のうち関係志向が表れているエントリー（読
者への挨拶やお礼、問いかけ等を含むエントリー）は全体で 35件（66%）あるが、1ヶ月ご
とのエントリー数とそれに占める関係志向エントリー数の割合を見てみると、最初の 2ヶ
月間は 0件（0%）だったのが、3ヶ月目から 50%→ 66.6%→ 100%へと増加している。最
初は独白的な文章だったが、3ヶ月目には読者に向けて年末や新年の挨拶が書かれ、4ヶ月
目になると「このような文字ばかりのブログは読みにくいから、コメントは無理ですよね」

という言葉が何度も表れるようになり、6ヶ月目からはエントリーに写真を投稿するよう
になった。

　闘病記録を残すという孤独な表現欲求から開設されたブログが、やがて、オンラインで

若く元気なユーザたちと関わりながら「余生を楽しみたい」という関係欲求を充足するこ

とを継続動機としたブログへと変容していったのである。

　このように、何か表現・呈示したいものがあって開設されたコンテンツ志向のブログが、

コメント欄を通じた匿名で自由なコミュニケーションや各種フィードバックに充足感を覚

えて、やがてプロセス志向または関係志向のブログへとシフトしていくケースは少なくな

い。ブログ更新活動においてコンテンツ（エントリー内容）そのものが目的ではなくなり、

エントリーはコメント欄でのコミュニケーションをスタートするきっかけとして投稿され

るようになっていく。

　〈ゲイムボーイ〉のブログも同様のプロセスをたどった例である。惚気話を書きたいと

いう非常に強い表現欲求からスタートし、ほとんどのエントリーに恋愛心情が描かれてい

る。最初から関係志向も強く表れているが、他ブログへの訪問は限定されており、確認で

きたのは 4人のブログ（すべてゲイ）だけである。何よりも恋人の存在が大きいためか、
多くの人とつながりたいという欲求は感じられず、少数のオン友たちとの親密なコミュニ

ケーションが一貫して続けられている。その点では〈KYO〉さんと似ている。エントリー
の内容を追っていくと、当初はやや一方的な惚気話だったものが、やがて恋の悩みを打ち明

けてオン友たちのアドバイスを求めるような文章が増えており、そこに〈表現志向から関

係志向へ〉というシフトを読み取ることができる。〈ゲイムボーイ〉にとってのブログは、

惚気の場から相談の場へと変わり、同じ境遇の同志たちと語り合う貴重なコミュニティと

なった。だからこそ、仕事の多忙さと恋人との別離によってブログ更新を停止してから約

1年後に、オン友たちへのメッセージを書くためだけのエントリーをわざわざ投稿したの
だと考えられる。
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　〈KYO〉さんのブログの場合はやや異なるプロセスをたどっている。〈KYO〉さんには
最初から強い表現欲求があったわけではなく、開設直後の数回のエントリーはペットの犬

の話を主なコンテンツとしていた。一方で、子供のいない専業主婦という自分のアイデン

ティティを確認したいという承認欲求と、同じ境遇の仲間を見つけてコミュニケーション

をとりたいという関係欲求は強く、同じ境遇のユーザを見つけ出そうとする行動が見られ

た。やがてオン友たちと出会ってからのエントリーには情報と呼べるものはさらに減り、日

常生活の断片を面白おかしく描くことでオン友たちがリアクションしやすい内容へと変化

していった。最初に特定のオン友たちとコミュニティを築いたあとは、その関係維持のた

めにブログが運営されており、関係志向ブログの典型と言っていいだろう。実際、〈KYO〉
さんの他ブログへの滞在時間の短さとコメント投稿にかける時間の短さは、コンテンツよ

りもプロセスそして人間関係に重点を置いたブログ利用法であったことを証明している。

　以上のように 3つのブログのいずれにおいても、細部は異なるものの〈表現志向から関
係志向へ〉という大きなモチベーションのシフトを観測することができた。

　しかし、多様なブログ・ユーザの誰もが必ずしも表現志向から関係志向へとモチベーショ

ンを変化させるとは考えられない。そもそも強い表現欲求からブログを始めるユーザは少

数派であり、『ソーシャルメディア白書 2012』（pp.52-53）での実態調査の結果からも「友
人や芸能人がやっていて興味を持ったから」「Webニュースなどで興味を持ったから」とい
う理由からブログを利用するようになったケースが大半であることがわかっている。

　興味本位からブログを始めたユーザや、表現欲求よりも関係欲求によってブログという

入り口からウェブ（オンライン・コミュニケーションの世界）に新規参入したユーザにとっ

ては、比較的長い文章を書き、画像を使い、タイトルを考え、カテゴリーに分類するといっ

たブログ更新作業がしだいに負担になっていたはずである。〈KYO〉さんのように関係志
向が強くても表現すべきオリジナルのコンテンツを持たないユーザの場合、必然的に話題

はペットや芸能人、ダイエット、食べ物、映画、音楽、スポーツ観戦、写真など、誰でも共

感を持ちやすくコメントしやすい内容が中心となる。そうしたブログは、自分の意見や主

張を書いたり自分の知識や経験を語るような他者や社会に向けられた視点（表現欲求・成

長欲求・貢献欲求）がほとんど見られない。

　ブログはエントリー・ベースのシステムであるため、エントリーそのものが負担になる

と継続が困難となってしまう。それに対し Facebookのような SNSはコミュニケーション・
ベースのシステムであり、自分が近況を投稿しなくても「タイムライン（ウォール）」で友

達の投稿に「いいね！」をしたり「シェア」をしたりするだけでもコミュニケーションが成

立するようになっている。ゼロ年代半ばに人気を集めたブログや mixi、その後 2010年前
後に普及した Twitterや Facebook、この 2つのグループの間にはシステム的に決定的な違
いがここにあり、それは、ブログやmixiはログイン後のトップページが「自分のページ」
であり自分が更新したコンテンツがメインであるのに対し、Twitterや Facebookのトップ
ページは他者（友達やフォロワー）の投稿がメインだという点である。自分がコンテンツ

を更新をしなくてもコミュニケーション行動が可能であり、表現欲求が弱いユーザにとっ

ては、関係欲求だけを充足させることができるのである。

　ゼロ年代半ばのブログブームをきっかけとして、表現欲求の強いユーザだけでなく多種
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多様なモチベーションを持つユーザがウェブに参加するようになり、ブログ運営から充足

感を得られる者と得られない者が出てきた結果、ゼロ年代の後半になって、個人ホームペー

ジやブログのような自己表現をベースにしたコミュニケーション（コンテンツ志向）から

Twitterや SNSなどの関係維持を目的としたコミュニケーション（関係志向）へというシフ
トが起きたと考えられる。多くのユーザのブログ挫折体験がソーシャルメディアのニーズ

を生み出したと言えるのかもしれない。

　また「承認不安の時代」にあって「社会共通の価値観を基盤とした『社会の承認』が不

確実なものとなり、コミュニケーションを介した『身近な人間の承認』の重要性が増して

いる」（山竹, 2011, p.34）ために、弱い紐帯でつながる多数の知人から承認され充足感を得
ることのできるソーシャルメディアが今の時代に求められているとも言えるだろう。

7.3 ブログの存在意義

　ブログ・エスノグラフィによって示唆されたブログの存在意義を改めてここで整理して

みる。

(1)ブログは「仲間探しのためのメディア」である
　ブログは承認欲求を満たすことができるメディアであると総括することは容易かも知れ

ないが、一口に「承認」といっても様々なケースがある。たとえば〈KYO〉さんの場合は
「褒められたい」「認められたい」というのがブログ更新のモチベーションではない。ウェ

ブでよく批判される「かまって欲しい」というケースとも異なる。出不精で人見知りな引

きこもり主婦が、自分は独りではない／孤独な存在ではない、ということを確認するため

の仲間探し的な行動、自分と同じ境遇の誰かがどこかに存在することを確認して安心を得

るための行為、それが〈KYO〉さんにとってのブログ行動であった。
　現実の世界（オフライン）ではマイノリティの仲間探しは容易ではない。行動範囲に制

約があるうえ、仲間を外見だけで識別することもできないケースが多いため、社交性のな

い人物の場合はなおさら困難である。また対面のコミュニケーションには様々な精神的コ

ストを要するものである。その点で、ウェブの世界（オンライン）は検索等の技術によっ

てマイノリティの仲間と出会える可能性が高く、間接的なコミュニケーションのため人間

関係の構築や維持も比較的気楽である。

　単に「多くの人と友達になりたい」「自分のことを知ってほしい」というユーザには、より

更新コストが低く関係構築の容易な SNS（Facebook等）や Twitterの方が適している。しか
し、自らのアイデンティティのために匿名で情報発信や情報交換をする必要があった社会

的マイノリティにとっては、実名制であったりオフラインの友人知人が含まれる SNSでは
なく、オフラインの人間関係とは切り離された匿名の空間で繰り広げられるコミュニケー

ションこそが貴重なものであった。

　ウェブはマイノリティをエンパワメントするメディアであると言われる（例えば、宮田,
2005）。マイノリティたちの（現実世界では）小さな声によって訴えられる主義主張を、コ
ストをかけずに世界に拡散させることが可能だからである。しかし、本研究で注目したの
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は、マイノリティの代表としてウェブ上で社会的な活動をしようとしている人物ではなく、

生活者としての一個人である。そこで明らかになったのは、多様化した社会にあって、現

実社会ではなかなか仲間を見つけることが困難な社会的マイノリティに属する個人にとっ

ては、ブログこそが自らのアイデンティティを確認し、仲間を見つけて共感に基づいた交

流を図り、安心感を得るための場になっているという事実である。

(2)ブログは「救いのツール」である
　〈峠の地蔵〉氏の場合は、「私は今ここで確かに生きている！」と自分が生きている証を

記すために、まるで無人島で上げる SOSの狼煙（のろし）のようなメディアとしてブログ
を利用し始めたと考えられる。それは同時に、自分が今まで生きてきた自分史を書き残す

ためでもある。

　社会学者の好井裕明は「経験を語り聞くという営みがいかに人間を救うのか」と、フィー

ルドワークにおいて当事者の経験を語り聞くことの意義について書いている（好井, 2014,
p.68）。〈峠の地蔵〉氏は、ブログというメディアで個人的な闘病記（自分史）を一方的に
語っているだけに見えるが、訪問者履歴やアクセスカウンター等で読者の存在を確認して

いるだけでなく、時に訪問者からのコメントが残されることで「誰かに自分の話を聞いても

らっている」という充足感が得られているものと思われる。自分のために書き、未来の自

分しか読者がいない従来の日記とは異なり、ブログは自分のために書いているものの読者

が存在することで救いを得ることができるのである。従来であれば自分の語りを広く伝え

るための手段を持たなかったユーザ層がゼロ年代になってブログというメディアを手に入

れ、更新を続けることによって精神的な救いを得ることができるようになったことも、ブ

ログブームの大きな要因となっていたのではないだろうか？

　かつてアリストテレスも言ったように、人間は社会的な生き物であり、孤独に生きるこ

とに耐えられない。人間を孤独から救うために一役買っているのが、ウェブというメディ

アなのではないか。そしてブログは人間を孤独から救う装置として機能しているのである。

(3)ブログは「叫びの壺」である
　匿名という特性を活かして相手の年齢や性別、身分や職業の違いなどの社会的属性を気

にせず対等な立場で本音を語り合うことができる点が、ウェブ・コミュニケーションの最

大の特徴の一つである。そもそも日本人は「沈黙は金」という格言が示すように多くを語

らないことを美徳とし、会話の際には場の空気を読んで敬語が必要かどうかなど相手との

距離を測らないと話しにくい民族であるため、時には「語りたいのに語れなかった言葉」の

はけ口が必要となってくる。ウェブでは、現実世界において職場の同僚や友人知人、親友

や家族にすら語ることのできない本音や秘密を、自分の正体を知られることなく「どこか

の誰か」に向かって打ち明けることができる。

　〈ゲイムボーイ〉のブログはその典型であろう。

　同性愛者である〈ゲイムボーイ〉は自分のセクシュアリティをごく限られた友人にしか

明かしていないため、誰かに話したくて仕方がない恋人との惚気話をするための場を持た

なかった。そして彼は、話せないストレスのはけ口として、ブログという場を選んだので

ある。現実では自分のセクシュアリティをよく知る親友にすら話すことがはばかられると
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思われるような詳細なエピソードを、喜びあふれる言葉でブログに綴っている。

　「王様の耳はロバの耳！」と真実を叫ぶための壺のようなものとしてブログが機能して

いる例だと言えるだろう。

(4)ブログは「存在証明」である
　ノンフィクション・ライターの柳田国男は、一人の人が手記のようなもの書くモチベー

ションについて「自分がこの世に生きたという存在証明を書き遺したい、そして身近な人々

に伝えたいという強い思い。自分が何も遺すものもなくこの世から消えてしまうことへの

恐怖感を克服するために書こうとするのだ」、「自分は他の誰でもない自分であったのか、

自分の人生はどんなものだったのかを、自分なりに納得できる形で確かめたいという思い

から、自分の人生、自分が歩んできた歳月を、あらためて確認し噛みしめつつ、思い出の

数々を中心に人生一代記とも言うべきものを書く」（柳田, 2011,序文）のだと書いている。
ブログのモチベーションにも同じことが言えるだろう。

　「今この瞬間」を切り取ることに特化した Twitterとは異なり、ブログのコンテンツは整
理して蓄積され、検索によって時間を超えて生き続ける。ブログに書き記した文章は、書

籍と同じように永続性を持ち、たとえ自分がこの世から去った後もウェブに残り続けるの

である。例えば〈峠の地蔵〉氏の闘病記は、同じ病気に悩むある特定のユーザ層にとって

は貴重な参考資料としての価値を永遠に持ち続けるものであり、〈ゲイムボーイ〉の恋愛記

録も、同じ境遇のユーザにとっては、優れた恋愛小説のように時を超えて勇気を与え続け

るものとなる。多くのブログユーザが、更新を停止してしまった後もブログを削除せずに

残し続けている理由は、柳田が指摘したように「自分の存在の証」として、あるいは古い

写真アルバムのように「思い出の記録」として特別な思いを持っているからに違いない。

(5)ブログは「社会貢献の場」である
　〈峠の地蔵〉氏は上記の存在証明としてだけではなく、与えられた自分の生に対する恩

返しとしても闘病記を書き続けた。発症から入院、退院、リハビリへと至る克明な記録は、

本人が何度もエントリー中で弁明しているように多くの訪問者を楽しませるためのもので

はない。しかし、わずか 10万人に 1人の割合でしか存在しない同病者や類似の症状に悩む
人にとっては、貴重な体験談として高い価値を持つコンテンツである。これはマスを対象

としてビジネスを行わねばならないマス・メディアにはできない作業であり、個人でもコ

ストをかけずに発信ができるブログというメディアだからこそ可能になったことである。

　同じように、ビジネスとして成立するほどの価値は持たないが、どこかの誰かに、いつ

か必ず役に立つような希少性のある知識や経験を個人ブログで発信しているケースは、今

回予備調査の対象とした 300のYahoo!ブログ中でも少なくなかった。例えば、個人で「古
代インド式健康法」を毎回解説しているブログ、自分が体験した「音ゲー（音楽ゲーム）」

を解説しているブログ、「ガンプラのデジラマ（ガンダムのプラモデルを使ったジオラマ合

成画像）」の制作過程を解説しているブログ、「礼文島の観光情報」を個人で発信している

ブログなど、日本中の多くのユーザが興味関心をもつテーマとは言えないものの、どこか

に必ずニッチなニーズがあるはずのコンテンツである。

　これらのブログの共通点は、個人の趣味や生活の記録でもありながら、同時に訪問者へ
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の貢献という利他的な意図を持って更新されている点である。ウェブの知識共有コミュニ

ティの一つである「Yahoo!知恵袋」の回答者を対象とした調査では「他者のために自分の
情報を提供したいという利他的理由」が最も強く、ウェブでは、たとえ匿名で無報酬であっ

ても見ず知らずの質問者の問題を解決したいと考えているユーザが多数存在することがわ

かっている（三浦ら, 2006）。ブログはそうした貢献欲求を持つユーザにとっての、気軽な
貢献の場の一つになっているのである。

7.4 本研究の成果

　本研究が当初の目的として掲げていたのは、オンラインで公開されているテキストデー

タを活用した新たな質的分析手法の検討、マス・メディア時代のオーディエンス研究を発

展・継承させたウェブ時代のユーザ研究フレームワークの提示、そして発信者となった個

人ユーザの情報行動とその多様性を 21世紀の社会的文脈のもとで明らかにすることであっ
た。

　ゼロ年代に行われたブログの内容分析（Content Analysis）はブログのインターフェイスか
ら読み取れる表層的な内容（リンク数、ユーザ属性、ブログのテーマ、カテゴリーの種類な

ど）を分析対象としたものが中心であったが（例えばHerring et al., 2006; Papacharissi, 2007
など）、2009年になって Herringは新たなパラダイムとして「ブログ間の対話（cross-blog
conversation）」を重視するリンク分析の有効性を指摘した。しかし同時にHerringは、複数
のブログを横断する分析作業の困難さから、まだ実践例はほとんど見られないとしていた

のである（Herring, 2009, p.10）。
　本研究では、第 3章で示したようにスケールが比較的小さい（交友関係が限定的な）ブ
ログをサンプルとして、コメント欄での対話に着目したリンク追跡作業を試みた。そして

ユーザの「ブログ行動データ」（エントリーやコメントへの返信、他ブログでのコメント等

を時系列に整理した表）を作成し、分析のための新たな資料として採用した。「何が書かれ

ているか」よりも、他のブログとの相互作用の中で「どのような文脈でそのエントリー／

コメントが書かれたのか」を重視した分析を行なったのである。

　その結果、例えば「私も献血が大好きなんです」というコメントが、自分が献血好きだ

という事実を伝えるためではなく、オン友への共感を示して関係を維持するためのグルー

ミング行為的に使われているだけであったり、「家を建てたんですね、おめでとうござい

ます」というコメントが、実は自分のブログを訪問して欲しいという意図を伝えるための

単なる前置きであったりと、コンピュータを使った表層的な解析では把握できない繊細な

コミュニケーションの実態が明らかとなった。このような質的アプローチは、大規模なコ

ミュニティにおける大量のコミュニケーションを分析するには適していないものの、調査

対象と調査目的によっては非常に有効な手法であるといえるだろう。

　またこの研究はメディアの「ユーザ」のモチベーションを解明しようとしている点で 20
世紀の受容研究やオーディエンス研究の流れをくむものであるが、ユーザ自身が自発的に
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発信したコンテンツを分析対象としており、「受け手」から「送り手」へと変容した能動的

なユーザ像に限定して捉えようとしている点が現代的だと言える。ウェブにおけるコミュ

ニケーション行動を、公開されているデータを用いて非接触的・非同期的に観察するプロ

セスにおいては、調査によるバイアスというものが理論的に存在しないことが大きな利点

となる。これにより、例えばある調査対象者が意識的に若い女性ユーザのブログに限定し

て接触している事実など、インタビュー調査では明らかにされにくいと思われる発見もあ

り、オンラインのエスノグラフィという新しいアプローチの可能性と有効性が示唆された。

この新しい研究フレームワークは、Twitterや Facebookなどブログと同様にコンテンツを時
系列に管理するウェブの各種サービスへの応用が可能であり、ウェブというメディアの研

究において定量的分析に代わる、もしくは補完する、新たなアプローチとして期待できる。

　今回の調査で無名の個人ブログをサンプルとして現代人のウェブでの情報行動およびコ

ミュニケーション行動を追跡したことによって、各種調査が提示してきた「平均的なウェ

ブユーザ像」や「主要な利用動機」などの陰に埋没し看過されてきた社会的リアリティの

一角が浮かび上がった。何か特別な理由で注目を集めるユーザに限らず、今ではほとんど

読まれることもなく放置されている無名の生活者のブログであっても、「その個人が生きた

時代と社会的背景を共有して生きた人びとの生活を紐解くための資料」（水越, 2002, p.37）
として高い価値があることが証明されたと言えるだろう。

　ブログ・エスノグラフィは現代人のウェブにおける多様で複雑な情報行動を実証しよう

とする作業であり、かつて Berelson（1949）が新聞購読のモチベーションの多様な実態を
解き明かしたように、ブログというパーソナル・メディアの多様な利用目的や利用方法が

明らかとなった。本研究が複雑で多様なメディア利用の実態の一端を提示したことで、今

後のメディア研究のあり方に一石を投じることができたのではないだろうか。

7.5 考察

　本研究では

「人々はなぜ情報の受動的消費者から主体的生産者へと変容したのだろうか？」

というリサーチクエスチョンに基づき、

「ブログが人々の欲求充足システムとして機能している」

「ブログは社会的マイノリティのコミュニケーション・ツールとして機能している」

という仮説を立てて、検証のためにユーザのブログ行動の分析を行なった。

　その結果、ブログの参入障壁の低さや検索システムとの親和性、フィードバックやコミュ

ニケーション機能などのテクノロジーを各ユーザがそれぞれのニーズに合わせて活用する

ことによって、潜在的に持っている表現欲求、成長欲求、承認欲求、関係欲求、貢献欲求
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などの欲求を充足させていることがわかった。そしてブログが無名の個人やマイノリティ

のコミュニケーション・ツールとして有効に機能していることも確認された。

　さらに、表現欲求をモチベーションとしてブログを開設したユーザが、長期的な更新の過

程で訪問者とのコミュニケーションに新たな充足を見つけ、やがて関係欲求によって更新

を続けるようになるというブログ利用のモチベーションの変遷パターンが発見された。ゼ

ロ年代初期の個人ホームページの多くが自己表現・自己表出をモチベーションとして開設

され、その後ブログ等のサービス利用を経て、ゼロ年代後期になってからは関係志向の強い

ソーシャルメディアが利用されるようになったシフトと同じパターンである。また Twitter
に関しても、利用開始時にはソーシャルよりも「情報収集」を強いモチベーションとして

いた（Johnson & Yang, 2009）ユーザが、利用頻度が高まるにつれて他のユーザとのつなが
りやコミュニケーションに充足感を覚えるようになる（Chen, 2011）というモチベーショ
ンのシフトが、Twitter普及期に 2年の時間差で行われた先行研究の結果に表れている。
　ただし人々が「情報の生産=発信者」になりたかったという強いモチベーションは確認さ
れていない。人々は発信者になりたかったのではなく、ブログというパーソナル・メディア

を使って情報発信というアクションを起こすことで、能動的に他者とつながりたかったの

だと考えられる。「すべての人間が持っている『つながりたい』という、永遠の欲求」（リー

&バーノフ, 2008, viii）がウェブによって容易に充足されることがユーザたちの実感から
明らかになり、その結果、能動的なコミュニケーション行動が活性化したために〈消費者

から生産者へ〉というシフトが加速したのであろう。

　ウェブは現代人の関係欲求を充足させるためのコミュニケーション・プラットフォーム

として有効に機能しているのである。
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終章

1. 課題と展望

(1)スーパーバイザーの必要性の問題
　グラウンデッド・セオリー・アプローチでは「研究者自身が現象をとらえるツールであ

り、研究者のデータ解釈力が重要であるので、スーパーバイザーの指導を受けることが望

ましい」（三毛, 2003, pp.55-56）とされている。これは質的研究法として妥当性・信頼性に
対する疑念を払拭するためであり、また未熟な研究者の指導・育成という点では有効であ

ると言える。ただし、スーパーバイザーは一人だけでいいのか、何人いれば妥当と言える

のか、何時間のスーパーバイズを受けるべきなのか、などといった点に関しては明確な指

標はない。

　M-GTAを提唱する木下は「研究する人間」の視点を重視する立場をとっており、そこ
には一人の人間としての研究者の個性や独自性といったものが含まれるはずである。仮に

複数のスーパーバイザーの協力を得られた場合に、どの研究者であっても同じデータから

同じ解釈結果が導き出されるということはありえないだろう。スーパーバイザーといえど

も人間であるならば、全能ではない。研究者によってブログ・ユーザとの相性のようなも

のもあるはずで、ある研究者にとっては解釈可能でも別の研究者には解釈・分析できない

ブログが存在するというような現象が起きることも、人間としての研究者であればむしろ

自然なことと言えよう。

　ウェブ日記という主観性の強いテキストデータを扱うにあたって、エンコードする側（ブ

ログ・ユーザ）の人間とデコードする側の人間（研究者）の意味のせめぎあいの中から、定

量的調査では得られない新たな知見の地平が立ち昇るのではないか、というのが本研究の

立場である。1990年代にライフ・ヒストリー法が「主観的すぎる」という批判を受けた際
に社会学者のベルトーが言った「社会学的思考をなんらかふたたび人間的なものにしたい」

（ベルトー, 1997[2003], p.21）という言葉に代表されるように、デジタル化されたデータを
コンピュータ・プログラムによって科学的・客観的に解析することが主流となっている現

代にあって、人間復古とも呼ぶべき態度といってよいだろう。

(2)倫理的な問題
　ブログ・エスノグラフィの手法上の最大の課題は、倫理的な側面にある。
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　本研究のブログ・エスノグラフィは、ウェブで公開されていて誰でもアクセス可能なデー

タを利用するものであり、公共の場における非参与観察と同様、事前に調査対象者（ブロ

グ運営者）とコンタクトを取って調査協力の承諾を得たものではない。その点では伝統的

なエスノグラフィやライフ・ヒストリー法などとは異なっている。

　理由の一つとしては、そもそも承諾を得るための手段がないという点が挙げられる。す

でに更新停止されているブログは、その多くが「放置」状態（注：ブログのオーナー自身

がアクセスしなくなっている）にあり、コメント欄を使った手段では連絡がとれなくなっ

ているケースが多い。

　もう一つの理由は、調査協力を依頼するというアクションによってユーザ側に「調査さ

れている」という意識が生まれ、書かれる内容に変化が生じたり、過去のエントリーが修

正されたり削除されたりしてしまう可能性がある点である。調査によるバイアスが理論上

存在しない自然なデータを分析できる点が、ブログ・エスノグラフィの最大ともいえる長

所であり、それを失うとアプローチの根底部分が揺らぐこととなる。そこで今回はバイア

スフリーな擬似的参与観察の有効性を確認するために、あえて、調査対象者とは接触しな

い方針を採用した。

　しかし、本研究の成果を広く公開することになった場合、それが調査対象者本人の目に

触れる可能性も否定できないし、関心をもった第三者が本文データのキーワード検索等に

よって対象ブログを特定しようと試みる可能性も考えられる。今回調査対象としたブログ

には個人を特定する情報は書かれていないものの、使われている画像や記述されている内

容などから居住地域などの本人情報をある程度特定することは不可能ではない。

　たとえ調査対象者から承諾を得られたとしても、協力者の利益を守り、リスクを最大限

減らすための努力は必要である。そこで本研究においては、調査対象を保護するために

・ブログのタイトルや URLは明示しない

・ユーザ名（ハンドルネーム）は仮称を用いる

・本文中に表れる特徴的な表現は、意味を変えない程度に部分的に変更する

・本人特定につながるような固有名詞は「XXX」のように表記して伏せる

などの対応策を取っている。

　これらの対応策が万全というわけではなく、研究のメリット（新しい知見を得る）と調

査対象者の保護というジレンマを完全に解決できるわけではない。こうした倫理面の問題

については、今後も慎重に検討を重ねていく必要があるであろう。

(3) Twitterや Facebookのデータへの応用可能性
　ゼロ年代後半にブログ・ブームが沈静化してから、世界的に利用者が増加しているのが

Twitterと Facebookである。2014年の時点で Facebookは全世界で約 13億人（日本では約
2100万人）、Twitterは全世界で約 2億 4000万人（日本では約 2200万人）の利用者（月間
アクティブユーザ）がおり、Twitterの場合は 1日に平均して約 5億ツイートが発信されて
いる。Facebookには多くの機能やサービスが搭載されているものの、いずれも「近況」や
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「ひとりごと」そしてコメントやメッセージといったテキスト・コンテンツによるコミュ

ニケーションを主軸としており、ブログを進化発展させたものとして分類することができ

るだろう。近年「利用と満足」アプローチによる研究が盛んに試みられているが（例えば、

Johnson & Yang, 2009; Joinson, 2008など）、まだ大きな成果を挙げているとは言いがたい段
階である。

　 Twitterと Facebookの両サービスとも過去のデータをアーカイブのような形式で一覧す
ることが難しいものの、各ユーザのテキスト・データと時系列の行動データを収集するこ

とができれば、ブログ・エスノグラフィの手法を用いて質的に分析することは可能であろ

う。

(4)まとめ
　言うまでもないことではあるが、本研究で提示したブログ・エスノグラフィの手法は万

能ではなく、エスノグラフィ的アプローチだけでウェブ・ユーザの実像を捉えられるわけ

ではない。Blumerは、事例分析を積み重ねることによって「無視することのできない、代
表性と一定の適切性と信頼性」（オールポート, 1970, p.21）が生まれると考えていたが、本
研究によって、多様なウェブユーザの間である種の共通項によってつながる無数のセグメ

ントが存在することが確認されたものの、個々のユーザのブログ利用の実態は千差万別で

あり、むしろ一般化することが困難なほどの多様性こそが明らかになったというべきであ

ろう。

　ブログを通して、現代社会に生きる個人の生の複雑さをあらためて確認する結果となっ

たわけである。

　哲学者のグッドマン（1978[2008]）の考え方を借りるならば、本研究のブログ・エスノグ
ラフィで提示した理論というものも、研究対象に関する一つの暫定的な「バージョン」で

しかない。バージョンは「絶えず見直され、評価され、構築され、そして再構築され続け

ている」（フリック, 2009[2011], p.110）ものである。調査対象としたブログについても、新
たなエントリーやコメントがあったり、解釈に関して新たな視点が見出されたりするたび

に、理論を見直して再構築し、常にアップデートをしていかなければならない。

　今後は分析事例を増やして理論の飽和を目指しつつ、多様な個を一つ一つ丹念に紹介す

るという形で、現代社会の多様性を実証していくべきだと考えている。

　

2. おわりに

　現代はもはや大衆（マス）の時代ではなく、〈一人十色〉ともいわれる多様な個の時代で

ある。総務省の「情報通信白書」のような量的調査の中で「ブログユーザ」という一つの

カテゴリーに括られてしまう人々のなかには、置かれた境遇も興味関心も価値観も多種多

様な人々が含まれている。同じ人物が複数の IDを使い分けて、まったくカテゴリーの異な
るブログを運営しているケースもある。「情報通信白書」では、ブログや SNSの利用目的
について「自分に関する情報の受発信が目的となっていることがうかがわれる」という表
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現で単純にまとめられているが、それはどこまで「現実に生きられた多様な生」の実態を

映し出しているといえるのだろうか。個人という最小限の単位からミクロの視点で眺めた

時に初めて見えてくる地平があるのではないか。本研究ではそうした疑問点に立脚し、個

人ブログに注目したエスノグラフィを試みることにしたわけである。

　エスノグラフィが「部分的真実（partial truths）」でしかないと批判したクリフォードと
同様、「バーチャル・エスノグラフィは部分的なものである」とHineも述べており（Hine,
2000, p.65,筆者訳）、ブログ・エスノグラフィが明らかにできることも多様な個のごく一部
の側面でしかないかもしれない。分析手法はまだ完成されておらず、分析結果の考察もま

だ十分とは言い難い。ただ、大規模なサーベイでは見つけることのできない側面を見つけ

出す可能性があるという点では、この手法を追求していく価値が充分にあると言えるので

はないだろうか。

　もともと世界各地の少数民族の生活や文化を紹介してきたエスノグラフィは、グローバ

リゼーションやインターネットの普及が進むにつれてその役割を終えたかに思われた。し

かし、インターネットによって新たな少数民族（社会的マイノリティ）の存在が浮かび上

がってきたのも事実である。アイデンティティが多様化し、パーソナルコンピュータの時

代からスマートフォンの時代へと変わりつつある現在、人々のウェブ利用はよりパーソナ

ルなものへと変容していており、今後オンラインのエスノグラフィにはさらに大きな役割

が期待されていると言えるだろう。
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ザと、そのオン友たちにも感謝したい。

　最後になるが、妻の麻里に、最大の感謝を示したい。この 8年間、プライベートな時間
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データ

〈KYO〉ブログの分析ワークシート

概念名 自己紹介

定義 自分の現状や過去の話に触れているエントリー

バリエーション 今日から初めてブログをやりますお気楽な主婦なので、日々の生活を書かせてもらいます。

私は去年は春先まで正社員で働いてました。

本当に、日本に帰ってきてマックに行くと、何？ このちっちゃなバーガーは！ って思ってしまいます（笑）

カナダに留学してて日本に帰ってきてのカルチャーショックでした（笑）

タイトルを“お気楽主婦の一日”としましたが、正確には「だらけ主婦の一日」ではないかと思う。

理論的メモ 結婚前の話はほとんど書かれていない。

概念名 挨拶

定義 訪問者への挨拶・呼びかけ。関係構築のためのコミュニケーション。

バリエーション よろしくおねがいします

はじめまして。ご訪問ありがとうございます。よくよくお水を飲むとこを見てると掻いてますね。早速遊び

に行かせてもらいます。

T さんこんにちははじめまして。〉名古屋の味噌文化はすごいですね！！ 名古屋は味噌文化すごいです（笑）
結構なんでも味噌がかかってたりします。美味しいのと失敗とありますよ。〉また遊びにきまーす。またいつ

でも遊びに来てくださいね

初めまして。遊びに来て頂いてありがとうございます。同じ東海地方同士仲良くしてください（笑）

香嵐渓混みますよね。なので KYO たちは朝の７時頃に到着で行きました。でももうすでに１０キロ前から
渋滞で駐車場も空いてなくてグルグルしました。来年はなんとかして駐車場をゲットして夜のライトアップ

に行きたいと思ってます

みなさん“コロ”って意味知ってますか？？ お店の方に聞いたら名古屋地方の言葉で“ぶっかけ”という意

味らしいです

初めまして。遊びに来てくれてありがとうございます。〉『節約』思い立つのは簡単で実行は難しいですよね。。。

ほんとに思いつくのは簡単なのに実行は難しいですよね。何かを犠牲にしないといけないので大変です。ま

た遊びにきてくださいね

理論的メモ 儀礼的なあいさつ。オン友にするかどうか見極めている段階。

概念名 仲間探し

定義 「主婦」「嫁」などのキーワードで検索した他ブログを訪問して、自ブログの紹介やリンク許可を求めるコメ

ント群。

バリエーション はじめまして (＾ o ＾)ここ数日で初めてブログを立ち上げてみた KYO と言います☆私も主婦です。片付け
が超がつくほど苦手です…。掃除も苦手です。運気が逃げるんですね。明日にでも掃除しなくちゃ…。もし

良かったら私のブログにも遊びにきてくださいね☆
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バリエーション はじめまして。最近ブログを始めた KYOといいます。嫁で検索していたところ発見し、遊びに来ました。私
は今日の朝刊で読んだのですが、子宮を全摘された娘さん、子供を欲しいと思う娘を思う母親、後は代理出産

に踏み込んだ病院の先生の勇気だと思います。母は 50 代後半ということ…。すごいですね。私も個人的な
意見ですが、代理母制度はある一定の条件をクリアしていればいいと思っています（営利目的ではなく…）。

今、代理出産について色んな方が討論をされていますが、私は状況によって法律も改善されたらなぁ…と思

います。長くなってすみません。また遊びにきてもいいですか？

はじめてコメントします。夫婦喧嘩で、実家に行かない…ありますよぅそういう気持ちになることは。旦那

様、なにも本当のことを実家に言わなくたって。ねぇ。でも、ちゃんと謝ったのは偉いですよ。よく頑張り

ましたよ。謝るのってかなり勇気入りますもん。でも、なんで謝らなきゃいけないんだろうって思うときな

いですか？ お互い長男嫁、頑張りましょう。また、寄らせてもらいますね

早速遊びに来ました。「熱海」　いいですね～☆まだ物心ついてからは行った事がないです。旦那さんと行き

たいリストには入ってるのですが。

駅弁ってどれを買っても結構高いですよね。独身の頃友達と新幹線に乗ってよく遊びに行きましたが、どれ

も￥1500～￥2000 ぐらいしたと思います。なぜか昔から新幹線の中でお弁当（駅弁）を食べたい衝動に駆ら
れるのでいつも買ってしまいましたが（笑）。旅行記の続き楽しみにしてます。

ＰＳ：リンク貼らせてもらってもいいですか？

理論的メモ ブログ開設初期の頃のごく短い期間だけの行動である。

概念名 オフラインでの交流

定義 オフラインでの付き合いについて言及している部分。

バリエーション いつかオフ会したいですね。熱く語り合いたいです（笑）

土曜日はお疲れ様でした☆また、遊びに行かせていただきますね。缶コーヒーオフとは、誰でも突然参加あ

り、来れる人だけ来ればいいというオフ会です！

次に行くのはいつになるかしら？ 雪が降る時期はマンションに泊まれないので春かな～

今週の土曜日に母と旦那さんと KEN くんとで四川料理を食べに行きますけどいかがですか？
今日はお疲れ様でした☆

オレンジパークってもしかして中でミカンジュースをその場でジューサーにかけてくれるとこですか？ 行っ

たことあるかもです。案外みかんって数を食べられないですよね！ ランチも美味しかったし、楽しい１日で

した。

今日はお疲れ様でした～！ 私もアップしようと思って記事を書いて写真を・・って思ったら、写真のサイズ

が大きすぎてブログには使えないみたいなんです…。旦那さんが帰ってきたら直してもらいます。

こんばんわ☆いつも素敵なものを貰いっぱなしですいません。今日お手紙の方を書きましたので、多分明後

日か明々後日くらいには着くと思います。

行きましょう！ 行きましょう！ すのーまんさんご一家とよっちゃんままさんご一家、こーじさんご一家、我

家＆実家の家族で（笑）大人数ですね～

明けましておめでとうございます。今年も家族で会うことが多いと思いますが宜しくお願いします。新年会

楽しみにしてます

今年も KEN くんが迷惑をかけることが多いと思いますが、懲りずに遊んでくださいね（笑）
今日はお疲れ様でした～！ 桜がキレイでしたね！

理論的メモ メールで済むような内容だが...

概念名 ペットの犬の話

定義 自分のペットの犬についての話。

バリエーション 命の重さに“軽い・重い”なんてありません。１人でも多くの方に知っていただきたくて書かせてもらいま

した。私も今出来る最大のことはさせてもらってます。関心を持った方はぜひ、協力の方お願いします。

エジテリアとは…、本名はロロちゃんですテリア系Ｍｉｘ犬です

いやいや、うちのロロちゃんはくんくん＋膝に手を乗せてきますよ。朝御飯は我が家はトーストなのですが、

パンが大好きなロロはもうすごい勢いで、旦那さんと私の間を駆け巡ってます…。

朝食は 7 時 30 分ということなので、ロロちゃんと朝食前のお散歩へ。まずはダンボにお色直し（写真）
ミルキーウェイへ行ってきました。ここも場所は分かりにくいですが、親戚のお家に行った帰りにロロちゃ

んと遊びに行かせてもらってるとこです。

最近は“ひろしまドッグパーク”の件が発覚してから火の付いたように動物愛護についてやってますね。KYO
は動物が大好きなのでそれはそれで嬉しいのですが、“流行”として取り上げてほしくないですね。流行はす

ぐに終わってしまうのでこれからももっと日本も動物愛護に力を入れてほしいです。

◯◯公園に妹とキャバリアのアリスとロロと４人で行ってきました。かなり大きな公園でわんこと遊ぶのに

は最適な場所です。ここでロロちゃんとあーちゃんと遊ぶ＆私たちはモスの“匠味”を紅葉の中で食べる為

に来ました（笑）天気がいいので４人でオープンにして行っちゃいました。
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バリエーション ここ最近、ワイドショーでは寄付を募ってる愛護団体が寄付金をわんこの為に使ってない、使途不明金がある

と内部告発、土地の所有者は愛護団体の代表から恐喝を受けたと告訴…そういう内容が放送されてます。真

相は解りませんが、この事が事実ならとても悲しい事です。寄付した人や物資を送った人、ボランティアで

一生懸命ドッグパークで働いてる人達…関わった人たちを全て裏切ってることになるのですから。こういう

内容の放送を観るのはとても悲しい事です。

理論的メモ ペットの犬の話題でつながるオン友もいる。初期のエントリーは犬の話が多く、犬視点での文章も多かった。

後半から子供の話が中心になってゆく。

概念名 外食記

定義 大食い、お出かけ、買い物について。また写真付きで食べたものを紹介しているエントリー群

バリエーション 今日は XXX に旦那さんと行ってきました。ここは初めていくお店です。
そのうち大食い選手権にエントリーするかもしれません。その時は応援お願いします（笑）

昨日の夜は、母親と妹２人とわんこ３匹で XXX に行ってきました。ここはわんこはテラスのみ OK なお店
です。

父の友達（車バカ）と旦那さんとで XX に行ってきました。こちらも昔からある老舗です。
リクエストにお答えしてどんどん更新していきます。でも更新して写真みてるとまた食べたくなっちゃいま

すね。だから KYO の外食は終わりません（笑）
実の両親と父の友人Ｍ夫婦と私たち夫婦とロロちゃんで老松園に行ってきました。ここは長野県の佐久市に

ある旅館です。年に３～４回美味しいものを食べながら、自然と触れ合うために（本当は軽井沢のアウトレッ

トで買い物しているだけですが…）遊びに行くのです

その後、Ｍ夫婦と両親とで普通に走ったら 30 分くらいでいけるとこを３時間近くかけて山道をドライブ。お
昼はＭ夫婦のお薦めのお蕎麦屋さんへ

お友達のすのーまんさんに誘われて某ホテルの中にある王朝のお料理教室に参加してきました。本日教えて

いただいたお料理は台湾風酢豚と、海の幸二種と野菜の中国風グラタンです。二つとも簡単に出来てお味も

グー

中華といえば、と、言うくらい我が家では行きつけのお店があります。◯◯◯です。

今日のお昼は母親と妹とで XXX に行ってきました。ここは場所が非常に解りにくいところにあり、完全予
約制（予約が入ってから食材を調達するため）ということもあり、知る人ぞ知る隠れ家的なお店です。KYO
もまだ２回目です。（以下、料理の説明）ちなみに今日は旦那さんはお仕事でした。さすがに最近外食ばかり

KYO はしているので悪いなぁ…。と思ったので、お弁当をいつもの 100 倍くらい豪華にしときました。
少し前に前回行ったらお休みだった牛コロへ行ってきました。KYO は牛コロで旦那さんは肉うどんです。
KYO は興奮してすぐにかぶりついてしまったので写真がありません…。冷静だった旦那さんの肉うどんの写
真です。見て分かる通りお肉がたっぷり、しかも美味しいです

また牛コロへ行ってきました。今回はばっちり撮ることができました。お肉がたっぷり。相変わらず（１週

間振りだけど（笑））うみゃ～！！ 　うみゃ～！！ KYO が最近毎日食べたいなんて思ってる牛コロです
この日はすごく楽しみにしていたうなぎの水野へ行ってきました。ここの鰻屋さんは KYO の知り合いの中
ではかなり有名なお店です。（略）こんなに美味しいのにお値段は…たしか…￥1600 ぐらいでした。安いで
す。鰻丼もあり同じ料金でした。

父のお友達 15人ぐらいとこの間行った◯◯にまたお邪魔してきました。今回は全員鍋でした。鍋の種類は・・
鶏すき味噌鍋です。ここのお鍋はちょっとお高いです…。単品でたしか￥3800 くらいでコースだと￥6000
くらいです。老舗なので席料も 10 ％ぐらい取られるのでだいたい￥7000 くらいになります。前回は鍋では
なく丼やひつまぶしだったので安く済みましたが、今回は皆に合わせて注文しました

旦那さんが忘年会に行ったので夜御飯は一人…。KYO も妹２人誘って食べに行っちゃいました。おじゃまし
たお店は XXXXです。ここはわんこ OKなカフェでお料理もなかなか美味しくてよく妹たちとお邪魔します
皆さん、クリスマスはどう過ごしますか？ KYO 宅はクリスマスは混雑すると嫌だなぁ…。という理由で２
３日に食事に出掛けることにしました。行くお店は何度か訪れたことのある XXXXさんです。ここはフラン
ス料理なのですが、こってりではなく結構身体に優しいお味で、野菜が多くお薦めの１店です。本当はディ

ナーが良かったのですが、去年のように雪が積もったら運転が大変なのでランチにしました。ランチでも十

分満足できるお店です

昨日は母方の祖母が住んでいる◯◯へ元旦の挨拶に行ってきました。名古屋からはだいたい２時間掛からな

いくらいで着くので結構頻繁に行きます。皆でランチに行ってきました。今回お邪魔したお店は最近祖母の

ところに行ったらいつも行くお店です。XX の店◯◯店です
ご祈祷の後は、行ったお店は父のお友達の弟さんがオーナーのドディッジ・マジョさんです。ここのランチ

は４コースありＡコース￥2600・Ｂコース￥4200。Ｃコース￥5300・シェフお任せフルコースは￥8400 と
なってました。Ｂコースを選んでみました
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バリエーション どうしてもお肉が食べたい！！！ っていう欲求から逃れられず、焼肉屋さんに行ってきました。旦那さんの

同僚の人のお薦めのお店和牛焼肉　勢　豊田司店です。あ、値段は安くて２人で￥6500 くらいでした。1 万
は超えるな…と思って覚悟してたのでちょっとビックリ。（給料日前なので焼肉に行くのはかなり迷ったので

す（笑））

タイトル通り贅沢三昧しておりました。金曜日の夜は両親と天婦羅　亀彦に行って参りました。初めて行く

お店だったのでドキドキ。（略）頼んだコースは“天婦羅コース”　￥3000 です。
日曜日は旦那さんのお友達と一緒に◯◯さんへ行ってきました。場所は焼肉屋さかいのお隣でまるで民家の

ような造りなので気が付かずに一度スルーしてしまいました

こんにちはぁ～。早速、ＧＷ第１弾食い倒れの旅に関西地方へ実家の両親と妹と旦那さんとの５人で行って

きました（笑）今回は１泊２日です。まずはいつも突撃している XX の店◯◯店です
全く産まれる気配はありません。お腹が重たいので腰が痛くて辛いです。早く産まれないかなぁ・・と思い

ながらこんな夕食を楽しんできました

日曜日はセントレアの中に入っているアリスダイニングに行ってきました。お昼から￥4000 のランチは贅沢
だわぁと思いながらもしっかり食べてきました。クィーンアリスは 10 年ほど前に親戚の結婚式を行なった
ので美味しいのはわかってます。なのに、前回三越の催し場で食べた時はいまいちでした。去年の今頃にセ

ントレアの中に入っている◯◯◯に行ったら、なんじゃこりゃ！？ でした。　あ、今はもう味が変わって美

味しくなってるかもしれないけど、なんで予約が一杯なのか、なんで開店前から並ばなくちゃ席が取れない

のか全く理解できないぐらいまずかったです

こんにちは☆ 10 月の初めの土曜日にこのブログでお友達になっただめな嫁さんとひっそりとオフ会をして
きました。オフ会の場所は和食◯◯さんでしました。

韓国から昨日父が帰って来ました。早速今朝、ハム（KEN くんのことです) 見に行くね！ と電話がありまし
た。１ヶ月振りに会い、また大きくなったと、しばし我が家でアイスを食べながら談笑。時間的にランチの

時間だったので XXX へ行ってきました。ここはお昼になると 13 時過ぎても待たないと入れないくらい人
気のお店です。わりかし早めに到着したので待たずに座れました。

今日は土曜の夜ということもありフランス料理を食べに行ってきました。初めて行ったお店なのですがすご

く良かったです。

今日はお友達のよっちゃんままさんが数ヶ月前から予約を取ってくださってたロブションに、よっちゃんま

まさんファミリー、すのーまんさんファミリー、KYO ファミリープラス母、妹とで行ってきました。日本で
は第２号店となるのが名古屋の松坂屋に出来たのです

久しぶりに牛コロが食べたくなったので行ってきました。この日も、外までお客さんの列が北風ピューピュー

の中、並んで食べてきました

今年のクリスマスランチは◯◯◯さんへ行ってきました。今回は茶室へ案内されました

年末ということでご近所さんはみなさん大掃除をされてる中、私は KEN くんとお出かけしてきました。い
え、まだ大掃除はしてません。年内に終わるのかしら（笑）？

今日は母と某ホテルにランチに行ってきました

今年も旦那さん主催の新年会が◯◯◯◯んでありました。去年は金山店で、今年は本店の住吉で行ないまし

た。

カテゴリーが“グルメ”かどうかは疑問ですが（笑）、ついに、あの大盛りで有名なカフェ・マジョリさんへ

行ってきました～

理論的メモ 食物の話題はフィードバックが多いので、それに応じる形でエントリーが増えている。

概念名 お出かけ

定義 外出についての日記的なエントリー群。

バリエーション 愛知県豊田市足助町にある香嵐渓に行って来ました。紅葉は 11 月末とテレビなどでは言われていたのです
が、８割くらいでちょっと残念でしたが、その代わりに屋台で十分楽しみました（笑）

◯◯公園に妹とキャバリアのアリスとロロと４人で行ってきました。かなり大きな公園でわんこと遊ぶのに

は最適な場所です。ここでロロちゃんとあーちゃんと遊ぶ＆私たちはモスの“匠味”を紅葉の中で食べる為

に来ました（笑）。天気がいいので４人でオープンにして行っちゃいました

日曜日は旦那さんのお友達達と滋賀県の方までツーリングに行ってきました。本当は前日も遊びに行く予定

だったのですが、旦那さんが風邪をこじらせてて前日はお家で２人おとなしくしてました。日曜日の行き先

はヤンマーマリーナ　琵琶湖です。お天気は最初は曇ってましたが徐々に晴れてきました。写真は曇ってい

てイマイチですが…。眺めも綺麗でしたよ
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バリエーション 今日は天気もいいし、前の日からプールにでも行こうと思っていたので行ってきました。マタニティー用の

水着を妹の犬友達のあやのすけさんからいただいたし、前から興味があったのです。マタニティースイミン

グに通おうと思って色々探してたのですが家から車で１時間以上かかるようなところしかなく、病院のお医

者さんに KYO は中学まで水泳選手だったことを話したら、近所の市民プールでもいいですよ、と快く OK
をいただいたので早速行ってきました

ＧＷも半ばを過ぎた頃…。休みは何処かに出かけたい KYO は（正確に言うと、休みの日は包丁も持ちたく
ない KYO は）旦那さんを誘ってサーキット場へ行ってきました。次の週末にここでカートのレースに旦那
さんが参加するのですが、まだ１度も訪れたことのないところだし、最近カートもやってなかったので偵察

がてら行ってきました。

昨日は久々にデパートへ買い物に出かけました。正確にいうと産後３回目なのですが、１・２回目は KENく
んのものしか見れませんでした。なので昨日は大フィーバーしてきました（笑）

もんもの木に行ってきました。以前、お友達の XXX さんのところで紹介されていた子育てカフェってとこ
です。XXX さんとむすめちゃんと一緒に行ってきました

理論的メモ 日記（記録）というよりも、オン友たちへの「報告」（自慢）という形のエントリー

概念名 大姑との確執

定義 義理の実家の話。特に、大姑の話題。

バリエーション 先週の土曜日…。旦那さんと大喧嘩した私は旦那さんの実家にご飯を食べに行きませんでした。（略）昨日の

夜向こうの家に行く用事があり一緒に行って謝ろうと思い家に。まず、姑と舅に謝り、義姉と義姉の旦那さ

んにも謝り…快く許してもらいしばし談笑

昨日は大姑はまつたけ効果で攻撃ゼロでした。表向きが大切な方なので、口に入れ、噛む前に美味しいと言っ

てました

KYO のとこも義理は義理でも母と呼ぶにはお互いに性格を理解していません。（略）うちは義理の母？ はま
あ心優しい方で、姑として考えると恵まれているとは思うのですが…その代わり大姑がスーパーイヤミです

（泣）

こんにちは☆今日は久しぶりに大姑の“格の違い”について書こうと思います。

ご存知の通り、私は初めての出産で男の子を産みました。ということは、大姑にとっては KEN くんは家を
護ってくれる大事な大事な跡取りになるわけです。私の立場はこの段階でゲームの大富豪でいうとド貧民か

ら平民くらいになったわけです（笑）

私も気楽な嫁なのですが（長男の嫁なので）、お正月や行事があると疲れます...。そして今は事情があり毎日
旦那さんの実家に行くので余計に疲れます。おばあちゃんとマンツーマンはなるべく避けてます（笑）

理論的メモ 本音ではなく、オブラートで包んだような表現になっている。

概念名 ダメ主婦ぶり

定義 子供のいない専業主婦のダメ主婦ぶりをコミカルに描いたエントリー群。

バリエーション さらに家事という代物を拒否したくなり、そこでスーパーで済ますことに気付いちゃいました。右は冷奴に

キムチを乗せただけというありさま

私は掃除とか、料理を作るのには、勢いが必要です。朝、旦那さんが会社に行ったらすぐやり始めます（笑）。

で、あとは、ぐーたら昼寝がてらＴＶを観る、というなんとも優雅な生活を送っております。今日はもう家

事は終了です

私も見えないとこは後回し派です☆なので、２階はぐちゃぐちゃです。１階の和室は閉めれば見えないので

汚さは誰にも負けないと思ってます（笑）

タイトルを“お気楽主婦の一日”としましたが、正確には「だらけ主婦の一日」ではないかと思う。（以下、

１日のスケジュール）

「先週１週間は」正直に言います…。だらけまくってました……。ほとんど料理してません…。掃除も超が

つくほど適当です…。料理をしてないので外食ネタです。今回はフランス展についてです。

夜は旦那さんの実家に御飯を食べに行きました。まだまだぐうたらりん主婦の家事放棄は続きます。

みなさんは節約ってどうやってしてますか？ KYO はとても苦手です。結婚したての頃、お金の流れが全然
分からず困ったものでした。生活するのにこんなにお金がかかるなんて想像を超えてました。

旦那さんより朝 30分は早く起き基礎化粧は済ましてますよ。なんていえる日は来るのだろうか…（笑）KYO
も家では全くと言ってもいいほどしてません。朝、旦那さんが出掛けたらシャワーを浴びて顔を洗い基礎だ

けしてパジャマで一日中ゴロゴロです…（汗）。近所の人が来たら…居留守が多いです…。だってこんな格好

じゃ恥ずかしくて出れません！ でもしょうがないときはちょっと待ってもらい（不自然と思われない程度に）

ダッシュで着替え髪を束ね見れる程度の顔にして澄ましてでますが…（笑）どこも同じようですね（笑）

KYO は年中お出かけするとき以外は“休み”なので家でごろごろです（笑）
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バリエーション ワイシャツばかりなので KYO が毎日せっせと洗濯してアイロンをかけてればこんなことにはならないので
すが、なんせ KYOは旦那さんのアイロンと掃除が一番嫌いなのです。あ、旦那さんが嫌いだからなのではな
くただ単にアイロンを当てる面積が大きすぎて疲れちゃうからです。宝くじが当たったらまずはハウスキー

パーを定期的に頼もうとまで思ってる KYO。
こんな感じでまたもや休日は終わってしまいましたが、こんな感じを今週もやるつもりです。だってお気楽

主婦だも～ん（笑）

節約を心かけてるはずなのにスーパーへ行けば物欲に勝てず沢山買い物して帰ってきちゃう私…。乳製品・

甘いもの大好きな私…。

理論的メモ 自虐的なネタで訪問者の親近感や共感を得るため。謙遜。劣等感はない。

概念名 節約生活

定義 経済観念が乏しく生活費を浪費してしまった後の節約の様子を描いたエントリー群。

バリエーション 家は家で食べるものを質素にして食費と車代を捻出してます…。この車代ってのがいろいろお金がかかり…

悲惨です…（笑）

いえいえ、家の晩御飯は普段は酷いもんです…。きっと旦那さんは涙で枕を濡らしていることでしょう（笑）

昨日は妹が遊びに来たので晩御飯は奮発して焼肉に行きました。なぜ奮発なのかというと、旦那さんの給料

日は 10 日なのです。今月は金曜日にもらえるので８日になったとしてもあと５日はあるのです。予想して
た通り食費の残りは￥3000......。まぁ、仕方ないか…と気を取り直して帰宅したら旦那さんが「最近お弁当
無かったときの立替分￥2000 くらいちょうだい」。え～。これも仕方ないと思い渡したら食費は残り￥1000
ちょっとに…。

家の家計が成り立ってるのはお義母さんがけっこう色々買って来てくれるのと実の母が遊びに来る時に買っ

て来てくれてるからなだけなんです（恥）。今は…野菜が欲しいですと両方に言ったので野菜が冷蔵庫にも入

りきらず大変なことになってます。給料が入るまで野菜漬けです（笑）

ここ最近やっとなんとか生活できるようになりました。そろそろ専業主婦もあきたなぁ…などと思いまた働

こうと職場を探してる矢先妊娠発覚…。来年の６月には貧乏なまま子供を産むことになりました。

節約を心かけてるはずなのにスーパーへ行けば物欲に勝てず沢山買い物して帰ってきちゃう私…。乳製品・

甘いもの大好きな私…。

あ、もう一つ嬉しいこととは、今日は旦那さんのお給料日です！ 昨日まで生活苦で…（笑）食費なんて残り

０円のまま１週間過ごしました。あ、うちは今、生協さんを頼んでるので２週くらい前に頼んでたのが来る

ので食費が 0 円でも１週間くらいならなんとかなるのです。お金も入ったことだし～、パーっと週末に使っ
てしまいそうです

最近、我が家の経済状態が悪いので←買いすぎ＆遊びすぎ＆外食しすぎ…自業自得。贅沢はボーナスが入っ

てからのお楽しみです

（ボーナス）入りました！！！ イェイイェイイェーイ！ 　取りあえず、喜びを書いときました（笑）

もう我が家は KEN くんのお洋服で破産状態です（笑）
そうなんです。また食費が 300 円しか残ってません。。週末の時点で食費の中身は 7000 ちょっと。もうお金
ないから外食はこれでおしまいね…そう旦那さんと話しながら XXX に行き、2 月 8 日のお給料日までもう
外食はないのよ！ と、夫婦で言い聞かせながら堪能してきました。帰りに私の実家ですき焼き食べて、次の

日の日曜日は残り 5000 円ちょっとで、スーパーで買い物したらもう 300 円しか残らなかったのです。毎回
毎回、なんでこうなるのでしょう？？？ 　計画性がないのですね。。

理論的メモ 面白おかしく描かれており、悲惨さや苦労は感じられない。あくまで一つのネタとして活用している。

概念名 家族のこと

定義 夫・義理の家族・自分の家族についてエントリー群。

バリエーション 先週の土曜日、旦那さんと大喧嘩した私は旦那さんの実家にご飯を食べに行きませんでした。（略）昨日の夜

向こうの家に行く用事があり一緒に行って謝ろうと思い家に。まず、姑と舅に謝り、義姉と義姉の旦那さん

にも謝り…快く許してもらいしばし談笑

お腹が空くと余計イライラしますよね！ よく分ります…。うちの旦那さんは結構のんびり準備をする人なの

でいつも KYO は待たされイライラ…。（略）私たち夫婦はいつも“出掛けるよ”という時は必ず喧嘩をし、
険悪なムードで出発です。

ちなみに運命的かは分かりませんが、一緒にいて楽チンだし、親が気に入ってくれてたので交際すると同時

に結婚が決まったのです（笑）

ついに、ついに KYO は…お風呂デビューしちゃいました！！！ 　旦那さんの実家でのお風呂…。緊張しま
すねぇ…。大姑より、長男より、大事な大事な跡取りを差し置いての１番風呂。

ちなみに旦那さんと初めて過ごすクリスマスですが、クリスマスプレゼントはありません（笑）KYO：旦那
さん見てたら何かくだしゃい↑こういう時にしか甘えない KYO です。
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バリエーション 私も気楽な嫁なのですが（長男の嫁なので）、お正月や行事があると疲れます...。そして今は事情があり毎日
旦那さんの実家に行くので余計に疲れます。おばあちゃんとマンツーマンはなるべく避けてます（笑）。

理論的メモ 夫がブログを読んでいるためか、あまり夫についての記述は多くない。

概念名 車のこと

定義 家族（夫、父親）の共通の趣味である車に関する話題。

バリエーション その後、今日の２つ目のお目当ての BMW ディーラーへ GO。３シリーズクーペの新型車（335Ci）がこの秋
発売され、BM 好きの旦那さんは早速試乗へ。よければ今乗っているスポーツカー（詳しくは旦那さんのブ
ログ）へを売ってまで欲しいと意気込む様子。私もカタログを見て一目で気に入り、実際車に座りエンジン

をかけてもらい、軽く空ぶかししてみたりしました。私も試乗する予定でしたが、急に予約無しで突撃した

ので時間の関係上、旦那さんと父だけになりました。二人の反応は…ちょっとおとなしいなぁ…という感じ

で購入には至りませんでした。（略）その後遊びに行った AUDI で新しい TT の感触を確かめる KYO。
家の家族は車きちがいだと思います。特に重症で入院が必要？ だと思われるのは、あーでもない、こーでも

ないと１日中語りつくしている旦那さんと父です。おかげで我が家は年中車貧乏生活を突っ走っております。

なので貧乏街道まっしぐらな我が家で生活していて、働いてなくニート状態な KYO はセレブではなく、怠
け者とお呼び下さいませ（笑）

土曜日ははーちゃんの納車祝いの会に参加してきました。旦那さんの車は２人乗りなので４人乗りを所持し

ている父から車を借りて参戦。

ＧＷ本当に何してたかしら？ と思い旦那さんに聞いたら、ずっとディーラーに入り浸ってたじゃん…って…。

そうだ、私車買ったんだったわ～！ そうなんです、車買ったんです。

理論的メモ あまりオン友の共感を得られない話題なので、エントリー数は多くない。

概念名 フォロー

定義 外食や高価な買い物など贅沢な行動をしたことに対しての釈明。

バリエーション フォアグラは好みが別れる食べ物ですね。当たり外れもある食べ物だとも思います。この間行ったクィーン

アリスのは生臭かったし。

言われてみれば今年は鰻が高いと言われ、KYO も買えなかった記憶が甦りました…。軽くアルツハイマーで
す…。

あ、値段は安くて２人で￥6500 くらいでした 1 万は超えるな・・と思って覚悟してたのでちょっとビック
リ。（給料日前なので焼肉に行くのはかなり迷ったのです（笑））

維持費は思ったより安かったですよ～。月々払うリースタイプですが、買取よりリースのほうがお得らしい

しです（セコムの営業の方によれば）。でも壁には外した後多少は傷が残るので賃貸だと出て行く時にお金が

かかってしまいますね。

（セコムを）お金に余裕なんてないのにやってます（笑）。でも気になり始めたらどうしようもない性分なん

です（笑）

いえいえ。KYO はセレブなんかじゃありませんよ。旦那さんは普通のサラリーマンなんで至って一般家庭で
す。

次はいつ行こうかと今から楽しみにしてます。あ、その前にカードの請求で真っ青カモ？（笑）

理論的メモ オン友に不快感や嫉妬を感じさせないための工夫。

概念名 同情・共感

定義 他ブログでの同情や共感を示すコメント。グルーミング的なコミュニケーション。相手の話題に合わせて「た

しかにそうですよね。私も...」的なあいづち。

バリエーション さすが！！ もう流行を取り入れてしまいましたか。身体は大丈夫ですか？ KYO は風邪を引いたら薬を飲
み、TV を寝転んで観て、食っちゃ寝を繰り返します。薬を飲む以外は毎日してることです（笑）
下着って特に捨てづらくないですかぁ？？ 　私は、迷いまくり結局捨て切れません

今ってかなりのヨガブームですよね！ 面倒くさがりやの私は長続きしないと思うのでまだやったことがあり

ません…。

あはははは～笑っちゃいました！！ 　脱出は成功しましたか（笑）？

秋の夜長にぴったりですね。私は年中夜短ですが…（笑）夜更かしができないのです…。

私も見えないとこは後回し派です☆　なので、２階はぐちゃぐちゃです。１階の和室は閉めれば見えないの

で汚さは誰にも負けないと思ってます（笑）

なるほどねぇ～。私の場合は、次の日大事な用事などがあったらなおさら測りまくります（笑）だって・・大

丈夫か心配なんだもん（笑）。というか、何とか行けるように飲む薬を考え、無い場合は病院へレッツ・ゴー。

う、うらやましいです。旦那さんの出張についていけるなんて。家の旦那さんは出世でもしない限りなさそ

うです…（泣）
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バリエーション 私もですよ。冬の寒いときはいつもテレビを観るときに温かいお茶と共に観てました。朝はコーンスープだっ

たり、昼寝しながらならホットミルクを飲んだり…（笑）

保温ポットなら経済的でいいですね。電気のポットは何だか重いし、面倒くさくてなかなか毎日は洗えませ

んが、保温ポットなら線も外さなくていいから清潔に使えそう。わたしも今年保温ポット買おうかなぁ…。

私も大食いとか、このお店ではこんなのを出してます系の番組が大好きです。

お腹が空くと余計イライラしますよね！ よく分ります…。うちの旦那さんは結構のんびり準備をする人なの

でいつも KYO は待たされイライラ…。
KYO は怖そうなのでまだ観てません。一度観てしまうと何度も観れるのですが、それまでたどり着くのに勇
気がいります（笑）。小心者の KYO はいちいちぎゃ～！ わぁ～！ と言いながらドギマギしながら観てしま
います。一度観てみようかな

一生懸命作ったのにラーメンなんて言われたら凹みますね。うちの旦那さんはそういうことは言わない (怖
くて言えない？？？）のでいいですが、もし言ったら…自分で作ったら？ 　もしくは今出しているものを捨

てます（笑）文句があるなら食うなと言うでしょう。

テンプレート変えたんですね。くまさんがかわいいですね。

献血大好きです。ここ１年近くしてませんが、私も昔ガリ子だったころ血圧が下が 30 上が 50 ちょっとで出
来ないことがありました。看護師さんに貧血とかないですか？ 大丈夫ですか？ なんて聞かれ、半強制的に

寝かされました（笑）。元気だったんですけどね。私も久々に行こうかしら。

シンクって毎日掃除しないとすぐにざらざらになってしまいますよね。KYO もシンクは毎日寝る前に簡単に
掃除します。後は…（笑）

携帯って落としたら最悪ですよね。電話帳を見られたらその人の交友関係や立ち寄る場所などが割り出され

ちゃうのですから。

あれってふし毛っていうのですね。KYO も鏡を覗いてたら・・２．３年に１回程度で発見します（笑）
や、安いじゃないですか…。いいなぁ…。KYO の家の近くにはないので羨ましいかぎりです。大根１本じゃ
ないんですか、なんて思いました（笑）旦那さんと楽しい休日を過ごされたそうで良かったですね。タンメ

ン美味しそう。

羨ましい～☆　大いに楽しんできてくださいね。土産話楽しみにしてま～す。

おいしそ～。よだれが…（笑）その胡麻団子多分食べたことあります。美味しかったです☆写真を見てたら

無性に食べたくなってきました…（笑）

おかえりなさーい☆韓国旅行は楽しかったようで何よりです。あかすりもしたみたいだし（笑）。ほっかいろ

も出してくれたみたいだし（笑）。第２弾待ってます！！

あかすり大好きです。でももう何年もしてないなぁ…。しに行こうかなぁ（笑）。楽しい旅でなによりです

ね。KYO も旦那さんと来年の春辺りに旅行を計画中ですが、なかなか難しくて…。韓国も今のところ検討中
です。行く時になったら是非お薦めを教えてくださいね

すごく安いですね！！ KYO の近所ではせいぜい特売の日で 6 個で 100 円くらいだと思います。ぐっすりさ
んの近所にはお得なお店が沢山あるのですね☆ピーマンの肉詰め・チンジャオロース・ピーマン料理が並び

そうですね。それにしても、結構立派なピーマンばかりですね。羨ましいよぉ～（笑）

この間は遊びに来ていただきありがとうございました。

お風呂でキャンドルなんてオシャレですね。KYO はキャンドルではないですが、入浴剤と色が７色くらいに
変化していく電気の置物？？？ でお風呂タイムを楽しむことが多いです。なんか真っ暗のなか少しの明か

りってとこが雰囲気がありはまってます

ねぎまって本当は煮物だったなんて…。知らなかったです。KYO も料理屋さんでねぎまって書いてあったら
あの串のねぎまを想像して注文しますね。

ハリエのバームクーヘン美味しいですよね！。私はバームクーヘンがあまり好きじゃないけど、あそこのは

美味しいって思いました。なんていうか、パサパサ感がなくしっとりって感じで…。また食べたくなってき

ました（笑）

最近またシュシュ流行ってきてますね～！ 　しかも、ゴージャス柄！ また新しいの買おうかしら。最近髪

型がマンネリ化してます（笑）

こんにちは☆　私も虫が大っ嫌いですが、それ以上に鳥が大大大っ嫌いです。

みかんが 45 個で 500 円は安いですね！ 我が家は最近りんごを食べてますが、みかんも美味しそう！ 週末

スーパー行こうかしら…。

やっぱりハンバーガーはアメリカですよね！ 決して高級なお肉じゃないのに、ジャンクフードそのままなの

に、行くと必ず頬張ってしまいます。日本だとそんなには食べたいとは思わないのに、不思議ですね。旅は。

時差ぼけと飛行機の中での疲れとで次の日くらいまで１日中眠たいですよね（笑）

ちなみにカナダにいた時に毎日モールでアイス食べてました。しかもチョコチップのアイスにクッキーをトッ

ピング…。むこうってトッピングが沢山あるし、ふんだんにかけてくれるので楽しいですよね。
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バリエーション 私は個人的なものですが、汁があると食べにくい＆熱いのでラーメンはあまり好きじゃないです。（斯波屋は

別ですが（笑））なのでなるべくいつも汁がない麺を頼んでしまいます。美味しそうですね！ 久しぶりに斯

波屋行きたくなってきた…。

わたしも家計簿つけてますよ。

やっぱり、アメリカはクリーミィなアイスが美味しくないですか？ 　わたしはあの濃厚な甘いアイスが大好

きです☆

家も換気扇カバーつけてますよ。ニトリで購入してます。自分で大きさに合わせてはさみで切って貼るだけ

で簡単ですよ☆ポイントは汚れたらすぐに取り替えることです！

素敵な手袋ですね！ 私も似たようなものを持ってますが、家の何処かにあります。探さなくちゃ（笑）プレ

ゼントって嬉しいですよね☆

かわいらしいお弁当ですね！ 　私は面倒なのでこんなにかわいいお弁当作れるかしら？ 　旦那さんがお弁

当じゃなかったらわざわざ作るの大変ですよね！

めっちゃかわいいですね☆　ほんと、お耳がうさぎさんみたいになってる（笑）。明日楽しみです～！

まぁ、おいしそう☆　パウンドケーキのなかに入れてもおいしそうですね！ 　そのまま食べたら止まらなく

なりそうなものですね（笑）

本当、今日はお天気もイマイチ…。大量の洗濯物抱えてどうしろと！？（笑）

失礼な助産師さんですね。誰も好き好んで帝王切開にしてるわけじゃないっうの！ 　赤ちゃんのためにお腹

切って痛い思いしてるのにね。お腹切った人の方が産後は大変だと思うし…。

うちの旦那様もかなりの BM 好きです。いいですね～

理論的メモ 相手のエントリー内容を踏まえたうえでのコメント。ちゃんと読んでますよというアピール。

概念名 連絡・報告

定義 オン友たちへの連絡。関係性維持のためのエントリー群。

バリエーション 昨日返事ができなくてごめんなさい（ｍ＿ｍ）

今日はでぶ子さんも嫁 3 さんもお腹が空く記事をまた書こうと思ってます。
結婚記念日おめでとうございます。私は来年の６月で１周年です。私もだめな嫁さんみたいに来年書こうか

な。辛かった・・というタイトルで（笑）。明日からの記事楽しみにしてます。

ちょっと風邪気味なのと、ネタが今週は無いためお休みします。皆様、また来週～

そんなこんなで影響されまくりな KYO の防犯対策はひと段落つきました。最近の家は元々警備会社が入っ
てるとこ多いですけど（家は何故か入ってなかったんです）。皆さんのところはどうしてますか？

こんにちは。私も忙しくてダメ嫁さんのブログは見させてもらってますがなかなかコメントを残すことが出

来ないでいます。

こんなノー天気な KYO ですが、今年も宜しくお願いします。
ＧＷ後半編はもうネタが古くなってるので迷ってしまいます。最近忙しくて更新が全く出来てませんが、そ

のうち…

来週末あたりから実家に里帰りする為あまり更新はできません。って普段からしてないけど…

レス遅くなってすみません。頑張って元気なコを産みます。産まれたらブログ上で報告するつもりです。

随分更新をさぼってました。産まれたかって？？？ まだですが、もうまもなくです。（略）一応何もトラブ

ル（破水とか）がなければ陣痛が起こったら報告したいと思ってます。

いつもご愛読ありがとうございます。KYO の旦那です。
本日、妻は出産のため入院いたしました。昨日【おしるし】があり、陣痛が始まったのが今朝（AM2:00 頃）
です。これから私も応援に向かいます。更新はまたストップいたしますが、時間が出来次第、状況をご連絡

したいと思っております。

ご愛読ありがとうございます。KYO の旦那です。
本日、無事出産いたしました。母子共に健康で、私も嬉しい限りです。KYO も退院して落ち着いたらブログ
で報告すると思います。まずはご連絡まで。

ご愛読ありがとうございます。KYO の旦那です。
まだ里帰り中で、KYO は育児に励んでおります。母子共に順調に回復＆成長しています。暫く Blog の更新
は難しいと思いますが、また連絡いたします。

お久しぶりです。なんだか病院の先生にそんなこと言われると不安になっちゃいますね。またボチボチ更新

してくのでよろしくです

こんにちはぁ。お久しぶりです☆　去年の今頃に私もハワイにいましたよ☆　あの頃はまさか次の年に子供

を産んでるとは想像もしてませんでしたが（笑）ボチボチ更新していくので宜しくお願いします。

最近忙しくて（子育て奮闘中で・・？）みなさんのところに遊びに行ったり、更新が滞っております。遊び

に来てくれた方ごめんなさい。来月くらいからまたちょこちょこ更新します。

携帯から投稿してます。2 週間ぐらい前からパソコンが壊れてしまいましたので暫くお休みします。
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バリエーション 銀行屋さんが来たり、出かけたり、と、ふぅふぅです。と、言う事で、今週はブログのほうはお休みさせて

いただきます。それでは皆様また来週～。

こんにちは☆　私もブログ放置気味でお返事が遅くなってすいませんでした。子供はまだ１人なのにこんな

に振り回され、３人もいたら・・想像を絶します（笑）。（略）更新はいつになるかわかりませんが（？）これ

からもよろしくです。

理論的メモ 更新が途絶えることでオン友が離れてしまうことを警戒している。

概念名 子供の話

定義 自分の子供のこと、子育ての話。

バリエーション KYO はまだ子供はいないですが、お母さんたちの子供の行事参加は大変だなぁ・・と話を聞くたびに思いま
す。小さい頃は当たり前だと思っていましたが、大人になると有り難みが良く分かります。

そろそろ専業主婦もあきたなぁ…などと思いまた働こうと職場を探してる矢先妊娠発覚…。来年の６月には

貧乏なまま子供を産むことになりました。

昨日は大安の日曜日という事もあり、ここら辺では“安産の神様”と言われている塩竈神社に安産祈願に旦

那さんとお義母さん、実母、実父と吹雪の中、突撃して参りました。

いえいえ。このブログはもともとそういうのを書くために作ってないのでここでは正式にはまだ発表してな

かったのです。今回が初めてだと思います。旦那さんのとこには書きましたが（笑）。

マタニティースイミングに通おうと思って色々探してたのですが家から車で１時間以上かかるようなところ

しかなく、病院のお医者さんに KYO は中学まで水泳選手だったことを話したら、近所の市民プールでもい
いですよと快くＯ．Ｋ．をいただいたので早速行ってきました。

6 ヶ月に入ったころから急に体重が増加し始め、原因は食べすぎでしょうねぇ…。お腹が空いてたまりませ
ん。

KYO の想像では３ヶ月のころからつわりで体重が減る予定だったのですが、つわりは来ず…。つわり？ と
おもって病院へ行ったら胃腸風邪でした。

〉KYO さん妊娠したんですか！！
4 月 1 日で 8 ヶ月に突入します。このブログはもともとロロちゃんのことを書こうと思ってたので特に発表
もしてなかったんです。

私は今日検診だったのですが、先生にもう食べるなと言われました…。赤ちゃんも大きめなので早めに出て

くれることを願ってます。

初めての経験なのでどんな痛さなのか、始まりはどんな感じなのかいつ始まるのか？ なんて疑問と不安が

いっぱいだけど、育児本読んだりしながら備えるつもりです。

レス遅くなってすみません。頑張って元気なコを産みます。産まれたらブログ上で報告するつもりです。

全く産まれる気配はありません。お腹が重たいので腰が痛くて辛いです。早く産まれないかなぁ…と思いな

がらこんな夕食を楽しんできました。

こんにちはぁ。6 月 27 日に無事出産しました。久しぶりの更新になりますが、皆様、お付き合いくださいま
せ。今回はやっぱり出産について書こうと思います。

出産してから我が家の“怪獣”こと KENくんと毎日ドタバタ生活を送っております。産まれて２週間目くら
いの写真です。まだまだほっそり？？ してました。産まれて４週間目くらいの写真です。このときすでに体

重は 4800 グラムと 1500 グラム増えて立派なお腹になってます（笑）産まれて７週間目くらいの写真です。
日曜日はお宮参りに行ってきました。僕も今日はオシャレしてまちゅ！ 　いやぁ…暑かったです。思わずこ

んなものが飲みたくなりましたが我慢我慢

日曜日は旦那さんのお姉さん家族と我が家でお姉さん家の車のタイヤを交換しに行ってきました。こちら

KEN くんのいとこにあたるかずちゃん。（以下、子供の話）
うちももう１人くらいは赤ちゃん欲しいなって思ってます。２学年くらいあけたいかな。

昨日の朝からこのお方は体調が悪いのか、ずっと朝から抱っこ、抱っこ、抱っこ…。じぶんでお熱測りましゅ！

　寝ても覚めてもおっぱい、おっぱい、おっぱい…。抱っことおっぱいは両方はいっぺんには無理よ。最近、

歯が２本も生えてきたので気に入らないとすぐにおっぱいを噛む。１日中、おっぱい飲んでたら、そりゃあ

出ないよ、もう。

お久しぶりです、こんにちは。ＰＣが直って返ってきてたのですが、忙しくてゆっくりＰＣの前に座る時間

が確保できず・・半月ほど経ってました…（汗）忙しい理由はもちろん、このお方がこんなことするように

なったからです。

２週間ほど前のお天気のいい日に初めての公園デビューしました。

理論的メモ 犬の話がメインコンテンツだったが、後半では犬の話はほとんどなく、子供の話が増えている。
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〈ゲイムボーイ〉ブログの分析ワークシート

概念名 ブログ紹介

定義 自己紹介およびブログの内容紹介文。

バリエーション 俺はゲイです。で、付き合って半年になる彼氏がいてまーす♪（中略）まぁ、ノロケ話書いていくつもりです。

こんにちは。　俺は関西在住の大学生のゲイです。俺にはめっちゃ優しくてかっこいい彼氏がいてます。（↑

完全に惚気ております）そんな、俺の日常を書いております。

俺は世の中にめっちゃいてるゲイの中の一人です…

初心者なので、文章がうまくないけど、頑張って書きまーす。

今日の日記に彼氏との馴れ初めを書きました。見てくださいね（＾＾）また、質問があったらどんどん聞い

てください！

これからもいっぱいノロケ話書いていきますね（笑）

コメントありがとうございます。ほんまにバカップルですよ笑。これからも、ノロケ話を書いていきますね。

はじめまして。コメントありがとう！！！ ほんまに素敵な恋人です。俺にはもったいないぐらいです（笑）

ただのノロケ話やけど、いっぱい聞かせちゃいます。。。

はじめまして。のろけ話はどんどんしていきますね（笑）

理論的メモ ブログ開設直後の記述が中心

概念名 読者への語りかけ

定義 読者に対して語りかけたり問いかけたりするような表現。

バリエーション えっ、記念日のデートはしないのかって？

みなさん、コメントありがとうございます。初心者なので、文章がうまくないけど、頑張って書きまーす。

今月はかなりさぼってました…かなり忙しくて（＾＾；）来月からはしっかり書いていくつもりなんで、み

なさんよろしくお願いします。。。

みなさん、お久しぶりです。この一ヶ月更新できませんでした…。卒論やら、何やらで忙しくて（〉〈）毎日

更新されている社会人の方はすごいなぁと思いました。この一ヶ月の間にいろんなことがありました。彼氏

と一番の別れの危機もありました。

あっ、ここで話してたっけ？ 実は、俺は４月からの就職のため引越しをします！

学校で正しいもの教えることによって、少しでも偏見が少なくなり、また、思春期にはいって自分が同性愛

者だと気づいたときに、ちょってでも悩みを減らせることができるんじゃないかと思います。みなさんはど

う思いますか？ ぜひ、投票してくださいね。

みなさん、ようやく復活です！

今日、ケーキの材料を買ってきました。彼氏と温泉に行くときに、作ってもっていこうと思ってんねん！ け

ど、ケーキ作りなんか何年ぶりなんやろ…。まぁ、無事に出来ることを祈ってください（笑）

けど、俺は彼氏のことが好き！ だから、このままやったらいらん。だから、頑張ってきます。また、結果報

告します…。

ってことで、今年はこのブログを始めた年やったんですけど、いっつも見てくれてる常連さん、新着から来

ていただいたかた、今年は色々ありがとうございました。来年は社会人になり、ブログ更新が滞ることもあ

ると思いますが、来年もよろしくお願いいたします。ではでは、みなさん良いお年を。

みなさん、新年明けましておめでとうございます。ちょっと遅いご挨拶になりましたが…。去年はこのブロ

グを開設して、様々な方と出会えてきました。彼氏と喧嘩しているとき、勇気付けてくれてくれる方がいた

り、俺が彼氏とのノロケ話に引かずに自分のことのように喜んでくれる方がいたり。ほんまに良い年になり

ました。今年は、就職し教師という立場になります。今まで小さな世界にいたとこから、社会人になって、か

なり大変なことが待ち受けているとおもいますが、頑張っていきたいと思います。もちろんブログも！！！

彼氏とはもうすぐ 1 年を過ぎようとしています。この 1 年の反省点を活かしながら、もっと愛をはぐくんで
生きたいと思います（＾＾）ことしも、こんなゲイムボーイをよろしくお願いいたします。

あともうちょっとで、彼氏との一年記念です♪早かったような、長かったような…。この 1年は、彼氏と色々
あったけど、ほんまに今の彼氏に会えてよかった♪で、一周年記念と前の日と彼氏は休みをとってくれまし

た（＾＾）で、どうするか？ ってことで、今悩んでます…。うーん、何かいいのはないかなぁ？？？ みなさ

んやったら、どうすごしますか？？？ ぜひ、教えてください♪

最近、ご無沙汰をしております。。。明後日が卒論発表で、今月はかなり忙しかったです…。しかも、1 周年
デートの日記も途中やし（ーー；）明後日が過ぎたら、またちゃんと更新していきます！

みなさん、お久しぶりです。お元気ですか？？？ 俺はというと、なんだか忙しかったです。先月末から今月

にかけて、研修がありました！ 毎朝 5 時半に起きて 6 時に出て 7 時には職場に行ってました。4 月からこ
の生活が続くと思うと大変そう（〉〈）
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バリエーション もう、このブログを放置してかなり経ちます。みなさん、どのようにお過ごしでしょうか？ 俺は、様々な環

境の変化がありました。まず、四月に就職して、今は毎日忙しくしています。毎日、朝の７時前から１０時ぐ

らいまで職場で仕事。それに楽しみを見つけています。あそ、ずっと書いていた彼氏との別れ…。けど、俺

は今でも彼のことが好きです。その気持ちをぶつけるところがなく、毎日いらいらしてます。もう別れて半

年になるのに。いつになったら彼氏のことを忘れられるのかな？

理論的メモ 「みなさん」という表現を多用している点が特徴的である。

概念名 同情・共感

定義 コメント欄に書かれた他のユーザ（ゲイ）への同情や共感の表現集

バリエーション 是非今度、スパワで背中洗いっこしてみてください（笑）

Ｈをお預けってほんまに嫌ですよね…特に途中までやってて、やらへんってのはかなりきつい（〉〈）

男同士はほんまに少ない！ けど、めげずに頑張って良いホテルを探すつもり！！

ほんまに本当に大切な人に出会えるのは、少ないですよね。

してないんや…やっぱり夏は花火やから、是非買ってきてしてみてください。いつもと違う雰囲気やし、良

いムードになること間違いなし！！

ほんまに好きな人との行事は記憶に残りますよね！ 良い思い出も、悪い思い出も…（笑）

仕事やったら仕方ないけど、一人は寂しいですよね…今度は二人で行けると良いですね♪

ほんまに微妙な空気は付き合ってたら、絶対にありますよねー。それを乗り越えなあかんのが、恋愛ですよ

ね。

宇治金時はうまいですよね（＾＾）

あらら、彼からメール来なかったんですか。分かります、その気持ち。今までの相手に、連絡がなくて何回

凹まされたか…けど、その彼はブログを読む中では優しそうなイメージやから、たぶん忙しかったんちゃう

かなぁ？？？ 元気出してな！！！

16 歳かぁ。俺のデビューした年や（笑）ケンカはほんまにつらいで…けど、ケンカをした後はもっと絆が強
くなってますよ！

とりあえずそんな彼のことは忘れましょう。逆に彼にさとしさんの今までの不満を言ったほうがいいですよ。

ほんで、新しい恋を見つけるべきですよ！ そんなに落ち込んでたら、新しい恋も見つかりませんよ♪そんな

男にしがみついてても、良いことはないですよ。（体験談）

ほんまに卒論は大変ですよね…

ほんまに勘違いしてる人が多過ぎますよね！

理論的メモ 恋愛についての共感コメントが中心で、オン友との関係維持のためのコメント

概念名 学生生活

定義 本業である学生生活や就職活動について

バリエーション 今日は、昼から学校に来ております。。。最後のレポートをしに来てんけど、難しすぎる（〉〈）

俺も一応、大学の４回やから、就職に向けて日々頑張ってんねん。。。俺は教師志望やから、教員採用試験を

７月に受けてん。

今日は久しぶりにバイトやぁ…。嫌やなぁ。

なんか台風が近づいてるみたい。もう雨降ってきてるし。２６日は教採の二次があるから、関東方面に行か

なあかんけけど、台風で新幹線とか止まらへんか心配…

実は今日から５日間、大学で集中講義があってんけど、昨日まですっかり忘れてた（ーー；）昨日、友達に

「明日ひま～？」って聞いたら、「明日は集中講義やで！」って言われて初めて気がついた。うーん、今日か

ら５日間はまた忙しい一日が始まりそうや…。色々せなあかんこともあるし。よーし、頑張るで！

明日は、私学の最終試験や…

今、大学で卒論やってんねんけど、難しいな…４回は楽やと思ってたけど、一番忙しいわ（〉〈）

昨日は、俺がボランティアで行ってる小学校の運動会やった！！！

今朝は 10 時半からゼミがあったんですが、寝坊をしてしまって、結局出れませんでした（＾＾；）
この前、卒論発表も終わって、卒論提出してん。で、ようやく全て終わりと思ったら、今日からハードな授

業が始まります（〉〈）最後に集中授業が残っててん…すっかり忘れてたわ w

理論的メモ 学生生活については、ごく簡単な記述しかない。

概念名 身辺雑記

定義 たまにしか書かれない、ノロケ話とは無関係な身辺雑記。

バリエーション 一昨日から、どうも風邪気味です…頭は痛いし、関節は痛いし（〉〈）

ってことで、引越ししました！！！ 実家からも通えるんやけど、一人暮らししてみたかったんで。彼氏も気

軽に来てもらえるしｗけど、彼氏は車の生活で、俺の家は住宅地の駅前やから、駐車場がなくて…うーん、悩

んでおります（ーー；）で、明日 4 年間してたバイトの最終日です。頑張るぞ！！！
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理論的メモ 身辺雑記も常に読者を意識している。

概念名 偏見と誤解をなくすために

定義 ゲイに対する無理解や偏見・誤解をなくしたいという思い

バリエーション 少しでも俺のブログでゲイに対する偏見が少なくなって欲しいな！

けど、ゲイの世界はそんなに素晴らしい世界って訳でもないですよ…

人それぞれ違うように、ゲイでも人それぞれ好きなタイプは違います

ブッシュさんですが政治に宗教を持ってきすぎです。彼は例えば同性婚を信者の立場から反対しているよう

に思います。

ブログをやっていて思うことやねんけど、結構ゲイに理解ある人が多いなぁって感じる。まぁ、偏見がある

人は俺のブログ自体見ぃひんだけなんやろうけど…

なんかメディアとか噂の影響でみんな間違ったイメージを持ってるっていうか。特にテレビに出てるお姉キャ

ラのせいもあって、ゲイ＝お姉キャラって思ってる人もいるみたいやし。ほんまに上手くカミングアウトし

て、偏見をなくしていきましょう！！！

正直、ノンケの人って同性愛者の人をどう思ってるんかなぁ？（中略）なんか自分はこう思うとかあったら、

コメントよろしくです。。。

テレビに出てくるゲイはオネェばっかりやから、ゲイ＝オネェって思っている人も多いし。。。。

今日から新しい投票を作りました！ 俺も来年から教師になるということで、子どもたちに同性愛について教

えるべきか否かってのを、みなさんどう思ってるんかなぁって思って作りました。

確かに異性愛者は真剣に同性愛者のことはあまり考えていないようですね。ヘテロの人は何も考えず「男と

男がやるなんて気持ち悪いやん。」って言う人が星の数ほどいると思います。このような考え方を無くスため

には、ヘテロの人が真剣に考える場が必要だと俺は思います。

本当に無理解なヘテロの人に説明するのは難しいですよね。性同一性障害と同性愛は一緒と思っている人が

多いし。俺はいつもまずその違いを説明して、その後ゲイにも様々な性的嗜好があることを話します。。。

俺自身も来年から教師という立場になります。けど、その先生は特に人権担当の先生なんやったら、しっか

りと生徒に伝えるべきです。人権は部落や在日の方々、障害者への差別などだけではないんですから！

日本でもヒットして欲しいですね。けど、観客がゲイか女性同士が大半でした。もっと異性愛者の人に見て

もらいたいです。ゲイだって普通の人間やから、恋愛して凹んだりテンションあがったりするんです！ 一部

の評価とかでは、けつが痛くなるとか台湾人はホモ好き？ とかいったコメントが書かれてるけど、何も分

かってないのに、そんなこと言って欲しくないなぁ…

ほんまに今だにこんな考えを持った人がいる事自体に驚きました w 徹底的に同性愛者が嫌いなんでしょうね
（＾＾；）嫌いやったらそっとしてくれたらいいのに…

教師は意外と同性愛者が多いと聞きます。これからもゲイを理解してもらうために教師としてできることを

頑張っていきたいと思います。。。

腹がたってしゃぁない。さっき、適当にネット見てたら、何も知らないノンケが好き勝手言っとってん。まぁ、

よくある同性愛批判や！ ほんまにどんな心をもってたら、あんなことを書けるんやろな？ 正直、しばきたお

したいわ！ 同性愛者を批判することが差別やない？？？ 俺らは子どもを産めへんから人間のクズや？？？

同性愛者は自然界に逆らってるからおかしい？？？ あんなぁ、俺だって普通に女を愛せたら、そうしたい

わ！ 子どもだってほしいわ！ けどなぁ、男しか愛せへんねん！ それを自分でも納得するために、どんだけ

苦しんだと思ってんねん！（略）言いたかったら、もっと勉強してから言えや！

理論的メモ 世間の誤解に対して憤っているが、それがブログの目的にはなっていない。

概念名 ゲイであること

定義 自分がゲイであること、ゲイのカップルが抱える問題や苦労などについての記述。

バリエーション 今日は彼氏との出会いについて書きまーす！ ゲイの世界での出会い方はいくつかあんねんけど、まず一つ目

が、掲示板。いわゆる出会い系。（中略）他には、ナイト（ゲイだけのクラブ？）とかイベントとか、ゲイ

バーとかで知り合う感じかなぁ？ ノンケには絶対ない出会い方は、ヤリ部屋で出会う方法かな（笑）ちなみ

に、ヤリ部屋は、名前の通りのとこです…（＾＾；）で、逆にゲイには少ない出会い方が、普通に生活してて

出会う方法かな？

けど、ゲイの世界はそんなに素晴らしい世界って訳でもないですよ…

サウナでしっかりと汗を流して、露天風呂にも入れて、すごい幸せな気分になれたわ。横には彼氏もいてる

し（＾＾）こういう時にゲイで良かったって思う。だって、ノンケのカップルやったら男女別やから一緒に

入れへんもん！

人それぞれ違うように、ゲイでも人それぞれ好きなタイプは違います
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バリエーション 彼氏と何回かスーパー銭湯に行ったことあんねんけど、ちょっと困ることがあんねんなぁ。それは目のやり

場やねん（笑）その日も、日曜の夜やったから、めっちゃ人がいてんけど、めっちゃ人がいたら、やっぱり

かっこいい人はいるやんかぁ。正直、目を追ってしまうねんなぁ（＾＾；）今回も、何人もかっこいい男を

目に焼き付けてきた（笑）もちろん彼氏にバレへんようにやけど…

XXX さん〉ほんまに天国ですよ（笑）ゲイに生まれてきて良かったと思う時の一つです。。。
俺はフィットネスクラブでバイトしてんねん。最初の動機は「かっこいい人をいっぱい見れるかも」って思っ

て（笑）で、オープニングで入って、もう３年以上。最初からのスタッフはだいぶ減ったけど、やっぱり最

初からのスタッフ同士は仲がいいよな。何人かは俺がゲイってことも知ってるし。

ちなみに、俺はもちろん同性愛者（ゲイ）です。だから性転換とかは全くしたくない。

なんかメディアとか噂の影響でみんな間違ったイメージを持ってるっていうか。特にテレビに出てるお姉キャ

ラのせいもあって、ゲイ＝お姉キャラって思ってる人もいるみたいやし。ほんまに上手くカミングアウトし

て、偏見をなくしていきましょう！！！

俺も見た目には気を使っています。やっぱりゲイはかなり気を使ってる人が多いので、俺も刺激されてます。

しっかり化粧水と乳液でお手入れするし、たまにパックとかします。筋トレもするし。最近の男性はノンケ

でも気を使ってる人もいてるけど、年齢が上がるとやっぱりゲイの人のほうが明らかに気を使っていますよ

ね！！！

ありがとうございます。職業柄、ゲイってことは出せませんが、ゲイの教師として頑張ります。

身近にゲイの人がいてないんですか。。。たぶんいてないんじゃなくて、カミングアウトしてる人がいてない

んやと思うけど（笑）なんたって、約１０人に一人はセクシャルマイノリティーらしいですから…同性愛者

には結婚とか子供ってのがないから、常にお互いのことを理解して、ベストパートナーじゃないと付き合っ

ていけへんから、余計に努力はしないとあかんから、大事にするんやと思います！

俺のことを好きやったらどうしよ！ って思う人がやっぱり多いらしいですよ。。。ってか、ほんまに相手を俺

らも選びますよね（笑）ノンケでもかっこいい人はいっぱいいるけど…

視線ってゲイの人は敏感な人が多いですよね（笑）俺もこの前、彼氏とお風呂に入りにいった時に、サウナ

でめっちゃ俺の方を見てた人がいてました！（思いこみかな？？？）それも俺のタイプやったんです…（笑）

教師は意外と同性愛者が多いと聞きます。これからもゲイを理解してもらうために教師としてできることを

頑張っていきたいと思います。。。

理論的メモ ゲイについての一般論と、自分がゲイであることについて。世間の無理解について。

概念名 カミングアウト

定義 ゲイであることをカミングアウトするべきかどうかという悩みや一般論

バリエーション 俺は女性から告られた時はいつも「他に好きな人がいるから。（彼氏がいる場合）」とか、「ごめん、友達以上

には思えへん…」言ってきました。カミングアウトしたほうがいいのかなぁ？？？

俺は何人かの友達にカミングアウトしてる。ほぼ女の子なんやけど、女の子は男に比べてゲイに対して偏見

がないみたい。で、カミングアウトする時はめっちゃ悩む。もちろん知り合ってある程度時間が経ってから、

確実に言っても大丈夫な人にだけすんねんけど、その確実かどうかは正直分からへん。けど、その人の人間性

を見て決めるんやけど、ほんまに悩む。もし、言ったことで友達関係が崩れたらどうしよう？ とか考えてし

まう。まぁ、それで崩れたらそれだけの関係やったといえば簡単なんやけど…仲の良い友達の中には「ゲイ

はきしょい！！！」と言ってる友達がいてるから、その子にはもちろん言ってないけど、めっちゃ仲の良い

ねんなぁ（ーー；）だから一概に、友達関係が崩れるってことは、薄い関係やったとは言えへんと思う。幸

い、俺がカミングアウトした友達はみんな良い人で、理解してくれてる。

身近にゲイの人がいてないんですか。。。たぶんいてないんじゃなくて、カミングアウトしてる人がいてない

んやと思うけど（笑）なんたって、約 10 人に一人はセクシャルマイノリティーらしいですから…同性愛者に
は結婚とか子供ってのがないから、常にお互いのことを理解して、ベストパートナーじゃないと付き合って

いけへんから、余計に努力はしないとあかんから、大事にするんやと思います！

俺はフィットネスクラブでバイトしてんねん。（中略）やっぱり最初からのスタッフ同士は仲がいいよな。何

人かは俺がゲイってことも知ってるし。

俺は数年前まではカミングアウトするなんて思ってませんでしたが、今では徐々にしていってます。一人一

人の力が未来を変えることを祈っています！！！

確かに、身近な人がカミングアウトしない限りは、認識が変わらないというか、真剣に考える機会がないで

しょうね！ だからこそ、カミングアウトってのは大事になると思います！ まずは俺ら自身で周りの人に説

明していくだけで、かなりの人がゲイの認識が変わるんじゃないでしょうか？ まぁ、誰にでも言える世の中

ではありませんが…

理論的メモ 友人の何人かにしかカミングアウトしていないが、少しずつその数を増やしている。

概念名 彼氏のこと

定義 恋人である「彼氏」について書いた文章。
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バリエーション 今日は、俺の彼氏について書きまーす。かなりノロケ話になってしまうけど、許してやぁ（笑）俺の彼氏は

俺より 11 歳年上やねん。普通のノンケ（異性愛者）カップルやったら、結構な歳の差やけど、ゲイの世界で
はそんなに珍しい歳の差じゃないねんなぁ。で、彼氏はほんまに優しい。今まで俺も色んな男と付き合って

きたけど、もう比べものにならへんわ！ あと、彼氏はかっこいい（＾＾）彼氏にこの事を言うと、「お前も物

好きやなぁ」って言われるけど、ほんまに最高や（笑）で、ちょっと最近お腹出てきたみたいやけど、まぁ

まぁがっちりしてるし。けど、彼氏は最近自分の体型を気にし始めて、ジムに通いだした。昔、通ってたみ

たいやけど、また始めるねんて。理由は俺に嫌われたくないみたい（笑）ってことで、今日のノロケ話は終

わりまーす。。。

で、俺は彼氏と掲示板で出会ってん。彼氏が掲示板に出してて、俺がメールを出してん。ほんで、実際に会っ

たらめっちゃかっこよかったし、性格も最高やし、好きになってつき合ったって感じかな？ 彼氏も、俺のこ

と初めてあった時に、めっちゃかわいいって思ってくれてたらしい。。。そんなこんなで、半年を迎えてんけ

ど、日を追うごとに、好きになってます（笑）

ってか、俺の彼氏はよく俺を困らせるような事を言ってくるねん。けど、俺はそれが幸せに感じるねん。お

互い、しょうもない事を言って、それで笑える。。。こんなに幸せなことはないやん！ ってか、こんなんで幸

せをを感じるってことは、今までが想像できひんような最悪な恋愛をしてきたってことやねんけど（笑）た

ぶん神様が、もう苦労はこれで終わりなさいって、今の彼氏と俺を会わせてくれたんやと思う。

ほんまにいい彼氏ですよ！ たまに意地悪なとこもあるけど…

俺の彼氏はちょっと意地悪なとこがある。昨日も彼氏の意地悪で本気でキレた。しかも、しょうもないこと

で…俺の彼氏は冗談で俺を困らす。

彼氏は家へ帰っていった。その後、「お前なしやったら、俺はあかんわ…」って言ってくれた。また二人の絆

が強まったかな？

俺はほんまに彼氏に会えて本当に良かった。けど、最近彼氏に怯えている…半月ぐらい前に、実は別れ話が

出た。

昨日で、彼氏と付き合いだしてから一周年が経ちました。この一年で、彼から様々なことを学んできたと思

います！ 今までの俺の恋愛はというと最悪なものばかりでした。俺はそれでも好きな人といれるだけで良い

と思ってた。けど、今の彼氏に出会ってから、ただ一緒にいるだけではあかん！ ってことに気付きました。

２３年生きてきて、やっとそれを知りました。

他の人と付き合うことも考えた。告白も何人かにされた。付き合ってもみた。けど、彼氏のことがふと頭を

よぎる。彼に出会うまえの俺なら、次の人が現れたらもう元彼のことなんかすぐに忘れてしまうやつやった

のに…今回はなんで？ やっぱり、そんだけ好きやったんやな。大好きな彼氏。けど、もう会えない彼氏。も

う俺は一生彼氏のことを忘れられないだろう。もう一生…

理論的メモ 結局、別れた後も愛情は変わっていない。

概念名 デート・旅行記

定義 彼氏とのデートや旅行に関するエントリー。

バリエーション 明日は久々デートでございます。（中略）

みんなは、デートでどこに行きますか？ 何かいいとこあったら教えてーーー！

おとついの夜から昨日の夜まで、久々にデートやった。もう、最高な二日間やった。

今度彼氏と二人で海外旅行に行くねん。行き先はカンボジアのアンコールワットとベトナムのホーチミン！！！

（中略）

うーん、彼氏といろんな行きたいなぁ。。。

昨日、彼氏と約束はしてへんかってんけど、突然デートすることになりました。しかも、彼氏の家に行くこ

とになってんけど、初めての彼氏の家でめっちゃテンション上がった。

今日の夕方から、明後日まで彼氏とお誕生日デートしてきます。今からめっちゃ楽しみや！！！

で、そのあと難波に行ってパークスの某お店で時計をゲット。めっちゃ悩んだけど、最終的には彼氏が「こ

れ似合ってる」と言ってくれたやつに決定。ほんまにかわいい！！！（上の写真を参照してな。。。見にくい

かも）うーん、店員さんにはゲイカップルってのはバレバレやったかも？！

そしたら、いきなり音楽が流れてきて、よーく聞くと、あの有名なマリリンモンローの「ハッピー　バース

デイ　トゥー　ユー…」の曲やった！！！ 俺が「えっ？？？」って驚いてると、奥からろうそくのついた丸

いケーキがやってきた。ほんで、俺の前におかれた。「ハッピー　バースデイ！！！」クラッカーの音ととも

に、店員さんたちが叫んでくれた。俺は思わず泣いてしまった。彼氏が「火、消して。」と俺の方を向いて、

ニコッとした。俺は一息でろうそくを消すと、彼氏は「おめでとう。」って言ってくれた。その言葉に俺はま

たまた泣いてしまった。。。そして、店員さんが来て、チェキで写真を撮ってくれた！ 彼氏は雑誌でこの店は

サプライズをやてくれるってのを見つけて、予約してくれたみたい。俺たちはケーキを二人でほおばりまし

た。。。今までの人生の中で最高の誕生日ケーキやった！ ってか、完全にカップルってバレバレ？！ まぁ、そ

んなこと気になんかならへんかったけど。
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バリエーション 最近、彼氏とデートしてません…（中略）とりあえずそれが終わったらデートができそう（＾＾）よーし、

デートするために頑張るで！！

ついに今日の夜彼氏と久々にデートしてきます！！！ 俺が試験に向けての準備が一段落ついたから、彼氏が

デートを許可してくれてん（＾＾）今からめっちゃ楽しみ♪久々に甘えたいとおもいます（笑）

さっき彼氏からメールが入ってきた。「今日の夜会う？」って！ 合格したから、お祝いしてくれるみたい

（＾＾）めっちゃ嬉しい。しかも、今日は彼氏の家は誰もいてへんらしい。ってことは、彼氏の家にお泊ま

り？？？ ってことで、今日は夜から彼氏とお祝いデートしてきます。

では、今から彼氏の元に行ってきまーす！！！

ほんで、そのあと彼氏の家にいった。今日は彼氏の家には誰もいてへんから、彼氏の家で初めてのお泊まり

♪二人で家でもいちゃいちゃしてた。もちろんＨもした（＾＾）うーん、めっちゃ幸せ！！！ ほんで、昼過

ぎまで一緒に寝た。。。

おとついの１４日に彼氏と愛知万博に行ってきてん。（中略）俺は彼氏のためにお弁当を作ってん♪ハンバー

グに焼きそば、卵焼きに野菜と牛肉の焼肉風（？）に炒めたものにウインナ―。で、まだまだ料理は下手く

そやから、かなり時間が掛かってしまうから、前の日は寝やんと、２時半ぐらいから作り出して、そのまま

行ってん。

彼氏は手を繋いできてくれてん。狭いから、周りの人には全く見えへんから、ずっと着くまで手を繋いでた

♪狭くて良かった（笑）

もうすぐで、彼氏との旅行や（＾＾）（中略）あー、ほんまに楽しみや！！！

俺は彼氏との海外旅行にかなりウキウキやった（＾＾）

そこの貸切風呂は、貸切風呂専用とかではなくて、普通の大浴場の貸切でした。しかも、展望露天風呂付

き！！！ 二人でいちゃいちゃしながらお風呂に入りました。

ちょっと形が崩れてたけど…彼氏は俺の手作りのケーキを美味しいって言ってくれました。俺はお腹いっぱ

いであまり食べれへんかったから、半分以上彼氏が食べてくれました。。。

これで、今年の彼氏とのクリスマスデートは終わりました。めっちゃ幸せな時間でした。。。

今日は今からミナミに行って来ます。彼氏と 8 時ぐらいに待ち合わせて、年越しそばを食ってきまーす！ そ
れからは、神社に行って、初詣して、年越しデート♪神様にいっぱいいお願いしたいことはあるけど、一番

はもちろん…（＾＾）

彼氏と一緒に年を越せて、めっちゃ楽しかった（＾＾）

で、彼氏とまたまた買い物三昧してしまいました…

理論的メモ 二人の行動や自分の心理を詳細に記述しているために長文が多い。

概念名 あふれる恋の喜び

定義 純粋で無邪気な恋の喜びの表現

バリエーション 彼氏と一緒にご飯食べられるだけど、めっちゃ幸せな気分になれたー。

まずは、お互いの背中を洗いあって、２時間ぐらい色んな風呂に入って、めっちゃ極楽気分。サウナでしっ

かりと汗を流して、露天風呂にも入れて、すごい幸せな気分になれたわ。横には彼氏もいてるし（＾＾）こ

ういう時にゲイで良かったって思う。

直接スパワールドで待ち合わせをして、合流。。。もう、俺は嬉しくて飛び跳ねてしもた（笑）

ほんで、食べてる時に、これからどうする？ ってなったから、俺が「一緒におりたい」って言ったら、彼氏

が「うーん」って考えててんけど、俺のわがままを聞いてくれました。「ほんまに、ダーリンありがとう」っ

て感じやった。

今年初めての花火で、しかも彼氏との初花火で俺は有頂天やったわぁ。（中略）彼氏と花火は楽しかった。花

火大会もいいけど、二人だけの花火もまた最高（＾＾）

彼氏が朝まで遊んでくれるって言ってくれてん。まさか、朝まで一緒におれるなんて思わへんかったから、

めっちゃハッピーな気分。

かなり近かったから、花火の音が響いて、身体でも振動を感じれた。周りはうるさかったけど、俺は彼氏と

俺の二人だけの空間に感じれた。

うーん、幸せなお食事タイムやった。。。

さぁ。今日はどんな服着ていこっかなぁ。悩む～（〉〈）

彼氏は手を繋いできてくれてん。狭いから、周りの人には全く見えへんから、ずっと着くまで手を繋いでた

♪狭くて良かった（笑）

まだまだ料理には自信がないから、味は心配やってんけど、彼氏は「おいしいで！」って言ってくれた。「ま

すます上手になってきたなぁ」って言ってくれた。かなり嬉しかった！！！ よーし、これからも頑張るでぇ

もちろん、彼氏の腕枕で寝ました（＾＾）

誰もいてへん頂上で、彼氏とキスをしてん（＊＾＾＊）

最高の景色を目の前に、彼氏とキスをして、もう最高な気分やった。
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バリエーション そこにまさしく今、太陽が沈もうとしてた。サンライズよりも、このサンセットもほうが俺は感動してしまっ

た。二人で、俺はこの太陽を見れて良かったと思う。俺は、これからつらいことがあっても、この日のことを

思い出せばがんばれる気がする！ ほんまは、こんなにすばらしい景色の前で彼氏とキスがしたかったけど、

花火大会のような人やったから、さすがにできひんかったけど（＾＾；）

俺はよく彼氏に「俺らはバカップルやんな？」ってよく言われてしまいます（＾＾；）これからもラブラブ

でいられるんですかね？？？ 俺も結婚したいです！！！

話し合いの後、彼氏がキスをしてきたんやけど、すごい愛の感じるキスでした。。。

あっという間に今年も 12 月になったなぁ。去年の今頃は寂しい生活をおくってた（笑）けど、今年は彼氏が
いるもん！！！ ってことで、今年は彼氏にクリスマスケーキを作ろうと思ってんねん。

彼氏の仕事は２３．２４日が仕事休みやねんけど、彼氏に「２３．２４日は空けときや！」って言われた♪

何かサプライズでもあるんかなぁ？？？ 今からクリスマスがめっちゃ楽しみや（＾ 0 ＾）/
クリスマスの予定が決まってん！ 三重の伊勢志摩の温泉宿に行って、松阪肉を食すことになった！！！ お

とついの夜に、彼氏が「温泉で泊まるで！」って言ってくれてん。（中略）めっちゃ楽しみやわ！！！ 後は、

彼氏へのプレゼントを買って、ケーキを作るねん。はやく、クリスマスが来ぃひんかなぁ？？？

昨日、少し彼氏の優しさを感じてちょっと楽になりました。こういう時のちょっとした優しさってすごく大

きく感じるんですね…

「じゃ、今から会う！」と俺が言うと、「途中まで来れるか？」とデートにＯＫしてくれました。最近はあん

な状態やったから、めっちゃうれしかたです。。。

それから俺の部屋に行って、俺の新居を見学。照明とブラインドを彼氏と一緒につけました。なんか、新婚

さんって感じでめっちゃ幸せでした。なんたって、彼氏も実家やから二人の初めての愛の巣になるし（笑）

で、「チュ－してへん」と俺が言うと「また今度な♪」って言ってくれました。明日、デートするから、いっ

ぱいチュ－してくれるかな？？？（笑）あー、楽しい正月やった！！！

今日は、なんかいつもより楽しかったです。自分の部屋の掃除は嫌いやけど、人の部屋を掃除するのは、な

んでこんなに楽しいんやろ？？？

理論的メモ ・料理や掃除の喜びなど、〈ゲイムボーイ〉の女性的な側面が見える（ただし本人は性同一性障害ではないと

明言している）

・これほど率直に感情を表現できる人は珍しいと言ってもいい

概念名 性行為の有無

定義 彼氏との性行為についての記述。

バリエーション もちろんお泊りということは…はっ。今、ちょいとエロい事を考えてしまった（笑）けど、約 2 週間ぐらい
H やってへんから、明日はしっかりと頑張ってきます！
彼氏がキスをしてきて、だんだん下の方へ…で、俺も彼氏の下の方を…けど、よく考えると、おかんはもう起

きてるから、シャワーを浴びにいけへんから、昼間はおかんがいてへんから、とりあえず今はお預けってこ

とになってしまった。めっちゃ中途半端やったから、かなり悶々とした気分になったけど。心の中では「や

りたいー！」って叫んでた（笑）（中略）今日はＨなしかぁ…ってちょっとがっかりでした（＾＾；）

飯食って、彼氏が「さっ。帰ろか！」って言うから、俺が「えー…」って駄々こねたら、彼氏が「じゃＨす

る？」って言ってくれて、めっちゃ嬉しかった。もちろん即答で「うん」って返事したら、彼氏が「お前は

ほんまにＨ好きやなぁ」って言われました。（中略）その後、結局行ったことのあるホテルへ！ とりあえず

シャワーを一緒に浴びて、ベッドへ！ もう最高な時間でした！ 朝からじらされてた分、余計に興奮しちゃっ

た。やっぱり彼氏とのＨは最高やね（＾＾）

そして、合体（笑）なんか、妙に気持ち良いＨでした。

で、家に入って彼氏の部屋に入って、チューをしたくて、俺が「チューしよ♪」って言ったら、そのままＨに

なった（笑）今日はＨ無理かなぁって思ってたから、かなり幸せでした。

ほんで、彼氏の部屋に行って、まったりモード。やっぱり部屋でいちゃつくのはええなぁって思ってたら、彼

氏はキスをしてきた。もちろんその後は…彼氏の家での二回目のＨやった。

店を出た俺たちは再び難波に戻った。目的は、もちろんお泊りするとめ♪で、前に利用したことのあるホテ

ルに。。。ってか、お盆は料金が高すぎ！！！ いつもより 3 千円ぐらい割増されてた（〉〈）お盆生まれでご
めんな、ダーリン。（中略）シャワーの次はもちろん…♪いつもより、最高なＨやった。なんか彼氏も俺も激

しかったし（笑）いつも以上に汗だくになってた。

そして、久々にめっちゃ甘えて、久しぶりにＨしました（＾＾）かなり幸せでした。。。

ほんで、そのあと彼氏の家にいった。今日は彼氏の家には誰もいてへんから、彼氏の家で初めてのお泊まり

♪二人で家でもいちゃいちゃしてた。もちろんＨもした（＾＾）

うーん、めっちゃ幸せ！！！

ほんで、昼過ぎまで一緒に寝た。。。
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バリエーション 明日で、カンボジアともお別れや。。。荷造りを終えた俺らは、寝ることに。で、彼氏の腕枕で横になってる

と、彼氏がキスをしてきて。。。初めて海外でＨしました（笑）なんか旅先でのＨって、いつもと違う雰囲気

で良い感じでした♪Ｈが終わると、またシャワーあびて、疲れてたんか、速攻で寝た。。。

その後、もう帰るために俺の家のほうまで送ってくれてんけど、途中で車を停めてキスをしてたら、彼氏が

「我慢できひん！」と行って、車を走らされて、ラブホに拉致られました（笑）で、さっきまで彼氏といちゃ

ついてました♪久しぶりのＨは良かったですよ（＾ 0 ＾）
で、俺らはスーパーで買ってきた酒を飲みながら、イチャイチャしてました（笑）もちろん、その後は…愛

を確かめ合いました♪

で、彼氏の部屋に入って、掃除をしようとしたら、彼氏が抱きついてきて、遅くなったけど、今年初Ｈをし

ちゃいました（＾＾）久々のＨはいいですね！ かなり盛り上がっちゃいました。彼氏の部屋ってのもいい。

お互いに実家やから、家でたまぁにすると盛り上がってしまいます。

で、部屋に戻ると、彼氏は俺にキスをしてきました。もちろん、その後も☆お腹は苦しいけど、やることは

ちゃんとしてきました（＾＾）

理論的メモ 内容についての詳しい描写ではないが、満足感や不満については描かれている。

概念名 同性愛カップルの悩み

定義 同性愛者のカップルならではの悩み。

バリエーション で、俺たちも記念やから写真を撮ってもらった。その写真を載せたいんやけど、顔がばっちり写ってるから

違う写真で勘弁してください…

やっぱり見つかったら、とりあえず家族会議になりそうやし…

うーん、店員さんにはゲイカップルってのはバレバレやったかも？！

今までの人生の中で最高の誕生日ケーキやった！ ってか、完全にカップルってバレバレ？！ まぁ、そんな

こと気になんかならへんかったけど。

本当に軽々しく言いますよね！ それは、同性愛者がこの世にいないことを前提にしてるような話し方で。学

校でもよく「あなたたちが将来、結婚して家庭を持ったときに…」とか平気で言いますよね…

ほんまに何もなしで一緒にいるのは難しいです…けど、結婚っていいですよね！ 俺からしたら、何で今の人

は結婚しいひんねんやろうって思います。俺らはしたくてもできひんのに（＾＾；）

「普通のカップルやったら、結婚とかあるけど、俺らはないやろ？ 　だから、お互いのことを愛しつづけな、

あかんねんで？ 　そうやな…たとえば、今一緒に住めるか？」俺は「うん…」とうなずきました。今のまま

では無理かもしれへんけど、一緒に住みたいし、ずっとおりたいもん…と心の中で叫んでました。

理論的メモ ・二人で撮った写真を公開したいが、さすがにできない。

・結婚を夢見ているが、現実には難しいようである。

概念名 頻発するケンカ

定義 恋人である「彼氏」とのケンカについての記述

バリエーション 正直、喧嘩に始まり大喧嘩に終わったかも。誕生日に付き合って一番の大喧嘩をするとは。

もちろん俺は関東方面の二次も受けに行くつもりで、彼氏にも伝わってるもんやと思ってて、「今度、○○

（←関東方面）の試験受ける時なぁ…」と話し掛けると。彼氏は「えっ？？？」と驚いた様子。

（中略）

彼氏は納得してはんような感じやったけど、「分かった。ってか、また今度話そ。」と言ってくれた。それか

ら、俺たちの間は嫌な空気が流れてた…

かれこれ２時間ぐらいは喧嘩してた。彼氏もキレるは、俺もキレるし、パニック状態にもなるから、もう最

後の方は疲れ果てて、二人ともぐったりやった（笑）で、俺の喜怒哀楽な誕生日デートは終わった。

ここ数日、更新できませんでした。その理由は喧嘩してたから…２６日の夜から喧嘩してて、昨日と今日話

し合って、ようやく仲直りした。もう俺はずっと泣いてた感じがするけど。。。明日は確実に目が腫れている

はず（〉〈）

俺は今までの恋愛から、彼氏に本当の自分を見せたり、自分の思ってることを言うのが全くできひんねん。彼

氏に嫌われるんちゃうかな？ って思ってしまって、口から出てきいひん…けど、今の彼氏には言いたいって

思うねんけど、やっぱりできひん。だから、俺は手紙に自分の思いを入れて書いてん。

こうして、俺らの長い夜が始まった…（中略）俺は色んな気持ちが入り交じって泣いていた。（中略）この

瞬間ようやく仲直りができた。あの、彼氏が手をギュッと握ってくれた感触、彼氏が抱きしめてくれた感触

は、今でもついさっきのように感じられる。そして、思い出すだけでなんでか涙がでてくる。もう、今の彼

氏じゃないとあかんなぁ…

それは嫌やったから、俺は彼氏に俺が思っていたことをがんばって言いました。けど、「そんなん言われても、

ただの言い訳にしか聞こえへんわ。」と言って全く聞く耳を持ってもらえませんでした。

理論的メモ 〈ゲイムボーイ〉は女性的な性格で受け身。思っていることを口に出せず、彼氏に誤解を招くことも多い。
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概念名 伝わらない思い

定義 恋人との気持ちのすれ違いや伝えられない思い、疑心暗鬼など、純粋な恋の悩みについての記述。

バリエーション こんなにも俺のことを考えてくれる人は初めてやし。けど、このままでいいんかなぁって思ってしまう…

人を疑うのは簡単やけど、信じるのは難しい。けど、俺は信じる。ほんで、彼氏も苦しんでるはずやから、俺

が彼氏の支えになってあげな！ ってことで、元気を出していきます。友達にもため息多いで！ って言われ

たし…

俺も嫌な部分が最近めっちゃ見えてきました。けど、それはお互いに近くなってきた証拠ですよ！ ここで、

どう頑張るかがこれからの 2 人の関係に影響すると思うから、頑張ってくださいね！ 俺はもう頑張れないか
もしれませんけど…

みなさん、ようやく復活です！ 少し荒れてしまいましたが、前よりのもっと信頼が深まりました。やっぱり

恋愛って大変ですね…

昨日から彼氏と喧嘩しています。ほんまに最近、喧嘩が多くてしんどいです…俺と彼氏との性格があってへ

んのかなぁ（＊＊）こういうとき、永遠の愛ではないのかな？ って最近思ってしまう自分がいてます。

それから無言のドライブが始まりました。何を話しても「はぁ。」と答えるだけ。で、駅の手前で降ろしても

らいました。俺は「気をつけてね…」と言ったけど、彼氏は無言でそっから逃げるように走っていきました。

俺は泣きながら駅に向かって歩いて、もしかしたら…という気持ちで後ろを振り返っても、そこに彼氏の車

は見えませんでした。もう俺はどうしたらええんやろ？？？ やっぱり俺が悪い？ 今日もメールがほとんど

来ない。

今、彼氏に会いに彼氏の家の近くまで来てます。彼氏には言ってないけど…彼氏はパチンコ行ってくるから、

また夜にメールすると返事がきてから、彼氏からのメールはありません…もう、いやや…

けど、俺と彼氏との間には距離が感じられました…俺は彼氏と話したくても言葉になりません。

「わかった。俺も悪かったし。けど、俺らは性格の不一致やな。」といわれました。続けて「こんな状況やと

付き合っていくのも難しいな。」俺はその言葉に愕然として、何も言えなくなりました。

今までの俺はこういう事があっても、話し合うのも怖くて、自分の気持ちを伝えへんかったけど、今は頑張っ

てるやん…で俺は「変化がないように見えるかもしれへんけど…」と言い出すと「けど？ けど、変わったと

か言うなよ！」と言われました。彼氏には俺の頑張りが見えてないみたいです…

俺は「ずっとまた付き合っていきたい。。。」と言うと、「別にいいよ…」と彼氏。。。別にってことは、どっち

でもいいってこおとなん？？？ また、俺は落ち込みました…「けど、もうこれ以上は言わへんで。これが最

後や！」と彼氏。。。最後ってことはラストチャンス？？？ もう意味不明になってきました。

けど、これは彼氏が別れようとしてる準備？ 彼氏は前に別れる前にそれっぽい行動をするって言ってたし…

もう俺はへこみまくりです…彼氏とはいつ完全に仲良くなれるんやろ？？？ 初詣には一緒に行ってくれるん

かな？？？

けど、このままやったら彼氏に捨てられるのは確実やと思います。。。だから、これからは自分の気持ちを包

み隠さずに言っていきたいと思います。彼氏に変わってへんと言われないように。。。できるかな？？？

理論的メモ ・恋の悩み

・健気な思い
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〈峠の地蔵〉ブログの分析ワークシート

概念名 闘病記録

定義 読者をあまり意識していない克明な闘病記録。

バリエーション 朝起きると足先がしびれるようで膝から下に力が入らない、会社に行くが車に乗るのは危険なので社内での

仕事にしてもらって、二階で座ってラベル入れをやらせてもらったが階段の上り下りも力が入らず腕の力だ

けで精一杯である。どうしてだろう。

入院以来一度も便が出ていない、看護主任の T さんに車椅子でトイレへ連れていってもらうが太腿やお尻の
筋肉が無くなり便座に座ると痛くてたまらなく、便が出るどころではない。それでベッドで上向きに寝たま

まゴムの便器にお尻を乗せ浣腸をしてもらったがなかなか出ない。そこで主任はゴム手をしお尻に手を入れ

てかき出して下さった沢山出たようだお腹はすっきりしたがおかげで痔が出っ放しになってしまった。大変

辛い。

だんだんと記憶もはっきりしない。ただ麻痺の方が段々あがってきてお腹の上から胸の方まで上がってきた。

「肺や心臓は麻痺して止まらないんですか」と N 先生に聞くとそれは大丈夫だと言われた、どこまで進むの
か、底はどこにあるのかとにかく不安で不安でしょうがない。ただそれだけ。　喉にチューブが入っている

せいか痰が絡み三十分から一時間おきにナースコールをして吸引をお願いしてもらっていた。看護師さんも

忙しくてなかなか来てくれないことがあり、つい苛立ってしまう。今夜から妻が夜だけ付き添ってくれる事

になり、横になる所が狭いので気の毒でかわいそうだ。

（ほか多数の詳細な長文エントリー）

理論的メモ 自分が重い病気と戦ってきた記録を残しておきたいという気持ちと、病院関係者への感謝。

概念名 自分の病気について

定義 自分の病気の説明や、ブログ内容の紹介。

バリエーション 私は奈良県に在住、2003 年 12月 17日発病、22 日診察○○○症候群と判断され即入院、足先より日々麻痺、
1/11 に呼吸困難になり意識が遠のくなか、家族へ死んで良いからと言ったが最後は ICU 棟へ。一週間余り人
工呼吸器八日目に意識が戻り、その間あの世でお地蔵さんか大仏の様な顔をした方に逢った。

その後徐々に手の指が動き出したが、八週目の日にまた急にゼロに戻った。そこで病名も変わり、四ヶ月入

院後、県のリハビリセンターで三ヶ月の予定だったが、私は収入も無く、妻に負担をかけるのが辛く一ヶ月

で退院し自宅でリハビリ、まだ足首より先は麻痺が残っているが、昨年の五月より常駐警備の仕事をアルバ

イト程度でやっており、私はパソコンを最近になって始めたところなので、なかなか上手く出来ないが、ブ

ログを立ち上げた。

2003年 12月に大病 (○○○症候群から XXXXに)現在 90%快復、ただ再発の可能性があるので心配ですが、
今は元気に頑張っています。心広く、まじめな人間だと自分では思う。

楽しい会話（女性）出来る方、連絡よろしく。

初めて訪問していただいた方へ、この日記的なものは私が３年前に患った病気の時、首から下が麻痺した時

の自分の記憶と、妻のメモ、後で聞いた担当医の話等を、自分で感じた通り文字を並べただけのものですか

ら、読みづらいと思いますが、勘弁してください。

理論的メモ ・同じ文章をコピーして定期的に複数回書かれている。おそらく初めて訪問する読者に向けたものだと思わ

れる。

・「会話をしたい」というのは、コメント欄やメールでのやりとりを指すと思われる。

概念名 誰かと話がしたい

定義 ブログをきっかけとしてコメント欄やメールなどを使って誰かと話がしたい、友が欲しいというブログ開設

動機が表れた文章。

バリエーション 私は何時も誰かと話がしたい、友が欲しい。

病気についてのご意見お問い合わせがありましたらコメントを頂きましたら返事差し上げますので遠慮なく

どうぞ

何にでも対応するいたって気さくなおじさんですから、病気以外のコメントでも入れて頂ければお話ししま

す。

楽しい会話（女性）出来る方、連絡よろしく。

（「自分を信じてくれる最後の一人は自分自身ですよ」というコメントに）

同感だけど、それでは自分がみじめに感じます、誰か一人は心が通じ合えて、信じ合えて、どんな事でも許

し合えて、なんでも話せる人が一人ぐらいは欲しい。それでなきゃ人生寂しすぎるものね

理論的メモ ・見知らぬ誰かと知り合い、コミュニケーションをとりたいという気持ち。

・妻を含め家族との会話については闘病記録の部分以外にほとんど言及がない。

・孤独な日常生活と、老後（後期）の不安
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概念名 コメント要求

定義 読者に対して、コメントやお気に入り登録、ファン登録などを求める呼びかけ。

バリエーション この様な文字ばかりのブログはお寄りいただいても読みにくいから、ファン登録もコメントも無理ですよね

また三年前の闘病時の記録を長々と書きますね、気になる方よろしければ読んで下さい

私の書庫は堅苦しい話しだけれど、人間は自分で言うのは可笑しいけれど、本名に『○』と言う字が付き、広

く・何にでも対応するいたって気さくな、おじさんですから、病気以外のコメントでも入れて頂ければお話

しします

私も M さんを見習って勉強しなくっちゃ皆に相手にしてもらえなくなってしまいそうですね
（故障中の PC が）完全に復旧したら○○○（病名）の話をまとめてお終いにして、本当の皆さんに見て頂け
るブログにしたいと思っております。

三年前の病気の時の出来事をメモと記憶で書いたつまらないブログです。よろしければ「お気に入り」ポッ

チやコメントもよろしくね。

ご訪問いただき、コメント戴いた方、ここのところ皆様のところへ訪問できず、申し訳ございません、これ

からは頑張ってコメントさせて頂きますので、これにこりずによろしくお願い致します。

質問等ある方で最初ファン登録やポチの無い方は、ゲストブックへコメントを宜しく。

○○さん又ご訪問いただいた時はゲストブックのところをクリックしていただければ、ゲストブックの文の

最後にメアド記してますのでよろしければメール下さいね。

楽しい会話（女性）出来る方、連絡よろしく。ブログものぞいて下さい、コメントとメールもよろしく

理論的メモ ・無理ですよね、という逆説的・自虐的な表現が目立つ。

・自分のブログがつまらないとわかっていながらも、ファン登録やお気に入り登録、コメントを求める心情。

それでいて、ブログ内容に改善傾向は見られない。

概念名 読者への挨拶・呼びかけ

定義 未知／既知の読者への挨拶や問いかけ。休載予告やお詫びも含む。

バリエーション 私のブログは面白くも何にも無いですが、病気になった時の戯言だとお笑い下さい、また少しづつ書かせて

いただきます。見ていただいた方には「ありがとう」心より御礼申し上げます。

ゴールデンウイークも終わり皆さんは何処かへ遊びに出かけられましたか、私は３回の勤務と後は家でパソ

コンしたり、物干し台の菜園での土いじりしただけ、最近は一寸気分的に落ち込みがちである。

初めて訪問していただいた方へ、この日記的なものは私が３年前に患った病気の時、首から下が麻痺した時

の自分の記憶と、妻のメモ、後で聞いた担当医の話等を、自分で感じた通り文字を並べただけのものですか

ら、読みにくいと思いますが、勘弁してください。

ファンの方や・ご訪問いただいた方、申し訳ございませんが２月一杯お休みさせて下さい。コメントを残し

て頂いた方にはお礼のコメントをさせて頂けますのでよろしく。◎再発ではないのでご心配なく。ゴメンな

さい

また三年前の闘病時の記録を長々と書きますね、気になる方よろしければ読んで下さい

３月も終わり白いこぶしの花が咲き。桜のつぼみもいつ開こうかと春を待ち望んでいます。皆様方のお住ま

いの所はいかがですか。

ブログの更新も出来ず訪問いただく皆様方に申し訳なく、勘弁してください。

ご訪問いただき、コメントいただいた方、ここのところ皆様のところへ訪問できず申し訳ございません、こ

れからは頑張ってコメントさせて頂きますので、これにこりずによろしくお願い致します。

ご訪問の皆様方には気まぐれブログで大変ご迷惑をお掛け致しております。

本年は新入りなのにご愛好賜りありがとうございました。来年度もよろしくお願い申し上げます。

理論的メモ 後半になると、時候の挨拶が増えてくる。

概念名 ブログに対する謙遜・卑下

定義 自分のブログが読みにくく「つまらない」と自覚しつつ、それでもフィードバックとコミュニケーションを

求める心情。

バリエーション 私のブログは面白くも何にも無いですが、病気になった時の戯言だとお笑い下さい、また少しづつ書かせて

いただきます。見ていただいた方には「ありがとう」心より御礼申し上げます。

こんな事を書くと皆さんに嫌われるかも知れないが、それが真実だろうと思う。（クリスマスに関して）

このような文字ばかりのブログはお寄りいただいても読みにくいから、ファン登録もコメントも無理ですよね

闘病記録も少しづつ書きながら、明るいブログになるように勉強していきたいと思っています。

私の書庫は堅苦しい話しだけれど、人間は自分で言うのはおかしいけれど、広く何にでも対応するいたって

気さくなおじさんですから、病気以外のコメントでも入れていただければお話しします

三年前の病気の時の出来事をメモと記憶で書いたつまらないブログです。よろしければ「お気に入り」ポッ

チよろしく、コメントもよろしくね。

ご訪問の皆様方には気まぐれブログで大変ご迷惑をおかけしております。
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バリエーション ファンも 274 名すごいですね、私なんか 12 名より増えません、つまらないブログだからしかたないけどね。

理論的メモ ・ブログが不人気であることの自覚。コメントや訪問者が増えないことに対する自分への言い訳とも取れる。

・同じ文章が別のエントリー内で何度も使われている

概念名 心に吹くすきま風

定義 同じことの繰り返しで心身ともに疲弊する日々と、不運な人生への嘆きを綴った文章。

バリエーション いつ再発するかと毎日目覚めれば身体を確認し仕事の日は六時前に起き七時に家を出て片道 30km 軽四で出
かけ、翌朝の十時ごろ帰宅する、それの繰り返しで、心身ともに元気だけれど何か心に隙間風が吹いている

ような日々です。

年をとるほど一年が過ぎるのがアッと言う間で、段々棺桶に入るのが近づくかと思うともっと若いとき好き

なことをやれなかったことが悔やまれてくる。でも命ある限り頑張らなくては、誰も助けてくれない。しっ

かりしよう。

病気をした時だけ正月が出来るつまらない人生であるが、これが私の定めだと諦めるしかない、生きて往く

限り不運は私の友達と思い、半分諦めの気持ちで付き合っていかねばならない。

１日１日を充実した日にしないと、私の人生は何だったんだろう、死ねば翌日には忘れ去られるだろう。

今日は書きたくないが 63 才の誕生日。もうこの年になってくると誕生日は墓場への一里塚と思え寂しさが
募るばかりでせっかく言っていただく「おめでとう」の言葉も気持ちよく受け取れないのは私だけの僻みな

のか。

○○○発症から 8 年余り、警備のバイトも早 7 年、再発も無く身体は元気になりましたが、最近は生きる事
に少し疲れてきました。何か楽しい事はないかと悩んでいます。

バイトの方は頑張っていましたが、家に帰ると虚脱状態で何もする気が起こらずついついブログをサボって

いました。ごめんなさい。

我が心と同じく一気に春は来ないもの

体調は良いのですが気分的に少し参っており更新や皆様へのご訪問も致せず申し訳ございません。

理論的メモ ・再発への怯えと、アルバイトだけの日々。

・友人や知人の存在が見えない。妻の存在も感じられない。

概念名 死の意識

定義 落ち込んで、死にたいほどのネガティブな心情の表現。いつ訪れてもおかしくない自らの「死」への強い意

識の表れ。

バリエーション ここ２週間ほどなぜか分らないが精神的に落ち込んでいる、せっかく伸ばしていただいた寿命なのに「もう

生きてたって楽しみはないし、この辺で終わりにしてもいいかと、ついつまらない事を思っては、それでは

私を生かして下さった方々に誠に申し訳ないと、こんな日々が続いています。そんな自分が情けなく思う。

これからは何か生き甲斐・目的をしっかり見据えないと、心の奥に潜んでいる『死』に魅入られるように思

えてならない日々です。

段々棺桶に入るのが近づくかと思うともっと若いとき好きな事やれなかったことが悔やまれてくる。でも命

ある限り頑張らなくては、誰も助けてくれない。しっかりしよう。

知人の死、涙があふれ出てたまらなく寂しい。人生・生命・寿命虚しさを感じる。次は自分の番かも知れない。

でも最近は精神的に少し疲れているのか、生きていることが辛く思えて、朝など起きる時にこのまま死ねた

ら楽になるのにナァーと思うことが多い

私の人生は何だったんだろう、死ねば翌日には忘れ去られるだろう。

私の命は秒読み段階

理論的メモ ・父親の死、知人の死、そして自分の死に対する思い。

・毎日のように「死」を意識している。

・精神的な不調で長期休載（最長で 1 年）していたことが複数回ある。

概念名 心の癒やし

定義 日々の生活やブログ上で、心の癒やしとなる出会いを求める気持ち。

バリエーション いつ再発するかと毎日目覚めれば身体を確認し、仕事の日は 6 時前に起き 7 時に家を出て片道 30km を軽自
動車で出かけ、翌朝の 10 時ごろ帰宅する。これの繰り返しで、心身ともに元気だけれど何か心に隙間風が吹
いているような日々です。

皆さんの明るいブログを訪問させていただいて元気を分けてもらう事にしていきます。

5 年前にいただいたあと何年かの命。温かい心の癒しが欲しい。
だからこんなおじさんでも心の中ではいつも誰かに恋している。今の警備員のバイト先は大学院大学だから

若い女子学生さんも多く居るし事務員さんや教授も私からすれば皆若い、話好きだから多くの人達と話す、

仕事の日は気が晴れる、よく話す学生には「XXX さん」と遠くからでも声を掛けていただける。留学生も
「ハーィ元気」と声を掛けてくれる。
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バリエーション （「自分を信じてくれる最後の一人は自分自身ですよ」というコメントに）同感だけど、それでは自分がみじ

めに感じます、誰か一人は心が通じ合え・信じ合え・どんな事でも許し合え・なんでも話せる人が一人ぐら

いは欲しい。それでなきゃ人生寂しすぎるものね（今の私の心境）

既婚でこの年ですが恋の花、もう一度咲かせたいナーンテ!!! 年令関係なく旧知の友達のように話せます。

理論的メモ ・他の人のブログを見て落ち込んだ気分を慰めている

・誰かと出会い、癒やしが欲しい。

・家族（妻）との会話が描かれていない。

概念名 余生を楽しみたい

定義 与えられた余生を楽しみたいという気持ちの表れ。

バリエーション 残りの人生楽しまなくっちゃ

未練がましいが、まだまだやり残したことや楽しい思いをしていきたい

上の写真ではないが、枯れた人生の中に最後の花を咲かせたいものです。

私にも何時か幸せだナァーと思える時が来るのだろうか…！！！！

残りの人生を悔いの無い日々にしたいですね。

段々棺桶に入るのが近づくかと思うと、もっと若いとき好きなことをやれなかったことが悔やまれてくる

発症から 8 年余り、警備のバイトも早 7 年、再発もなく身体は元気になりましたが、最近は生きることに少
し疲れてきました。何か楽しい事はないかと悩んでいます。既婚でこの年ですが恋の花、もう一度咲かせた

いナーンテ!! 年令関係なく旧知の友達のように話せます（ハートマーク）

理論的メモ ・残りの人生が長くないことを自覚。

・悔いが残らないように好きなことをしたい。

・「楽しみ」の中心にあるのは「恋の花」のようである。

概念名 出会いを求めて

定義 「最後のひと花」（恋）を咲かせたくて若い女性のブログに残したコメント。

バリエーション XXX さん、訪問・コメントありがとう。貴女のブログをあまり読んでいなくてごめん。車大好きさんです
か？ 14 万 km うまく写真撮りましたね。私も年の割には車好きで病気してもう車椅子しか乗れないと思い、
普通車は家族に廃車されました。病気が治ってからは軽四で VIVIO、中古と言うよりポンコツのスーパー
チャージャーで二回転して今 4 万 km のに乗って若い時と同じように走っています。今後ともよろしくね。
めぐり巡ってのぞかせていただいたけれど、ダーとか芸術家とか私のようなおじさんには、およびでない!!!っ
てところですね、失礼いたしました。

僕今は病み上がりだけれど、以前は奈良県の○○○ C.Cに 15年・XXXC.Cに 15年主にキャディーマスター
室に勤務してたよ。ゴルフは基礎が大事。貴女は誰に教えてもらったのかな?
ご訪問ありがとう。私と同じ病気のようですね。五年前全身麻痺になり一年半で足首より先だけの麻痺が残

りましたが、バイトで警備の仕事をリハビリを兼ね今日まで再発なく過ごさせていただいております。毎日

が再発の不安と向かい合っておりますが、気力で頑張っております、貴女も負けないように生きてください。

今後ともよろしかったら訪問下さいね。

XXX さん又ご訪問いただいた時はゲストブックのところをクリックしてベストブックの文の最後にメアド
記してますので、よろしければメール下さいね。

だからこんなおじさんでも心の中では何時も誰かに恋している

既婚でこの年ですが恋の花、もう一度咲かせたいナーンテ!!!年令関係無く旧知の友達のように話せます

理論的メモ ・女性のブログへのコメント。言葉遣いがブログエントリーとは大きく異なり、カジュアルである。

・趣味の車やゴルフだけでなく、関心がなさそうな話題を書いたブログにもコメントを残している。

概念名 M への愛情・父性

定義 常連訪問者である若い女性〈M〉への気遣い。父親的な愛情と、恋愛感情。

バリエーション 人生長いんだから慌てずゆっくりいこうよね、おじさんには返事もコメントもしなくていいよ、

M さん無理せず愛の心と、お祈りをして元気になってね。つかれるから私にお礼のメール書かなくたってい
いよ。

M さんしっかり自分を見つめながら前進していこうね。おじさんも前を見ながら頑張るからね
ブログの友達もたくさん読んだり、返事うつの大変だね，無理せず疲れたら早く寝るようにしてね、私には

３回きたら１回の返事で良いからね気を使わずに

M さん若いお友達たくさん増えたね。コメントの対応あまり無理しちゃ身体を壊すよ。おじさんはあまり M
さんが無理しちゃ可愛そうだからコメントもいらないからね、元気で頑張ってることを見守っているからね。

M さんには 214 人もファンが増えましたね、もう M さんは元気になったし、おじさんの出る幕もなくなっ
て来たね。安心したよ。若者は若者同士で励まし合って生きてってください。おじさんはもうあまり顔出し

しませんから、陰ながら見守っていますからね、頑張りなさい。
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バリエーション （「自分を信じてくれる最後の一人は自分自身ですよ」というコメントに）同感だけど、それでは自分がみじ

めに感じます、誰か一人は心が通じ合えて、信じ合えて、どんな事でも許し合えて、なんでも話せる人が一

人ぐらいは欲しい。それでなきゃ人生寂しすぎるものね（今の私の心境）

理論的メモ ・年長者としての気遣いや配慮だけでなく、父親的な愛情も見られる。

概念名 M への嫉妬

定義 交流が活発な M の様子に対する嫉妬に似た心情。

バリエーション ブログの友達もたくさん読んだり、返事うつの大変だね，

M さん若いお友達たくさん増えたね、コメントの対応あまり無理しちゃ身体壊すよ。
M さんには 214 人もファンが増えましたね、もう M さんは元気になったし、おじさんの出る幕もなくなっ
て来たね。安心したよ、若者は若者同士で励まし合って生きていってください、おじさんはもうあまり顔出

ししませんから、陰ながら見守っていますからね、頑張りなさい。

ファンも 274 名すごいですね。私なんか 12 名より増えません、つまらないブログだからしかたないけどね。
またね。

理論的メモ ・若い人のエネルギーに対する憧れか。

・M さんのファンの人数を気にしている。
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〈KYO〉ブログの時系列データ

日付 時間 行動者 イベント

2006/10/1 10:49 KYO 投稿 001
19:33 ＴＡの岐阜 コメント 001
20:04 KYO コメント返信

2006/10/2 13:31 KYO 投稿 002
2006/10/2 16:32 KYO 投稿 003

23:12 TAKUMI コメント 003
2006/10/3 08:02 某おやじ コメント 003

09:52 KYO コメント返信

09:57 KYO コメント返信

16:47 ふみえ コメント 003
21:14 KYO コメント返信

21:35 KYO 他ブログコメント

23:16 でぶ子 コメント 003
2006/10/4 07:01 KYO 他ブログコメント

07:16 KYO コメント返信

07:52 KYO 投稿 004
08:41 まりりん コメント 004
09:08 でぶ子 コメント 004
09:18 でぶ子 コメント返信

10:50 KYO 他ブログコメント

10:55 KYO 他ブログコメント

11:05 KYO コメント返信

11:12 KYO コメント返信

13:31 スーパーな父 コメント 004
16:42 でぶ子 コメント返信

2006/10/5 07:49 KYO コメント返信

08:00 KYO コメント返信

08:23 KYO 投稿 005
13:58 ちっち コメント 005
17:22 でぶ子 コメント 005
17:59 でぶ子 コメント 005

2006/10/6 11:18 KYO 投稿 006
11:22 KYO コメント返信

11:24 KYO コメント返信

11:31 KYO コメント返信

15:12 岐阜な人 コメント 006
2006/10/7 06:31 でぶ子 コメント 006

11:43 KYO コメント返信

11:50 KYO コメント返信

11:57 KYO 他ブログコメント

2006/10/8 14:24 KYO 他ブログコメント

2006/10/9 10:09 KYO 投稿 007
18:01 まりりん コメント 007
21:20 KYO 他ブログコメント

2006/10/10 07:51 でぶ子 コメント 007
14:32 KYO 投稿 008
14:33 KYO コメント返信

14:37 KYO コメント返信

16:48 嫁 3 コメント 008
2006/10/11 16:20 KYO コメント返信

17:06 KYO 投稿 009
2006/10/12 10:50 KYO 他ブログコメント

10:54 嫁 3 コメント 009
17:24 でぶ子 コメント 008
17:28 でぶ子 コメント 009

2006/10/13 06:08 KYO コメント返信

06:15 KYO コメント返信

06:42 KYO 他ブログコメント

07:45 KYO 投稿 010
08:31 某おやじ コメント 010
14:06 かな コメント 010
16:58 嫁 3 コメント 010
17:41 KYO コメント返信

17:47 KYO コメント返信

17:53 KYO コメント返信

2006/10/14 01:27 でぶ子 コメント 007
01:35 でぶ子 コメント 010
19:43 KYO 他ブログコメント

19:59 KYO コメント返信

21:10 KYO 投稿 011
2006/10/16 10:49 かな コメント 011

11:44 KYO コメント返信

17:53 KYO 他ブログコメント

2006/10/17 00:47 でぶ子 コメント 011
06:49 KYO コメント返信

07:46 KYO 投稿 012
08:30 おやぢ 1 号 コメント 012
09:02 KYO コメント返信

13:58 かな コメント 012
14:56 嫁 3 コメント 012
16:04 KYO 他ブログコメント

16:30 KYO 他ブログコメント

17:09 KYO コメント返信

17:15 KYO コメント返信

19:01 だめな嫁 コメント 012
2006/10/18 03:15 でぶ子 コメント 012

10:18 KYO コメント返信

10:24 KYO コメント返信

10:34 KYO 他ブログコメント

12:41 かな コメント 012
18:25 KYO コメント返信

19:07 KYO 他ブログコメント

20:27 KYO 投稿 013
2006/10/19 16:34 でぶ子 コメント 013

19:49 KYO コメント返信

19:57 KYO 他ブログコメント

23:35 TAKUMI コメント 013
2006/10/20 08:22 某おやじ コメント 013

22:33 KYO コメント返信

22:35 KYO コメント返信

22:40 KYO 他ブログコメント

2006/10/21 16:35 かな コメント 013
2006/10/23 8:29 KYO コメント返信

8:38 KYO 他ブログコメント

8:43 KYO 他ブログコメント

13:12 KYO 投稿 014
13:32 でぶ子 コメント 014
13:56 だめな嫁 コメント 013
17:37 KYO 他ブログコメント

18:08 KYO 他ブログコメント

18:17 KYO コメント返信

18:24 KYO コメント返信

18:29 KYO 他ブログコメント
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2006/10/24 17:29 KYO 投稿 015
2006/10/25 11:54 スーパーな父 コメント 015

12:56 かな コメント 015
15:39 でぶ子 コメント 015
15:42 でぶ子 コメント 015
15:53 嫁 3 コメント 013
17:51 KYO コメント返信

17:52 KYO コメント返信

17:57 KYO コメント返信

18:01 KYO コメント返信

18:07 KYO 他ブログコメント

18:10 KYO 他ブログコメント

19:01 KYO 投稿 016
2006/10/26 13:23 かな コメント 016

17:50 でぶ子 コメント 016
21:01 だめな嫁 コメント 016

2006/10/27 12:00 KYO コメント返信

12:05 KYO コメント返信

12:09 KYO コメント返信

12:18 KYO 他ブログコメント

16:57 でぶ子 コメント 016
2006/10/28 14:23 KYO 他ブログコメント

2006/10/30 02:06 でぶ子 コメント 016
20:24 KYO コメント返信

20:31 KYO 他ブログコメント

20:36 KYO 他ブログコメント

2006/10/31 11:33 KYO 投稿 017
2006/11/1 18:00 KYO 他ブログコメント

18:04 KYO 他ブログコメント

23:23 だめな嫁 コメント 017
2006/11/2 1:20 でぶ子 コメント 017

10:53 KYO コメント返信

10:55 KYO コメント返信

10:59 KYO 他ブログコメント

11:05 KYO 他ブログコメント

11:33 KYO 投稿 018
12:02 嫁 3 コメント 018
13:37 おやぢ虫 コメント 018
16:59 でぶ子 コメント 018

2006/11/3 13:53 KYO コメント返信

13:54 KYO コメント返信

13:59 KYO コメント返信

18:00 KYO 他ブログコメント

19:03 KYO 投稿 019
19:11 おやぢ虫 コメント 019
19:36 KYO 投稿 020

2006/11/6 10:44 KYO 他ブログコメント

10:49 でぶ子 コメント 019
10:50 KYO 他ブログコメント

10:55 KYO コメント返信

10:59 KYO コメント返信

18:43 だめな嫁 コメント 019
2006/11/7 11:26 KYO コメント返信

11:33 KYO 他ブログコメント

14:22 だめな嫁 コメント 020
19:28 でぶ子 コメント 020

2006/11/8 11:46 KYO コメント返信

11:49 KYO コメント返信

11:57 KYO 他ブログコメント

12:10 KYO 投稿 021
15:15 嫁 3 コメント 020
15:37 嫁 3 コメント 021
15:44 しっかりさん コメント 021

2006/11/9 08:25 KYO コメント返信

08:33 KYO コメント返信

08:36 KYO コメント返信

08:40 KYO 他ブログコメント

08:59 KYO 他ブログコメント

10:31 でぶ子 コメント 021
15:06 しっかりさん コメント 021

2006/11/10 08:24 KYO コメント返信

08:27 KYO コメント返信

08:46 KYO 他ブログコメント

08:50 KYO 他ブログコメント

08:56 KYO 他ブログコメント

09:07 KYO 投稿 022
10:37 でぶ子 コメント 022
10:59 KYO コメント返信

11:05 KYO 他ブログコメント

2006/11/11 17:42 でぶ子 コメント 022
2006/11/13 11:01 KYO コメント返信

11:04 KYO 他ブログコメント

11:12 KYO 他ブログコメント

11:17 KYO 投稿 023
12:14 だめな嫁 コメント 023
14:25 でぶ子 コメント 023
14:36 しっかりさん コメント 023

2006/11/14 12:21 KYO コメント返信

12:24 KYO コメント返信

12:31 KYO コメント返信

12:38 KYO 他ブログコメント

12:45 KYO 他ブログコメント

12:55 KYO 他ブログコメント

19:31 KYO 投稿 024
20:14 だめな嫁 コメント 024
20:31 でぶ子 コメント 024

2006/11/15 08:47 ちち コメント 024
10:16 KYO コメント返信

10:21 KYO コメント返信

10:22 KYO コメント返信

10:26 KYO 他ブログコメント

10:30 KYO 他ブログコメント

10:41 KYO 他ブログコメント

14:07 嫁 3 コメント 022
14:12 嫁 3 コメント 024
15:28 しっかりさん コメント 024
18:42 KYO コメント返信

18:49 KYO コメント返信

19:49 KYO 他ブログコメント

2006/11/16 09:52 KYO コメント返信

10:00 KYO 他ブログコメント

15:51 かな コメント 024
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2006/11/17 12:11 KYO コメント返信

12:15 KYO 他ブログコメント

12:28 KYO 他ブログコメント

12:37 KYO 投稿 025
13:46 おやじ虫 コメント 025
14:15 しっかりさん コメント 025
16:27 嫁 3 コメント 025
16:15 だめな嫁 コメント 025
23:48 鬼教官 コメント 025

2006/11/20 11:48 KYO コメント返信

11:59 KYO コメント返信

12:08 KYO コメント返信

12:14 KYO コメント返信

12:16 KYO コメント返信

12:24 KYO 他ブログコメント

12:31 KYO 他ブログコメント

12:42 KYO 他ブログコメント

2006/11/21 23:01 KYO 他ブログコメント

2006/11/22 09:20 かな コメント 025
19:28 KYO 他ブログコメント

19:33 KYO コメント返信

2006/11/23 12:54 TAK コメント 025
13:01 KYO 他ブログコメント

13:05 KYO 他ブログコメント

18:09 でぶ子 コメント 025
2006/11/24 12:42 こーじ コメント 025

12:43 KYO コメント返信

12:49 KYO コメント返信

12:56 KYO コメント返信

12:59 KYO 他ブログコメント

13:29 KYO 投稿 026
14:32 おやぢ虫 コメント 026
14:39 KYO コメント返信

15:41 だめな嫁 コメント 026
15:43 だめな嫁 コメント 026
16:25 KYO コメント返信

18:44 しっかりさん コメント 026
21:04 でぶ子 コメント 026
21:38 それっちょ コメント 026

2006/11/25 08:13 まりりん コメント 026
09:48 しっかりさん コメント 026
10:32 こーじ コメント 026
17:42 KYO 他ブログコメント

17:45 KYO 他ブログコメント

17:50 KYO 他ブログコメント

17:56 KYO コメント返信

18:00 KYO コメント返信

18:06 KYO コメント返信

18:08 KYO コメント返信

18:10 KYO コメント返信

2006/11/27 08:09 KYO 投稿 027
09:22 KYO 他ブログコメント

09:27 KYO 他ブログコメント

09:31 KYO 他ブログコメント

09:40 KYO 他ブログコメント

13:57 よっちゃんまま コメント 026
15:28 しっかりさん コメント 027
15:40 でぶ子 コメント 027
17:20 だめな嫁 コメント 027
18:54 KYO コメント返信

18:59 KYO コメント返信

19:03 KYO コメント返信

19:10 KYO コメント返信

19:20 KYO 他ブログコメント

19:28 KYO 他ブログコメント

19:31 KYO 他ブログコメント

2006/11/29 10:27 KYO 他ブログコメント

10:33 KYO 他ブログコメント

11:51 ミヨ コメント 027
14:38 嫁 3 コメント 027

2006/12/1 09:53 KYO コメント返信

09:58 KYO コメント返信

10:08 KYO 他ブログコメント

10:13 KYO 他ブログコメント

10:21 KYO 他ブログコメント

10:24 KYO 他ブログコメント

10:47 KYO 投稿 028
11:56 だめな嫁 コメント 028
16:38 しっかりさん コメント 028
18:50 KYO コメント返信

18:55 KYO コメント返信

18:58 KYO 他ブログコメント

20:24 それっちょ コメント 028
2006/12/2 11:26 こーじ コメント 028
2006/12/4 12:30 KYO コメント返信

12:33 KYO コメント返信

12:36 KYO 他ブログコメント

12:45 KYO 他ブログコメント

12:47 KYO 他ブログコメント

13:13 KYO 投稿 029
15:08 まりりん コメント 029
15:08 だめな嫁 コメント 029
17:05 しっかりさん コメント 029
18:17 KYO コメント返信

18:21 KYO コメント返信

18:28 KYO コメント返信

18:37 KYO 他ブログコメント

20:26 それっちょ コメント 029
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2006/12/6 09:44 ふみえ コメント 029
11:45 KYO コメント返信

11:46 KYO コメント返信

11:48 KYO コメント返信

11:55 KYO 他ブログコメント

12:04 KYO 他ブログコメント

12:07 KYO 他ブログコメント

20:48 KYO 他ブログコメント

20:56 KYO 他ブログコメント

2006/12/7 19:44 でぶ子 コメント 029
2006/12/9 11:32 KYO コメント返信

11:37 KYO 他ブログコメント

KYO 他ブログコメント

11:54 KYO 他ブログコメント

11:58 KYO 他ブログコメント

12:24 KYO 投稿 030
22:02 しっかりさん コメント 030

2006/12/10 23:32 それっちょ コメント 030
2006/12/11 01:25 もりもり妻 コメント 030

08:44 だめな嫁 コメント 030
16:20 こーじ コメント 030
16:46 ミヨ コメント 030

2006/12/12 08:10 KYO コメント返信

08:15 KYO コメント返信

08:17 KYO コメント返信

08:22 KYO コメント返信

08:26 KYO コメント返信

08:30 KYO コメント返信

08:40 KYO 他ブログコメント

08:45 KYO 他ブログコメント

08:51 KYO 他ブログコメント

09:22 KYO 投稿 031
10:14 こーじ コメント 031
15:55 しっかりさん コメント 031
22:33 よっちゃんまま コメント 031

2006/12/13 12:55 KYO コメント返信

13:06 KYO コメント返信

13:16 KYO コメント返信

13:28 KYO 他ブログコメント

13:32 KYO 他ブログコメント

16:37 ミヨ コメント 031
19:35 それっちょ コメント 031

2006/12/14 10:52 KYO コメント返信

10:57 KYO コメント返信

11:01 KYO 他ブログコメント

11:04 KYO 他ブログコメント

13:08 KYO 投稿 032
15:07 しっかりさん コメント 032

2006/12/15 21:59 だめな嫁 コメント 032
2006/12/16 14:09 KYO 他ブログコメント

14:16 KYO 他ブログコメント

14:18 KYO 他ブログコメント

14:30 KYO コメント返信

14:35 KYO コメント返信

16:42 それっちょ コメント 032
2006/12/18 10:21 KYO コメント返信

2006/12/19 14:52 ミヨ コメント 032
15:08 KYO コメント返信

15:20 KYO コメント返信

15:25 KYO 他ブログコメント

15:28 KYO 他ブログコメント

15:32 KYO 他ブログコメント

16:14 KYO 投稿 033
18:38 だめな嫁 コメント 033
19:22 しっかりさん コメント 033
21:04 それっちょ コメント 033

2006/12/20 08:44 某おやじ コメント 033
10:31 こーじ コメント 033

2006/12/21 10:35 KYO コメント返信

10:40 KYO コメント返信

10:42 KYO コメント返信

10:45 KYO コメント返信

10:58 KYO 他ブログコメント

11:05 KYO 他ブログコメント

11:17 ミヨ コメント 033
2006/12/22 11:33 KYO コメント返信

11:45 KYO 他ブログコメント

11:50 KYO 他ブログコメント

12:18 KYO 投稿 034
13:36 しっかりさん コメント 034
23:16 ともべえ コメント 032

2006/12/23 20:31 それっちょ コメント 034
2006/12/25 13:13 KYO コメント返信

13:16 KYO コメント返信

13:19 KYO コメント返信

19:14 だめな嫁 コメント 034
2006/12/26 10:01 かな コメント 034
2006/12/27 17:15 KYO コメント返信

17:17 KYO コメント返信

17:22 KYO 他ブログコメント

17:25 KYO 他ブログコメント

17:32 KYO 他ブログコメント

17:54 KYO 投稿 035
2006/12/28 10:45 ミヨ コメント 035

10:53 ココチチ コメント 035
16:24 しっかりさん コメント 035

2006/12/29 10:54 KYO コメント返信

10:55 KYO コメント返信

10:58 KYO コメント返信

11:10 KYO 他ブログコメント

11:17 KYO 他ブログコメント

2006/12/30 22:33 だめな嫁 コメント 035
2006/12/31 15:02 KYO コメント 036

18:49 よっちゃんまま コメント 036
21:14 KYO コメント 036
21:18 KYO 他ブログコメント

21:20 KYO 他ブログコメント

21:26 KYO 他ブログコメント

2007/1/3 14:58 KYO 他ブログコメント

15;02 KYO 他ブログコメント

15:10 KYO 他ブログコメント

18:12 KYO 投稿 036
23:44 しっかりさん コメント 036
23:48 ミヨ コメント 036

2007/1/4 14:58 こーじ コメント 036
2007/1/7 08:31 それっちょ コメント 036

187



2007/1/8 14:25 KYO コメント返信

14:29 KYO コメント返信

14:38 KYO コメント返信

14:40 KYO コメント返信

2007/1/9 14:45 KYO 投稿 037
9:45 KYO 他ブログコメント

9:49 KYO 他ブログコメント

9:59 KYO 他ブログコメント

12:23 しっかりさん コメント 037
15:51 KYO コメント返信

18:43 ココチチ コメント 037
2007/1/10 14:49 KYO 他ブログコメント

14:57 KYO 他ブログコメント

15:00 KYO コメント返信

15:05 KYO 投稿 038
16:34 しっかりさん コメント 038
21:55 KYO コメント返信

23:58 ミヨ コメント 037
2007/1/11 16:11 KYO コメント返信

2007/1/13 17:55 それっちょ コメント 037
2007/1/15 19:01 KYO コメント返信

19:11 KYO 他ブログコメント

19:22 KYO 他ブログコメント

19:33 KYO 投稿 039
2007/1/16 10:30 こーじ コメント 039

15:44 しっかりさん コメント 039
2007/1/18 22:21 よっちゃんまま コメント 039
2007/1/21 21:03 それっちょ コメント 039
2007/1/23 04:15 でぶ子 コメント 039

11:55 KYO 投稿 040
11:58 KYO コメント返信

12:00 KYO コメント返信

12:02 KYO コメント返信

12:09 KYO コメント返信

12:11 KYO コメント返信

12:14 KYO 他ブログコメント

12:17 KYO 他ブログコメント

12:26 KYO 他ブログコメント

12:35 KYO 他ブログコメント

14:32 しっかりさん コメント 040
20:43 スープ父さん コメント 040

2007/1/24 21:01 だめな嫁 コメント 040
2007/1/25 20:48 それっちょ コメント 040
2007/1/26 12:20 KYO コメント返信

12:22 KYO コメント返信

12:24 KYO コメント返信

12:26 KYO コメント返信

2007/1/30 12:24 KYO 投稿 041
13:23 こーじ コメント 041
22:17 KYO 他ブログコメント

22:20 KYO 他ブログコメント

22:26 KYO 他ブログコメント

2007/1/31 10:38 KYO コメント返信

14:28 しっかりさん コメント 041
15:07 だめな嫁 コメント 041

2007/2/1 09:38 よっちゃんまま コメント 041

2007/2/2 11:18 KYO コメント返信

11:22 KYO コメント返信

11:24 KYO コメント返信

11:43 KYO 他ブログコメント

11:45 KYO 他ブログコメント

11:54 KYO 他ブログコメント

12:58 KYO 投稿 042
15:26 しっかりさん コメント 042
20:39 だめな嫁 コメント 042

2007/2/3 08:50 スープ父さん コメント 042
11:38 こーじ コメント 042

2007/2/4 15:00 それっちょ コメント 042
2007/2/5 17/27 かな コメント 042

18:04 KYO コメント返信

18:06 KYO コメント返信

18:07 KYO コメント返信

18:10 KYO コメント返信

18:14 KYO コメント返信

18:16 KYO コメント返信

18:21 KYO 他ブログコメント

18:26 KYO 他ブログコメント

18:33 KYO 他ブログコメント

2007/2/6 10:41 KYO 投稿 043
13:00 アリス父さん コメント 043
14:09 しっかりさん コメント 043
14:31 KYO 他ブログコメント

14:38 KYO コメント返信

14:40 KYO コメント返信

15:56 だめな嫁 コメント 043
2007/2/7 11:22 こーじ コメント 043

13:47 KYO コメント返信

13:48 KYO コメント返信

14:49 よっちゃんまま コメント 043
21:01 それっちょ コメント 043

2007/2/9 09:53 こーじ コメント 043
11:46 KYO コメント返信

11:50 KYO コメント返信

11:53 KYO コメント返信

12:00 KYO 投稿 044
12:12 KYO 他ブログコメント

12:16 KYO 他ブログコメント

15:54 しっかりさん コメント 044
18:41 よっちゃんまま コメント 044
19:27 KYO コメント返信

19:30 KYO コメント返信

2007/2/14 16:46 だめな嫁 コメント 044
2007/2/15 10:25 KYO コメント返信

11:14 KYO 投稿 045
11:29 KYO 他ブログコメント

11:34 KYO 他ブログコメント

11:40 KYO 他ブログコメント

17:08 ミヨ コメント 044
17:50 しっかりさん コメント 045

2007/2/16 11:43 KYO コメント返信

11:48 KYO 他ブログコメント

12:54 かな コメント 045
14:00 すぷちち コメント 045
16:11 KYO コメント返信

21:14 こーじ コメント 045
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2007/2/17 00:28 それっちょ コメント 045
13:39 だめな嫁 コメント 045
13:40 KYO コメント返信

13:42 KYO コメント返信

13:48 KYO コメント返信

13:52 KYO コメント返信

2007/2/18 12:21 それっちょ コメント 045
22:03 KYO コメント返信

22:06 KYO コメント返信

2007/2/21 10:51 KYO 投稿 046
11:50 KYO 他ブログコメント

11:54 KYO 他ブログコメント

12:32 よっちゃんまま コメント 046
17:06 しっかりさん コメント 046
20:58 だめな嫁 コメント 046

2007/2/22 10:25 KYO コメント返信

10:28 KYO コメント返信

10:32 KYO コメント返信

10:48 KYO 他ブログコメント

10:56 KYO 他ブログコメント

15:19 KYO 投稿 047
16:36 アリチチ コメント 047
20:15 それっちょ コメント 047

2007/2/23 11:08 KYO コメント返信

11:11 KYO コメント返信

11:18 KYO 他ブログコメント

11:23 KYO 他ブログコメント

12:40 こーじ コメント 047
14:14 しっかりさん コメント 047

2007/2/24 18:56 だめな嫁 コメント 047
2007/2/25 10:16 KYO コメント返信

10:18 KYO コメント返信

2007/2/26 15:30 かな コメント 047
16:38 KYO コメント返信

2007/2/27 11:05 KYO 他ブログコメント

11:08 KYO 他ブログコメント

11:18 KYO 他ブログコメント

18:41 KYO 投稿 048
19:35 それっちょ コメント 048

2007/2/28 09:05 よっちゃんまま コメント 048
09:53 アリジジ コメント 048
16:33 しっかりさん コメント 048
21:39 だめな嫁 コメント 048

2007/3/1 09:34 かな コメント 048
11:16 KYO コメント返信

11:21 KYO コメント返信

11:22 KYO コメント返信

11:26 KYO コメント返信

11:30 KYO コメント返信

11:33 KYO コメント返信

2007/3/3 11:49 こーじ コメント 048
2007/3/5 13:32 KYO コメント返信

13:47 KYO 他ブログコメント

13:51 KYO 他ブログコメント

13:57 KYO 他ブログコメント

14:05 KYO 投稿 049
15:21 しっかりさん コメント 049
16:02 それっちょ コメント 049
16:28 こーじ コメント 049
17:07 かな コメント 049
18:21 メタボ 2 号 コメント 049
19:35 だめな嫁 コメント 049
20:13 よっちゃんまま コメント 049

2007/3/6 11:18 KYO コメント返信

11:21 KYO コメント返信

11:28 KYO コメント返信

11:32 KYO コメント返信

11:34 KYO コメント返信

11:38 KYO コメント返信

11:42 KYO コメント返信

11:52 KYO 他ブログコメント

16:11 かな コメント 049
22:22 KYO コメント返信

2007/3/7 14:25 KYO 他ブログコメント

2007/3/8 15:43 ミヨ コメント 049
18:27 KYO コメント返信

18:45 KYO 他ブログコメント

2007/3/9 18:49 KYO 他ブログコメント

18:50 KYO 他ブログコメント

18:53 KYO 他ブログコメント

2007/3/13 21:29 KYO 投稿 050
2007/3/14 20:08 それっちょ コメント 050
2007/3/19 14:04 KYO コメント返信

14:03 KYO 投稿 051
2007/3/20 09:45 それっちょ コメント 051

15:08 岐阜なおやぢ コメント 051
2007/3/21 09:00 だめな嫁 コメント 051
2007/3/22 18:32 KYO コメント返信

18:33 KYO コメント返信

18:37 KYO コメント返信

2007/3/25 11:36 こーじ コメント 051
21:21 KYO コメント返信

2007/3/26 11:59 KYO 投稿 052
16:21 こーじ コメント 052
19:49 でぶ子 コメント 052
20:38 しっかりさん コメント 052

2007/3/27 10:01 KYO コメント返信

10:06 KYO コメント返信

10:10 KYO コメント返信

10:17 KYO 他ブログコメント

10:19 KYO 他ブログコメント

10:25 KYO 他ブログコメント

10:29 KYO 他ブログコメント

2007/3/28 11:15 KYO 他ブログコメント

11:18 ミヨ コメント 052
16:21 でぶ子 コメント 052

2007/3/29 11:06 KYO コメント返信

11:08 KYO コメント返信

2007/3/30 10:48 だめな嫁 コメント 052
2007/4/3 11:09 KYO コメント返信

2007/4/12 20:10 だめな嫁 コメント 052
2007/4/16 10:47 KYO コメント返信

2007/4/18 13:10 KYO 投稿 053
2007/4/19 10:40 こーじ コメント 053

16:48 KYO コメント返信

2007/4/22 13:54 それっちょ コメント 053
2007/4/24 21:07 KYO コメント返信

2007/4/26 11:10 KYO 投稿 054
21:04 KYO 他ブログコメント

21:08 KYO 他ブログコメント

21:12 KYO 他ブログコメント

21:19 KYO 他ブログコメント

2007/4/27 12:41 こーじ コメント 054
14:14 しっかりさん コメント 054
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2007/4/28 17:51 KYO コメント返信

17:55 KYO コメント返信

2007/4/29 23:46 だめな嫁 コメント 054
2007/5/1 11:38 KYO 投稿 055

12:24 KYO コメント返信

13:36 KYO 他ブログコメント

13;39 KYO 他ブログコメント

2007/5/2 09:18 おやじ虫 コメント 055
13:17 しっかりさん コメント 055
13:22 しっかりさん コメント 055
19:07 だめな嫁 コメント 055
23:34 KYO コメント返信

23:37 KYO コメント返信

23:44 KYO 他ブログコメント

23:52 KYO 他ブログコメント

2007/5/4 20:58 KYO 投稿 056
2007/5/8 21:26 よっちゃんまま コメント 056
2007/5/9 10:49 KYO コメント返信

10:50 KYO 投稿 057
10:59 KYO 他ブログコメント

11:07 KYO 他ブログコメント

11:10 KYO 他ブログコメント

15:25 しっかりさん コメント 057
20:45 よっちゃんまま コメント 057

2007/5/10 12:30 KYO コメント返信

2007/5/12 10:15 かな コメント 057
10:44 こーじ コメント 057

2007/5/15 16:13 KYO コメント返信

16:16 KYO コメント返信

2007/5/20 17:40 だめな嫁 コメント 057
2007/5/21 13:39 KYO コメント返信

16:43 KYO 他ブログコメント

2007/5/23 10:42 KYO 投稿 058
16:41 よっちゃんまま コメント 058

2007/5/25 13:30 KYO コメント返信

2007/5/26 09:10 しっかりさん コメント 058
2007/5/27 23:04 かな コメント 058
2007/5/28 11:51 KYO コメント返信

11:55 KYO コメント返信

2007/6/4 23:20 それっちょ コメント 058
2007/6/7 14:01 KYO コメント返信

2007/6/13 11:23 KYO 投稿 059
2007/6/14 12:37 よっちゃんまま コメント 059
2007/6/15 21:18 KYO コメント返信

23:25 だめな嫁 コメント 059
2007/6/16 16:30 KYO コメント返信

2007/6/25 11:01 KYO 投稿 060
11:14 KYO 他ブログコメント

11:17 KYO 他ブログコメント

11:19 KYO 他ブログコメント

11:31 KYO 他ブログコメント

15:25 しっかりさん コメント 060
2007/6/26 10:52 KYO コメント返信

11:40 こーじ コメント 060
12:33 KYO コメント返信

2007/6/27 06:50 KYO 投稿 061
23:02 KYO 投稿 062

2007/6/30 17:31 ミヨ コメント 060
2007/7/15 22:44 KYO 投稿 063
2007/7/16 10:20 KYO コメント返信

2007/7/30 13:06 KYO 他ブログコメント

13:09 KYO 他ブログコメント

13:22 KYO 他ブログコメント

13:26 KYO 投稿 064
2007/8/1 10:19 KYO 投稿 065

12:12 こーじ コメント 065
2007/8/2 18:30 KYO コメント返信

2007/8/3 06:12 スパジジ コメント 065
09:22 KYO コメント返信

2007/8/12 15:25 ミヨ コメント 064
16:55 KYO 投稿 066
17:10 KYO コメント返信

2007/8/13 18:36 スパジジ コメント 066
22:38 KYO コメント返信

2007/8/14 09:08 よっちゃんまま コメント 066
12:29 こーじ コメント 066
22:10 KYO コメント返信

22:15 KYO コメント返信

2007/8/18 20:23 だめな嫁 コメント 066
2007/8/20 09:57 KYO コメント返信

17:39 でぶ子 コメント 066
2007/8/22 11:17 KYO コメント返信

2007/8/23 11:59 KYO 投稿 067
12:11 KYO 他ブログコメント

12:20 KYO 他ブログコメント

2007/8/24 09:41 よっちゃんまま コメント 067
11:41 こーじ コメント 067
13:57 某ジジィ コメント 067

2007/8/26 16:08 でぶ子 コメント 067
17:31 KYO 他ブログコメント

23:55 だめな嫁 コメント 067
2007/8/28 10:30 KYO コメント返信

10:35 KYO コメント返信

10:37 KYO コメント返信

10:40 KYO コメント返信

10:43 KYO コメント返信

11:58 KYO 投稿 068
12:15 KYO 他ブログコメント

12:17 KYO 他ブログコメント

15:56 だめな嫁 コメント 068
2007/8/29 13:49 しっかりさん コメント 068

14:24 こーじ コメント 068
2007/8/30 00:11 よっちゃんまま コメント 068

09:57 韓流王子 コメント 068
15:18 KYO コメント返信

15:20 KYO コメント返信

15:23 KYO コメント返信

15:24 KYO コメント返信

2007/8/31 18:14 KYO 他ブログコメント

18:16 KYO 他ブログコメント

18:20 KYO 他ブログコメント

2007/9/3 22:04 KYO 他ブログコメント

2007/9/5 12:23 KYO 投稿 069
2007/9/6 21:04 KYO 他ブログコメント

22:38 だめな嫁 コメント 069
2007/9/7 22:23 KYO 他ブログコメント

22:28 KYO コメント返信

22:32 KYO 他ブログコメント

2007/9/8 08:01 よっちゃんまま コメント 069
2007/9/9 12:56 KYO コメント返信

13:56 KYO 投稿 070
20:20 しっかりさん コメント 070
23:28 よっちゃんまま コメント 070
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2007/9/10 11:46 こーじ コメント 070
21:34 ジジイ コメント 070

2007/9/11 12:30 KYO コメント返信

12:34 KYO コメント返信

12:38 KYO コメント返信

12:41 KYO コメント返信

2007/9/12 11:22 KYO 投稿 071
11:30 KYO 他ブログコメント

15:06 スパジジ コメント 071
2007/9/13 09:09 よっちゃんまま コメント 071

12:00 こーじ コメント 071
22:56 KYO コメント返信

23:00 KYO コメント返信

23:04 KYO コメント返信

2007/9/14 20:26 だめな嫁 コメント 071
2007/9/16 17:15 KYO コメント返信

2007/9/18 09:15 ふみえ コメント 071
10:19 KYO コメント返信

10:48 KYO 投稿 072
10:58 KYO 他ブログコメント

11:02 KYO 他ブログコメント

11:08 KYO 他ブログコメント

16:21 しっかりさん コメント 072
22:35 KYO 他ブログコメント

2007/9/19 09:42 KYO コメント返信

13:43 流刑地のオジン コメント 072
19:45 KYO コメント返信

21:34 KYO 投稿 073
2007/9/20 11:05 こーじ コメント 073

11:06 こーじ コメント 072
14:40 しっかりさん コメント 073

2007/9/21 05:58 某 コメント 073
14:01 でぶ子 コメント 073

2007/9/22 09:34 KYO コメント返信

09:38 KYO コメント返信

09:47 KYO コメント返信

09:48 KYO コメント返信

09:56 KYO コメント返信

2007/9/24 11:02 KYO 他ブログコメント

2007/9/25 21:34 KYO 他ブログコメント

21:38 KYO 他ブログコメント

22:03 KYO 投稿 074
2007/9/27 09:57 某ジジイ コメント 074

10:53 こーじ コメント 074
11:20 KYO コメント返信

11:25 KYO コメント返信

12:46 KYO 他ブログコメント

13:09 KYO 投稿 075
21:04 しっかりさん コメント 075

2007/9/28 18:49 KYO コメント返信

21:19 でぶ子 コメント 075
2007/9/29 06:38 はーちゃん コメント 075
2007/10/1 10:51 KYO コメント返信

10:52 KYO コメント返信

12:39 KYO 投稿 076
14:49 KYO 他ブログコメント

23:16 だめな嫁 コメント 076
2007/10/2 15:06 スパジジ コメント 076

2007/10/3 09:47 KYO 他ブログコメント

15:14 でぶ子 コメント 076
16:26 KYO コメント返信

16:27 KYO コメント返信

16:29 KYO コメント返信

16:33 KYO 投稿 077
16:40 KYO 他ブログコメント

16:45 KYO 他ブログコメント

2007/10/4 10:58 韓流ジジイ コメント 077
15:36 KYO コメント返信

2007/10/5 13:05 だめな嫁 コメント 077
2007/10/9 12:47 すのーまん コメント 077

13:28 こーじ コメント 077
14:36 KYO コメント返信

14:38 KYO コメント返信

14:41 KYO コメント返信

2007/10/14 21:53 KYO 他ブログコメント

22:10 KYO 他ブログコメント

2007/10/15 22:29 KYO 投稿 078
23:53 よっちゃんまま コメント 077

2007/10/16 10:58 KYO コメント返信

20:22 すのーまん コメント 078
22:04 KYO コメント返信

22:09 KYO 他ブログコメント

22:17 KYO 他ブログコメント

23:28 だめな嫁 コメント 078
2007/10/17 08:42 スーパーな父 コメント 078

10:57 KYO コメント返信

10:58 KYO コメント返信

11:00 KYO 投稿 079
12:21 よっちゃんまま コメント 079
17:43 スパジジ コメント 079
21:56 KYO コメント返信

21:57 KYO コメント返信

22:07 すのーまん コメント 079
2007/10/18 12:43 でぶ子 コメント 079

21:23 KYO コメント返信

21:25 KYO コメント返信

21:33 KYO 他ブログコメント

21:41 KYO 他ブログコメント

2007/10/19 11:25 こーじ コメント 079
2007/10/23 14:39 KYO コメント返信

15:42 KYO 他ブログコメント

2007/10/24 14:06 KYO 他ブログコメント

2007/10/28 20:31 KYO 投稿 080
2007/10/29 11:21 すのーまん コメント 079
2007/10/30 21:29 KYO コメント返信

2007/11/4 13:57 KYO 投稿 081
14:07 KYO 他ブログコメント

14:14 KYO 他ブログコメント

14:19 KYO 他ブログコメント

14:32 KYO 他ブログコメント

19:51 じじい コメント 081
22:52 すのーまん コメント 081

2007/11/5 10:51 こーじ コメント 081
12:24 KYO コメント返信

12:29 KYO コメント返信

12:36 KYO コメント返信

12:45 KYO 他ブログコメント

23:27 しっかりさん コメント 081
2007/11/6 19:50 KYO コメント返信
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2007/11/7 14:36 KYO 投稿 082
15:09 すのーまん コメント 082
17:53 じじい コメント 082
19:55 KYO 他ブログコメント

20:06 KYO 他ブログコメント

20:18 KYO コメント返信

20:20 KYO コメント返信

21:21 よっちゃんまま コメント 082
21:28 でぶ子 コメント 082

2007/11/8 15:00 KYO コメント返信

15:04 KYO コメント返信

15:07 KYO 他ブログコメント

15:11 KYO 他ブログコメント

21:09 しっかりさん コメント 082
2007/11/9 09:47 こーじ コメント 082

14:50 KYO コメント返信

14:53 KYO コメント返信

15:20 KYO 投稿 083
15:28 KYO 他ブログコメント

16:54 KYO 他ブログコメント

16:57 KYO 他ブログコメント

20:47 でぶ子 コメント 083
2007/11/10 07:08 すのーまん コメント 083

11:05 KYO コメント返信

11:09 KYO コメント返信

13:03 しっかりさん コメント 083
16:19 KYO 他ブログコメント

16:26 KYO コメント返信

2007/11/11 01:20 KYO 投稿 084
10:49 こーじ コメント 084
21:39 KYO コメント返信

22:30 はーちゃん コメント 084
22:46 だめな嫁 コメント 084

2007/11/12 08:20 よっちゃんまま コメント 084
09:00 ふみえ コメント 084
11:08 すのーまん コメント 084
20:11 KYO コメント返信

20:14 KYO コメント返信

20:17 KYO コメント返信

20:20 KYO コメント返信

20:23 KYO コメント返信

20:49 KYO 投稿 085
20:55 KYO 他ブログコメント

21:16 KYO 他ブログコメント

2007/11/13 17:01 それっちょ コメント 085
2007/11/14 11:06 しっかりさん コメント 085

15:44 KYO 他ブログコメント

2007/11/15 08:57 スパジジ コメント 085
10:25 こーじ コメント 085
20:05 KYO コメント返信

20:07 KYO コメント返信

20:09 KYO コメント返信

20:12 KYO コメント返信

20:56 KYO 投稿 086
21:01 KYO 他ブログコメント

21:06 KYO 他ブログコメント

21:18 KYO 他ブログコメント

21:19 よっちゃんまま コメント 086
22:53 すのーまん コメント 086

2007/11/16 15:12 スパジジ コメント 086
16:04 しっかりさん コメント 086
19:55 KYO コメント返信

19:58 KYO コメント返信

19:59 KYO コメント返信

20:02 KYO コメント返信

20:09 KYO 他ブログコメント

2007/11/19 10:03 KYO 他ブログコメント

2007/11/20 22:24 KYO 投稿 087
2007/11/21 10:52 スパジジ コメント 087

11:02 こーじ コメント 086
11:04 KYO コメント返信

11:06 こーじ コメント 087
11:08 KYO コメント返信

11:12 KYO コメント返信

17:54 すのーまん コメント 087
2007/11/22 22:55 KYO コメント返信

2007/11/27 22:13 KYO 投稿 088
2007/11/28 08:23 KYO 他ブログコメント

11:18 KYO 他ブログコメント

11:28 KYO 他ブログコメント

14:14 しっかりさん コメント 087
15:47 某ジジイ コメント 088
22:54 よっちゃんまま コメント 088

2007/11/29 10:17 すのーまん コメント 088
10:25 こーじ コメント 088
10:26 KYO コメント返信

10:30 KYO コメント返信

10:35 KYO コメント返信

10:40 こーじ コメント 088
10:49 KYO コメント返信

10:57 KYO 他ブログコメント

11:03 KYO 他ブログコメント

2007/12/1 15:29 KYO 投稿 089
22:48 KYO 他ブログコメント

2007/12/3 11:56 KYO 投稿 090
20:43 すのーまん コメント 090

2007/12/4 08:46 ジジイ コメント 090
10:41 KYO コメント返信

10:43 KYO コメント返信

13:25 ジジイ コメント 090
16:12 はーちゃんママ コメント 090
18:14 もりもり コメント 090

2007/12/5 15:06 よっちゃんまま コメント 090
18:45 KYO コメント返信

18:49 KYO コメント返信

18:52 KYO コメント返信

18:56 KYO 他ブログコメント

2007/12/6 10:03 KYO 他ブログコメント

2007/12/7 17:19 KYO 投稿 091
20:58 オジン コメント 091

2007/12/9 10:21 KYO コメント返信

10:29 KYO 他ブログコメント

16:44 スパジジ コメント 091
2007/12/10 08:55 KYO コメント返信

08:56 KYO 投稿 092
08:56 KYO 投稿 093
12:10 こーじ コメント 093
13:35 よっちゃんまま コメント 093
13:57 スパジジ コメント 093
20:13 すのーまん コメント 093
20:16 すのーまん コメント 092
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2007/12/11 09:40 KYO コメント返信

09:44 KYO コメント返信

09:47 KYO コメント返信

09:52 KYO コメント 093
09:54 KYO コメント 093
10:12 KYO 投稿 093
10:17 KYO 他ブログコメント

10:22 KYO 他ブログコメント

11:51 スバジジ コメント 093
2007/12/12 09:06 KYO コメント返信

10:45 ミヨ コメント 093
17:43 KYO コメント返信

20:55 KYO 投稿 094
21:16 KYO 他ブログコメント

2007/12/13 15:14 しっかりさん コメント 093
2007/12/14 07:48 KYO コメント返信

2007/12/15 11:05 スバジジ コメント 094
2007/12/16 07:29 KYO コメント返信

18:56 すのーまん コメント 094
21:34 KYO 投稿 095
22:10 KYO コメント返信

22:16 KYO 他ブログコメント

22:18 KYO 他ブログコメント

2007/12/17 08:04 よっちゃんまま コメント 095
11:42 KYO コメント返信

12:34 すのーまん コメント 095
16:39 スパジジ コメント 095
17:28 KYO コメント返信

17:32 KYO コメント返信

19:58 じじい コメント 095
2007/12/18 10:09 KYO コメント返信

10:17 KYO 投稿 096
10:33 KYO 他ブログコメント

13:02 スパジジ コメント 096
14:51 こーじ コメント 095
14:52 こーじ コメント 096
15:05 すのーまん コメント 096
20:03 KYO コメント返信

22:05 KYO コメント返信

22:07 KYO コメント返信

22:09 KYO コメント返信

2007/12/19 17:52 でぶ子 コメント 096
2007/12/20 08:50 KYO コメント返信

08:54 KYO 他ブログコメント

09:06 KYO 他ブログコメント

10:26 KYO 投稿 097
13:56 しっかりさん コメント 097

2007/12/21 10:44 KYO 他ブログコメント

16:10 KYO コメント返信

20:43 KYO 投稿 098
2007/12/23 23:30 KYO 投稿 099
2007/12/24 09:11 すのーまん コメント 099

10:56 よっちゃんまま コメント 099
11:04 KYO コメント返信

11:09 KYO コメント返信

13:27 こーじ コメント 099
14:32 スバジジ コメント 099
20:24 KYO 他ブログコメント

20:30 KYO コメント返信

20:31 KYO コメント返信

20:34 KYO 投稿 100

2007/12/25 08:55 KYO 他ブログコメント

15:00 すのーまん コメント 100
22:11 KYO 投稿 101
22:15 KYO コメント返信

22:24 KYO 他ブログコメント

2007/12/26 01:39 でぶ子 コメント 101
10:03 よっちゃんまま コメント 100
16:50 スバジジ コメント 101

2007/12/27 09:03 すのーまん コメント 101
10:25 KYO コメント返信

10:29 KYO コメント返信

10:32 KYO コメント返信

10:36 KYO コメント返信

2007/12/28 08:54 KYO 他ブログコメント

09:00 KYO 他ブログコメント

11:56 こーじ コメント 101
22:15 KYO 投稿 102
22:20 KYO コメント返信

2007/12/29 08:06 スバジジ コメント 102
20:21 KYO 投稿 103
20:29 KYO 他ブログコメント

23:27 KYO コメント返信

2007/12/30 08:35 スバジジ コメント 103
16:54 KYO コメント返信

18:52 よっちゃんまま コメント 103
2007/12/31 12:38 KYO コメント返信

21:21 だめな嫁 コメント 103
2008/1/1 10:53 こーじ コメント 103
2008/1/2 13:12 KYO コメント返信

13:14 KYO コメント返信

2008/1/3 22:34 KYO 投稿 104
22:44 KYO 他ブログコメント

22:50 KYO 他ブログコメント

2008/1/4 18:48 スバジジ コメント 104
19:21 ふみえ コメント 104

2008/1/6 09:02 すのーまん コメント 104
2008/1/7 11:27 KYO コメント返信

11:30 KYO コメント返信

11:33 KYO コメント返信

11:43 KYO 他ブログコメント

17:01 しっかりさん コメント 104
18:17 KYO コメント返信

2008/1/11 11:02 こーじ コメント 104
17:33 KYO コメント返信

2008/1/14 20:52 KYO 投稿 105
2008/1/15 09:38 よっちゃんまま コメント 104
2008/1/21 09:52 KYO 投稿 106

10:18 KYO コメント返信

11:45 すのーまん コメント 106
22:04 KYO コメント返信

2008/1/22 08:27 スバジジ コメント 106
09:31 よっちゃんまま コメント 106

2008/1/23 13:40 KYO コメント返信

13:49 KYO コメント返信

21:07 KYO 他ブログコメント

21:15 KYO 他ブログコメント

2008/1/24 17:56 KYO 投稿 107
2008/1/26 09:06 某じじい コメント 107

23:15 KYO コメント返信

2008/1/28 11:12 こーじ コメント 107
12:56 KYO コメント返信
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2008/1/29 10:48 KYO 投稿 108
11:03 KYO 他ブログコメント

11:09 KYO 他ブログコメント

14:30 よっちゃんまま コメント 108
14:50 スバジジ コメント 108
17:39 KYO コメント返信

17:40 KYO コメント返信

2008/1/30 17:44 だめな嫁 コメント 108
22:03 KYO コメント返信

22:16 KYO 他ブログコメント

2008/1/31 22:55 KYO 他ブログコメント

2008/2/1 22:55 KYO 他ブログコメント

2008/2/7 20:58 すのーまん コメント 108
2008/2/9 17:18 かな コメント 107
2008/2/15 17:34 KYO 投稿 109
2008/2/18 14:44 すのーまん コメント 109
2008/3/2 12:44 それっちょ コメント 109
2008/3/4 20:33 KYO コメント返信

20:36 KYO コメント返信

20:39 KYO コメント返信

20:46 KYO 投稿 110
2008/3/5 22:04 KYO 他ブログコメント

2008/3/6 19:53 じじい コメント 110
21:16 KYO コメント返信

21:39 KYO 他ブログコメント

2008/3/7 08:36 スバジジ コメント 110
12:08 こーじ コメント 110

2008/3/8 15:38 だめな嫁 コメント 110
2008/3/10 14:40 すのーまん コメント 110
2008/3/11 22:44 KYO コメント返信

22:52 KYO コメント返信

22:52 KYO コメント返信

2008/3/21 22:00 KYO 投稿 111
2008/3/22 08:40 スバジジ コメント 111

21:16 よっちゃんまま コメント 111
2008/3/25 21:30 KYO コメント返信

21:32 KYO コメント返信

2008/4/5 21:14 KYO 投稿 112
21:27 KYO 他ブログコメント

21:31 KYO 他ブログコメント

21:39 KYO 他ブログコメント

21:57 KYO 他ブログコメント

2008/4/6 20:14 よっちゃんまま コメント 112
2008/4/7 12:53 すのーまん コメント 112
2008/4/8 09:01 KYO コメント返信

09:05 KYO コメント返信

2008/4/10 16:42 じじい コメント 112
17:58 KYO コメント返信

2008/4/13 21:04 KYO 投稿 113
2008/4/14 08:57 すのーまん コメント 113
2008/4/15 09:08 スバジジ コメント 113
2008/4/16 08:56 KYO コメント返信

08:57 KYO コメント返信

14:20 KYO 他ブログコメント

14:29 KYO 投稿 114
16:37 スバジジ コメント 114
20:58 すのーまん コメント 114

2008/4/17 10:18 よっちゃんまま コメント 114
23:08 KYO コメント返信

23:11 KYO コメント返信

23:14 KYO コメント返信

2008/5/3 11:01 こーじ コメント 114
2008/5/6 22:20 KYO コメント返信

2008/5/16 21:09 KYO 投稿 115
22:21 KYO 他ブログコメント

2008/5/17 16:57 スバジジ コメント 115
19:07 まりりん コメント 115
22:57 すのーまん コメント 115

2008/5/18 21:36 KYO コメント返信

21:38 KYO コメント返信

21:41 KYO すのままさんへ

2008/5/19 17:25 KYO 投稿 116
2008/5/20 17:29 スバジジ コメント 116
2008/5/26 21:28 よっちゃんまま コメント 116

21:54 KYO コメント返信

21:57 KYO コメント返信

22:16 KYO 投稿 117
2008/5/27 14:54 スバジジ コメント 117

18:51 すのーまん コメント 117
19:45 よっちゃんまま コメント 117

2008/5/28 11:08 こーじ コメント 117
2008/5/29 19:54 KYO コメント返信

19:57 KYO コメント返信

20:00 KYO コメント返信

20:03 KYO コメント返信

2008/6/11 09:48 KYO 他ブログコメント

2008/7/3 11:24 だめな嫁 コメント 117
2008/7/14 20:32 KYO コメント返信

2008/9/13 20:18 それっちょ コメント 117
2008/10/15 09:35 KYO コメント返信
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〈ゲイムボーイ〉ブログの時系列データ

日付 時間 行動者 イベント

2005/7/23 16:00 ゲイムボーイ 投稿 001
16:00 tai**idou *yo*kaku コメント 001
21:57 ？ コメント 001
22:27 pot*po*i p*ti*to コメント 001
23:24 nanashi コメント 001

2005/7/24 15:38 ゲイムボーイ コメント返信 001
16:19 ゲイムボーイ 投稿 002
16:23 ゲイムボーイ 投稿 003
16:27 ？ コメント 003
16:37 ゲイムボーイ コメント返信 003

2005/7/25 16:46 ゲイムボーイ 投稿 004
18:49 nanashi コメント 004

2005/7/27 1:01 ゲイムボーイ コメント返信 004
1:17 ゲイムボーイ 投稿 005

16:03 nanashi コメント 005
17:34 ゲイムボーイ コメント返信 005
19:20 ゲイムボーイ 投稿 006
21:42 たっち コメント 006

2005/7/29 16:56 ゲイムボーイ 投稿 007
21:42 ゲイムボーイ コメント返信 006

2005/7/31 4:07 ゲイムボーイ 投稿 008
8:11 サザン コメント 008

13:35 ゲイムボーイ 投稿 009
13:39 ゲイムボーイ コメント返信 008
16:24 ゲイムボーイ 投稿 010
19:23 ゲイムボーイ 投稿 011
19:50 たっち コメント 009
22:11 ゲイムボーイ コメント返信 009

2005/8/1 1:37 ack**041* コメント 005
17:12 ゲイムボーイ コメント返信 005
19:21 ゲイムボーイ 投稿 012

2005/8/2 18:58 ゲイムボーイ 投稿 013
19:44 ？ コメント 005
20:41 ？ コメント 004
21:16 ゲイムボーイ コメント返信 004
21:22 ゲイムボーイ コメント返信 005

2005/8/3 17:35 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

20:11 roo**er1*yo コメント 005
22:07 ゲイムボーイ コメント返信 005
22:18 ゲイムボーイ 投稿 014
22:28 ゲイムボーイ 投稿 015
22:55 たっち コメント 014

2005/8/4 14:45 サザン コメント 006
14:48 サザン コメント 007
14:51 サザン コメント 008
14:58 サザン コメント 009
15:06 サザン コメント 013
15:09 サザン コメント 015

2005/8/5 15:46 ゲイムボーイ コメント返信 009
16:41 ゲイムボーイ 投稿 016
16:43 ゲイムボーイ コメント返信 015
16:45 ゲイムボーイ コメント返信 008
16:48 ゲイムボーイ コメント返信 013
17:09 ゲイムボーイ コメント返信 007
17:11 ゲイムボーイ コメント返信 006
23:50 ゲイムボーイ 投稿 017

2005/8/6 0:53 sea コメント 017
0:55 sea コメント 016

14:26 ゲイムボーイ 投稿 018
21:00 ゲイムボーイ コメント返信 017
21:02 ゲイムボーイ コメント返信 016
21:36 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

21:38 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

2005/8/7 0:15 たっち コメント 018
0:25 ゲイムボーイ 投稿 019
2:56 sea コメント 018
12:10 ゲイムボーイ 投稿 020
12:12 ゲイムボーイ コメント返信 018
12:14 ゲイムボーイ コメント返信 018
15:17 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

18:04 サザン コメント 018
18:11 サザン コメント 020

2005/8/8 1:49 ゲイムボーイ コメント返信 018
1:51 ゲイムボーイ コメント返信 020
17:35 ゲイムボーイ 投稿 021
17:47 ゲイムボーイ 投稿 022
18:06 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

2005/8/9 16:33 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

16:34 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

16:36 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

18:16 ゲイムボーイ 投稿 023
2005/8/10 14:38 ちいこ コメント 023

14:48 sea コメント 023
16:17 ゲイムボーイ コメント返信 023
16:19 ゲイムボーイ コメントん返信 023
18:46 ゲイムボーイ 投稿 024
21:21 hoxxx コメント 024
21:46 ゲイムボーイ コメント返信 024

2005/8/11 0:25 ゲイムボーイ 投稿 025
10:01 ちいこ コメント 025
12:21 ゲイムボーイ コメント返信 025
12:38 sea コメント 023
12:42 sea コメント 025
13:01 ゲイムボーイ 投稿 026
13:05 ゲイムボーイ コメント返信 023
13:08 ゲイムボーイ コメント返信 025

2005/8/12 19:11 ゲイムボーイ 投稿 027
23:35 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

2005/8/13 11:44 ゲイムボーイ 投稿 028
12:14 ken**n 1 0105 コメント 028
16:39 clo**ysky*14 コメント 028
17:16 ゲイムボーイ コメント返信 028

2005/8/14 14:16 ひょっこ☆マメタ コメント 004
2005/8/16 2:20 ゲイムボーイ コメント返信 004

13:57 ゲイムボーイ 投稿 029
14:29 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

2005/8/17 1:12 Satoshi コメント 029
2:07 ゲイムボーイ コメント返信 029
9:54 Satoshi コメント 029
10:30 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

10:31 sea コメント 029
19:29 ゲイムボーイ コント返信 029
17:32 ゲイムボーイ コメント 029
19:27 ゲイムボーイ 投稿 030

2005/8/18 0:06 ゲイムボーイ 投稿 031
2:07 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

2:31 y コメント 031
13:57 ゲイムボーイ コメント返信 031
14:17 ゲイムボーイ 投稿 032
14:29 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

2005/8/19 0:03 ゲイムボーイ 投稿 033
0:09 ゲイムボーイ 投稿 034
3:01 ? コメント 033
15:46 ゲイムボーイ 投稿 035
15:48 ゲイムボーイ コメント返信 033
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2005/8/20 17:15 ゲイムボーイ 投稿 036
17:38 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

17:41 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

18:34 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

2005/8/21 15:33 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

15:34 ゲイムボーイ 投稿 037
15:36 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

2005/8/22 3:32 ？ コメント 037
18:08 さとし コメント 013

2005/8/23 12:24 ゲイムボーイ コメント返信 037
12:33 ゲイムボーイ コメント返信 013
14:16 sea コメント 037
14:32 ゲイムボーイ コメント返信 037

2005/8/24 1:57 ゲイムボーイ 投稿 038
3:11 sea コメント 037
3:13 sea コメント 038

12:00 ゲイムボーイ コメント返信 038
12:07 ゲイムボーイ コメント返信 037
14:02 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

18:18 ゲイムボーイ 投稿 039
2005/8/25 7:48 ゲイムボーイ 投稿 040

8:40 sea コメント 037
8:53 sea コメント 039

14:07 ゲイムボーイ コメント返信 037
14:10 ゲイムボーイ コメント返信 039
14:17 ゲイムボーイ 投稿 041
14:26 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

2005/8/26 4:56 sea コメント 039
5:00 sea コメント 040

2005/8/29 2:04 ゲイムボーイ コメント返信 040
2:05 ゲイムボーイ コメント返信 039
2:10 ゲイムボーイ 投稿 042

2005/8/30 16:59 あいこ コメント 002
17:04 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

17:11 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

19:12 ゲイムボーイ コメント返信 002
19:41 ゲイムボーイ 投稿 043

2005/8/31 14:49 ゲイムボーイ 投稿 044
14:54 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

2005/9/1 13:58 ゲイムボーイ 投稿 045
19:30 ゲイムボーイ 投稿 046
23:11 たっち コメント 046

2005/9/2 1:51 ゲイムボーイ コメント返信 046
2:15 ゲイムボーイ 投稿 047
7:33 hyde コメント 047

15:55 ゲイムボーイ コメント返信 047
16:03 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

16:21 ゲイムボーイ 投稿 048
16:35 ゲイムボーイ 投稿 049

2005/9/3 16:11 ちいこ コメント 049
16:51 ゲイムボーイ コメント返信 049
16:58 ゲイムボーイ 投稿 050
17:05 ゲイムボーイ 投稿 051
20:52 ？ コメント 051

2005/9/4 1:06 sea コメント 049
15:53 ゲイムボーイ コメント返信 049
15:55 ゲイムボーイ コメント返信 051
15:59 ゲイムボーイ 投稿 052
16:30 ゲイムボーイ 投稿 053
22:34 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

23:42 ちいこ コメント 053

2005/9/5 0:13 まあこ コメント 049
16:57 ゲイムボーイ コメント返信 053
16:59 ゲイムボーイ コメント返信 049
17:10 ゲイムボーイ 投稿 054
20:04 ゲイムボーイ 投稿 055

2005/9/7 6:18 hyde コメント 053
6:25 hyde コメント 054
10:26 sea コメント 053
10:30 sea コメント 054
10:35 sea コメント 055
16:41 ゲイムボーイ コメント返信 055
16:44 ゲイムボーイ コメント返信 054
16:46 ゲイムボーイ コメント返信 054
16:50 ゲイムボーイ コメント返信 053
17:00 ゲイムボーイ コメント返信 053
17:11 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

18:02 ゲイムボーイ 投稿 056
19:18 ゲイムボーイ 投稿 057
20:39 ituka コメント 057
23:12 ゲイムボーイ コメント返信 057

2005/9/8 21:59 ゲイムボーイ 投稿 058
22:23 ゲイムボーイ 投稿 059
22:42 ituka コメント 059
23:38 HARUKI コメント 059
23:40 y コメント 059

2005/9/9 2:43 ちいこ コメント 059
3:53 hyde コメント 059
11:53 ゲイムボーイ コメント返信 059
11:55 ゲイムボーイ コメント返信 059
11:57 ゲイムボーイ コメント返信 059
11:59 ゲイムボーイ コメント返信 059
12:00 ゲイムボーイ コメント返信 059
12:08 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

13:41 ゲイムボーイ 投稿 060
18:16 ゲイムボーイ 投稿 061

2005/9/11 2:32 starfish コメント 061
12:57 ゲイムボーイ コメント返信 061
16:44 ゲイムボーイ 投稿 062
20:01 ゲイムボーイ 投稿 063

2005/9/12 18:02 ゲイムボーイ 投稿 064
2005/9/13 16:59 starfish コメント 063

19:04 ゲイムボーイ 投稿 065
2005/9/16 18:39 ゲイムボーイ 投稿 066

18:45 ゲイムボーイ コメント返信 063
2005/9/17 23:15 ゲイムボーイ 投稿 067
2005/9/18 14:13 ゲイムボーイ 投稿 068
2005/9/21 0:13 ゲイムボーイ 投稿 069

4:20 ayano コメント 002
6:00 sea コメント 069

2005/9/22 23:41 ゲイムボーイ 投稿 070
23:46 ゲイムボーイ コメント返信 002
23:50 ゲイムボーイ コメント返信 069

2005/9/23 0:11 ゲイムボーイ 投稿 071
23:36 ゲイムボーイ 投稿 072
23:41 ゲイムボーイ 投稿 073

2005/9/25 1:29 ゲイムボーイ 投稿 074
6:07 sea コメント 073
11:15 hyde コメント 072

2005/9/26 23:52 ゲイムボーイ コメント返信 073
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2005/9/27 0:04 ゲイムボーイ 投稿 075
9:05 ゲイムボーイ コメント返信 072
9:18 hyde コメント 072
9:23 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

9:27 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

9:39 sea コメント 075
9:45 sea コメント 072

23:47 ゲイムボーイ コメント返信 072
23:49 ゲイムボーイ コメント返信 072
23:53 ゲイムボーイ コメント返信 075

2005/9/28 0:15 ゲイムボーイ 投稿 076
2005/10/4 9:34 ゲイムボーイ 投稿 077

10:12 ゲイムボーイ 投稿 078
13:03 sea コメント 077
13:07 sea コメント 078

2005/10/5 11:19 ゲイムボーイ コメント返信 077
11:22 ゲイムボーイ コメント返信 078

2005/10/6 5:01 hyde コメント 077
10:23 sea コメント 078
10:25 sea コメント 078
10:30 ゲイムボーイ 投稿 079
10:32 ゲイムボーイ コメント返信 077
10:34 ゲイムボーイ コメント返信 078
13:42 sea コメント 078
13:46 sea コメント 079
14:32 ゲイムボーイ コメント返信 078
14:34 ゲイムボーイ コメント返信 079
14:52 ゲイムボーイ 投稿 080

2005/10/7 5:37 sea コメント 079
20:09 ゲイムボーイ コメント返信 079

2005/10/8 15:55 ゲイムボーイ 投稿 081
16:02 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

16:03 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

16:08 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

22:19 こーいち コメント 077
22:43 こーいち コメント 080
22:48 こーいち コメント 081

2005/10/9 3:20 hyde コメント 081
2005/10/10 1:44 ゲイムボーイ コメント返信 077

1:47 ゲイムボーイ コメント返信 080
21:54 ゲイムボーイ コメント返信 081
21:56 ゲイムボーイ コメント返信 081
22:48 ゲイムボーイ 投稿 082
22:59 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

2005/10/11 0:40 sea コメント 080
0:48 sea コメント 081
0:55 sea コメント 082

2005/10/12 13:48 ゲイムボーイ コメント返信 080
13:51 ゲイムボーイ コメント返信 081
14:02 ゲイムボーイ コメント返信 082
14:20 ゲイムボーイ 投稿 083
14:20 千手 コメント 063
14:23 千手 コメント 047

2005/10/14 9:57 sea コメント 082
9:59 sea コメント 083

14:29 ゲイムボーイ コメント返信 063
19:18 ゲイムボーイ コメント返信 047
19:19 ゲイムボーイ コメント返信 082
19:21 ゲイムボーイ コメント返信 083
19:45 ゲイムボーイ 投稿 084
19:54 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

20:00 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

20:01 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

2005/10/15 0:20 sea コメント 084
12:45 ゲイムボーイ コメント返信 084

2005/10/16 4:43 こーいち コメント 084
2005/10/17 17:41 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

17:44 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

19:15 teru コメント 056
23:37 ゲイムボーイ 投稿 085
23:40 ゲイムボーイ コメント返信 084
23:47 ゲイムボーイ コメント返信 056

2005/10/18 1:46 sea コメント 085
6:48 teru コメント 056

14:55 ゲイムボーイ コメント 086
14:59 ゲイムボーイ コメント返信 056
19:26 ゲイムボーイ 投稿 086
20:07 ゲイムボーイ 投稿 087
20:17 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

20:23 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

2005/10/19 10:43 sea コメント 086
10:48 sea コメント 087
15:23 ゲイムボーイ コメント返信 086
15:25 ゲイムボーイ コメント返信 087
15:35 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

15:47 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

18:44 ゲイムボーイ 投稿 088
21:21 teru コメント 056
23:14 ゲリーマン コメント 056

2005/10/20 8:31 ふてき コメント 088
8:32 ふてき コメント 004
8:34 ふてき コメント 020
8:36 ふてき コメント 005
8:39 ふてき コメント 056
8:41 ふてき コメント 047
8:42 ふてき コメント 074
8:43 ふてき コメント 071

14:50 ゲイムボーイ 投稿 089
14:54 ゲイムボーイ コメント返信 056
14:56 ゲイムボーイ コメント返信 056
14:58 ゲイムボーイ コメント返信 056
15:01 ゲイムボーイ コメント返信 088
15:05 ゲイムボーイ コメント返信 004
15:08 ゲイムボーイ コメント返信 020
15:15 ゲイムボーイ コメント返信 005
15:20 ゲイムボーイ コメント返信 047
15:20 ゲイムボーイ コメント返信 074
15:23 ゲイムボーイ コメント返信 071

2005/10/21 16:16 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

2005/10/22 15:27 ふてき コメント 071
15:29 ふてき コメント 047
15:31 ふてき コメント 020
15:33 ふてき コメント 005

2005/10/24 17:23 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

2005/10/25 0:30 sea コメント 088
0:34 sea コメント 089

2005/10/26 15:55 ゲイムボーイ 投稿 090
15:58 ゲイムボーイ コメント返信 071
16:00 ゲイムボーイ コメント返信 047
16:03 ゲイムボーイ コメント返信 020
16:05 ゲイムボーイ コメント返信 005
16:07 ゲイムボーイ コメント返信 088
16:10 ゲイムボーイ コメント返信 089
16:14 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

16:18 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

19:01 ゲイムボーイ 投稿 091
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2005/10/27 0:23 sea コメント 090
0:27 sea コメント 091

2005/11/3 3:33 ほっしゃん コメント 091
2005/11/6 21:17 ゲイムボーイ コメント返信 090

21:19 ゲイムボーイ コメント返信 091
21:20 ゲイムボーイ コメント返信 091
21:25 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

21:30 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

22:20 ゲイムボーイ 投稿 092
2005/11/29 17:48 ゲイムボーイ 投稿 093
2005/12/2 17:39 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

18:05 ゲイムボーイ 投稿 094
18:17 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

21:08 ゲイムボーイ 投稿 095
2005/12/3 6:42 sea コメント 093

9:48 Satoshi コメント 095
2005/12/4 13:07 ゲイムボーイ コメント返信 093

13:10 ゲイムボーイ コメント返信 095
13:13 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

13:17 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

13:31 ゲイムボーイ 投稿 096
14:01 ゲイムボーイ 投稿 097
16:54 ゲイムボーイ 投稿 098
17:13 ゲイムボーイ 投稿 099

2005/12/5 18:38 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

2005/12/6 6:35 sea コメント 098
6:38 sea コメント 099

18:36 ゲイムボーイ コメント返信 098
18:39 ゲイムボーイ コメント返信 099
18:46 ゲイムボーイ 投稿 100
19:16 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

19:20 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

2005/12/8 10:04 sea コメント 099
10:11 sea コメント 100
14:37 ゲイムボーイ コメント返信 099
14:40 ゲイムボーイ コメント返信 100
20:08 ゲイムボーイ 投稿 101
20:15 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

2005/12/10 4:32 sea コメント 101
2005/12/11 14:39 ゲイムボーイ コメント返信 097

14:40 ゲイムボーイ コメント返信 101
14:51 ゲイムボーイ 投稿 102
15:08 ゲイムボーイ 投稿 103
15:19 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

15:22 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

15:24 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

15:36 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

15:55 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

16:00 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

2005/12/12 16:41 ゲイムボーイ コメント返信 103
16:58 ゲイムボーイ 投稿 104
17:02 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

17:02 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

17:12 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

17:14 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

20:23 yone コメント 104
23:42 ほっしゃん コメント 104

2005/12/13 5:25 ？ コメント 104
11:57 sea コメント 104
16:58 Satoshi コメント 104
15:55 ゲイムボーイ コメント返信 104

2005/12/16 20:27 ゲイムボーイ 投稿 105
20:32 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

20:42 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

20:49 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

20:51 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

20:56 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

21:04 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

21:15 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

2005/12/17 4:44 hyde コメント 105
2005/12/21 21:30 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

21:04 ゲイムボーイ コメント返信 105
21:07 ゲイムボーイ 投稿 106
21:07 ゲイムボーイ 投稿 107
21:24 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

21:34 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

21:36 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

21:38 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

21:56 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

2005/12/22 4:57 hyde コメント 107
5:04 hyde コメント 106

19:01 Satoshi コメント 106
19:05 Satoshi コメント 107

2005/12/25 17:43 ゲイムボーイ コメント返信 107
17:45 ゲイムボーイ コメント返信 107
17:46 ゲイムボーイ コメント返信 106
17:48 ゲイムボーイ コメント返信 106
17:52 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

18:36 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

18:40 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

18:45 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

19:01 ゲイムボーイ 投稿 108
2005/12/26 15:03 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

15:17 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

15:27 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

15:30 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

16:22 ゲイムボーイ 投稿 109
16:36 ゲイムボーイ 投稿 110
16:51 ゲイムボーイ 投稿 111

2005/12/27 3:05 hyde コメント 111
2005/12/28 15:57 ゲイムボーイ コメント返信 111

17:35 ゲイムボーイ 投稿 112
17:35 ゲイムボーイ 投稿 113
18:38 ゲイムボーイ 投稿 114
21:54 Satoshi コメント 114

2005/12/29 5:14 hyde コメント 111
5:27 hyde コメント 114

13:03 紺野 コメント 114
18:02 ゲイムボーイ コメント返信 114
18:06 ゲイムボーイ コメント返信 114
18:06 ゲイムボーイ コメント返信 114
18:08 ゲイムボーイ コメント返信 111
18:13 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

18:20 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

18:50 ゲイムボーイ 投稿 115
19:12 ゲイムボーイ 投稿 116
19:25 ゲイムボーイ 投稿 117
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2005/12/30 5:10 hyde コメント 111
5:25 hyde コメント 117
5:34 hyde コメント 117

19:33 ゲイムボーイ コメント返信 111
19:38 ゲイムボーイ コメント返信 117
19:40 ゲイムボーイ コメント返信 117
19:55 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

20:11 ゲイムボーイ 投稿 118
21:15 ゲイムボーイ 投稿 119

2005/12/31 3:06 hyde コメント 117
3:16 hyde コメント 118

17:56 ゲイムボーイ コメント返信 117
17:58 ゲイムボーイ コメント返信 118
18:05 ゲイムボーイ 投稿 120
18:10 ゲイムボーイ 投稿 121

2006/1/4 13:46 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

13:51 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

13:54 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

14:03 ゲイムボーイ 投稿 122
14:23 ゲイムボーイ 投稿 123
14:37 ゲイムボーイ 投稿 124
14:53 ゲイムボーイ 投稿 125
15:15 ゲイムボーイ 投稿 126

2006/1/5 8:30 r コメント 119
15:30 ゲイムボーイ コメント返信 119
15:39 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

21:37 ゲイムボーイ 投稿 127
2006/1/6 1:00 ゲリーマン コメント 127

1:31 ゲイムボーイ コメント返信 127
4:49 hyde コメント 123

13:33 ゲイムボーイ コメント返信 123
19:37 ゲイムボーイ 投稿 128

2006/1/9 11:06 ゲイムボーイ 投稿 129
2006/1/10 15:37 hyde コメント 129

20:00 ゲイムボーイ 投稿 130
2006/1/11 0:01 Satoshi コメント 130

18:56 ゲイムボーイ コメント返信 130
19:25 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

2006/1/12 19:09 ゲイムボーイ 投稿 131
19:36 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

2006/1/13 8:11 hyde コメント 131
2006/1/14 15:44 紺野 コメント 131
2006/1/16 17:04 ゲイムボーイ コメント返信 131

17:06 ゲイムボーイ コメント返信 131
17:27 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

17:32 ゲイムボーイ 投稿 132
2006/1/17 7:48 hyde コメント 132

16:11 ゲイムボーイ コメント返信 132
16:22 こーいち コメント 132
16:25 こーいち コメント 131
16:35 こーいち コメント 129

2006/1/18 16:38 ゲイムボーイ コメント返信 132
16:41 ゲイムボーイ コメント返信 131
16:45 ゲイムボーイ コメント返信 129
16:49 ゲイムボーイ コメント返信 129
16:55 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

2006/1/24 10:06 sea コメント 130
18:50 ゲイムボーイ コメント返信 130
19:10 ゲイムボーイ 投稿 133

2006/1/26 20:16 ゲイムボーイ 投稿 134

2006/1/27 14:19 ゲイムボーイ 投稿 135
14:25 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

2006/1/29 7:15 hyde コメント 135
2006/2/4 4:02 ほっしゃん コメント 135
2006/2/6 20:40 ゲイムボーイ 投稿 136

20:48 ゲイムボーイ コメント返信 135
20:53 ゲイムボーイ コメント返信 135

2006/2/7 4:17 hyde コメント 136
2006/2/12 19:24 shu コメント 136
2006/2/16 15:53 ゲイムボーイ コメント返信 136

15:56 ゲイムボーイ コメント返信 136
16:01 ゲイムボーイ 投稿 137

2006/2/17 18:51 ゲイムボーイ 他ブログ訪問

2006/2/18 2:02 sea コメント 136
2006/3/15 22:21 ゲイムボーイ 投稿 138
2006/3/16 11:25 sea コメント 138
2006/3/20 2:42 ？ コメント 138

2:50 ？ コメント 136
3:04 ？ コメント 135

2006/4/18 16:25 まい コメント 136
2006/4/20 14:04 マイ コメント 138
2006/8/3 6:11 rus*ia* d*ni* コメント 002
2006/10/31 20:22 ハニー・ニコ・ロビン コメント 104
2006/11/6 18:31 たかし コメント 104
2007/1/28 0:02 ゲイムボーイ 投稿 139
2007/5/10 8:26 ルナ コメント 139
2007/9/6 2:32 ミゝさ☆ コメント 005
2009/7/23 4:13 はりゅ コメント 047
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〈峠の地蔵〉ブログの時系列データ

日付 時間 行動者 イベント

2006/10/3 7:45 地蔵 投稿 001
2006/10/3 16:33 地蔵 投稿 002
2006/10/10 14:06 地蔵 他ブログコメント

21:06 シノポン コメント 001
2006/10/26 14:46 ota*u*000 コメント 001
2006/10/28 13:34 地蔵 投稿 003

19:55 地蔵 投稿 004
2006/11/9 17:50 地蔵 投稿 005

17:59 地蔵 投稿 006
2006/11/11 17:03 地蔵 他ブログコメント

20:49 F コメント 006
2006/11/13 17:51 地蔵 投稿 007
2006/11/17 17:25 地蔵 他ブログコメント

2006/11/23 10:23 地蔵 投稿 008
12:27 地蔵 他ブログコメント

2006/11/25 14:43 地蔵 他ブログコメント

2006/11/27 16:52 地蔵 他ブログコメント

17:52 地蔵 他ブログコメント

2006/11/29 11:57 地蔵 他ブログコメント

2006/12/5 11:17 地蔵 他ブログコメント

2006/12/8 6:35 tan*ka*ami コメント 008
2006/12/9 12:21 地蔵 投稿 009
2006/12/11 14:11 地蔵 他ブログコメント

2006/12/12 10:34 地蔵 他ブログコメント

2006/12/14 15:01 地蔵 他ブログコメント

2006/12/17 20:06 地蔵 投稿 010
2006/12/20 16:21 地蔵 投稿 011
2006/12/25 17:22 地蔵 投稿 012
2006/12/28 11:43 地蔵 投稿 013
2006/12/29 22:50 きょうのじょー コメント 013
2006/12/30 21:14 地蔵 投稿 014
2006/12/31 10:32 地蔵 他ブログコメント

2007/1/2 10:12 M コメント 014
2007/1/1 0:09 地蔵 投稿 015
2007/1/5 18:04 地蔵 投稿 016
2007/1/6 11:22 fuj*ko*i*p コメント 016
2007/1/7 7:35 M コメント 016
2007/1/8 17:02 地蔵 投稿 017
2007/1/11 14:30 地蔵 他ブログコメント

2007/1/12 17:37 kuni コメント 017
22:03 地蔵 他ブログコメント

2007/1/14 20:20 地蔵 投稿 018
2007/1/16 14:46 地蔵 他ブログコメント

2007/1/17 15:13 ota*u*000 コメント 018
2007/1/19 14:21 地蔵 他ブログコメント

2007/1/22 17:58 地蔵 投稿 019
19:54 tan*ka*ami コメント 019

2007/1/24 15:25 地蔵 他ブログコメント

2007/1/27 19:07 M コメント 019
2007/1/28 9:56 地蔵 投稿 020
2007/2/24 9:59 じゃっく コメント 020
2007/2/9 12:06 地蔵 投稿 021
2007/2/19 19:15 みかんち♪ コメント 001
2007/2/21 12:04 M コメント 021
2007/2/24 10:00 じゃっく コメント 021
2007/3/1 17:18 地蔵 投稿 022
2007/3/2 17:53 M コメント 022
2007/3/3 13:59 へんじん コメント 022
2007/3/4 11:58 地蔵 投稿 023
2007/3/11 13:24 地蔵 投稿 024

17:54 地蔵 他ブログコメント

2007/3/22 16:19 地蔵 他ブログコメント

2007/3/25 19:48 地蔵 投稿 025
2007/3/26 14:51 みく コメント 025
2007/3/27 20:50 地蔵 他ブログコメント

2007/4/3 14:16 地蔵 投稿 026
2007/4/7 15:18 地蔵 他ブログコメント

2007/4/10 14:03 地蔵 投稿 027
2007/4/12 20:16 地蔵 他ブログコメント

2007/4/17 16:32 地蔵 投稿 028
2007/4/18 12:02 地蔵 他ブログコメント

2007/4/21 11:38 地蔵 他ブログコメント

16:03 地蔵 投稿 029
21:55 Yuri コメント 029

2007/4/22 8:41 MASA コメント 029
14:34 みく コメント 029

2007/4/23 14:31 地蔵 他ブログコメント

14:52 地蔵 他ブログコメント

2007/4/26 21:20 地蔵 他ブログコメント

2007/4/30 17:18 地蔵 投稿 030
18:05 地蔵 投稿 031

2007/5/6 22:45 地蔵 投稿 032
22:57 地蔵 投稿 033

2007/5/7 15:36 地蔵 他ブログコメント

2007/5/8 1:21 まき コメント 030
2007/5/13 7:28 地蔵 他ブログコメント

2007/5/15 17:55 地蔵 投稿 034
2007/5/20 2:37 まき コメント 030

17:55 地蔵 投稿 035
2007/5/24 23:18 黒羽快斗 コメント 030
2007/5/28 9:56 M コメント 035
2007/5/30 18:12 地蔵 投稿 036

20:24 地蔵 他ブログコメント

2007/6/1 18:46 M コメント 036
2007/6/6 12:09 はる コメント 036
2007/6/10 15:09 地蔵 投稿 037
2007/6/12 12:11 地蔵 他ブログコメント

2007/6/19 8:09 地蔵 投稿 038
2007/6/25 16:11 M コメント 038
2007/7/5 13:30 金本 コメント 038
2007/7/1 17:30 地蔵 投稿 039
2007/7/10 1:14 まき コメント 039
2007/8/1 23:39 朝日 コメント 039
2007/7/30 18:16 地蔵 投稿 040

18:30 地蔵 投稿 041
22:14 朝日 コメント 040

2007/8/11 20:09 地蔵 投稿 042
20:43 地蔵 投稿 043
23:12 地蔵 他ブログコメント

2007/8/14 11:30 ？ コメント 042
2007/8/15 21:20 めぐ コメント 043
2007/8/16 22:06 M コメント 042
2007/8/18 21:05 いかれ帽子屋 コメント 043
2007/8/25 20:04 地蔵 投稿 044

20:43 地蔵 投稿 045
2007/8/27 0:18 M コメント 045
2007/9/2 16:29 地蔵 投稿 046

19:45 地蔵 投稿 047
2007/9/6 6:46 まき コメント 047

16:01 M コメント 047
2007/9/8 23:49 めぐ コメント 047
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2007/9/10 20:48 地蔵 投稿 048
20:51 ？ コメント 048
21:07 地蔵 投稿 049

2007/9/16 16:24 地蔵 投稿 050
16:52 地蔵 投稿 051

2007/9/17 1:09 まき コメント 051
2007/9/21 14:45 さくら コメント 046
2007/9/27 13:25 M コメント 051
2007/10/1 15:58 地蔵 投稿 052

16:25 地蔵 投稿 053
2007/10/3 3:03 M コメント 053
2007/10/6 18:47 めぐ コメント 053

20:24 goo*l*ck*actor コメント 053
2007/10/9 13:15 地蔵 投稿 054
2007/10/11 19:35 ？ コメント 054
2007/10/12 5:50 goo*l*ck*actor コメント 054
2007/10/14 19:48 地蔵 投稿 055

20:19 地蔵 投稿 056
2007/10/18 20:36 地蔵 投稿 057

20:48 地蔵 投稿 058
2007/10/21 15:30 地蔵 投稿 059

20:04 地蔵 他ブログコメント

2007/11/2 14:48 地蔵 投稿 060
15:21 地蔵 投稿 061
19:27 地蔵 他ブログコメント

2007/11/9 14:20 地蔵 投稿 062
14:48 地蔵 投稿 063
20:04 地蔵 他ブログコメント

2007/11/19 18:00 地蔵 投稿 064
18:19 地蔵 投稿 065

2007/11/25 20:25 地蔵 投稿 066
20:51 地蔵 投稿 067

2007/11/28 21:13 地蔵 投稿 068
2007/12/15 15:38 地蔵 投稿 069

16:34 地蔵 投稿 070
2008/1/1 0:00 地蔵 投稿 071
2008/1/21 14:34 地蔵 投稿 072
2008/2/14 11:44 地蔵 投稿 073

17:59 地蔵 他ブログコメント

2008/2/19 12:18 地蔵 投稿 074
2008/3/25 11:32 朝日 コメント 073
2008/4/6 12:21 えみちゃん コメント 074

22:21 えみちゃん コメント 074
2008/4/8 20:24 地蔵 投稿 075

20:28 地蔵 投稿 076
20:33 地蔵 投稿 077
23:05 えみちゃん コメント 077

2008/4/11 20:37 はなまる コメント 077
2008/7/24 19:50 kig**15 コメント 077
2008/4/29 18:16 地蔵 投稿 078

18:52 えみちゃん コメント 078
18:58 はなまる コメント 078
19:13 ？ コメント 078

2008/5/2 18:22 地蔵 他ブログコメント

2008/5/29 18:14 えみちゃん コメント 078
2008/6/23 22:32 えみちゃん コメント 078
2008/7/26 17:42 朝日 コメント 078
2008/8/31 1:02 ちーこまま コメント 078
2009/9/4 19:54 kuwa コメント 078
2008/9/6 19:08 地蔵 投稿 079

19:34 ? コメント 079
19:48 えみちゃん コメント 079

2008/9/10 19:40 地蔵 他ブログコメント

2008/9/11 11:53 地蔵 投稿 080
2008/9/12 11:42 ゆき コメント 080
2008/9/15 23:46 らみ コメント 080
2008/9/16 18:21 地蔵 コメント返信 080
2008/9/17 0:24 らみ コメント 080

7:08 地蔵 コメント返信 080
8:03 らみ コメント 080

2008/9/16 18:01 地蔵 投稿 081
21:08 みく コメント 081
21:25 えみちゃん コメント 081

2008/9/19 7:08 ゆき コメント 081
2008/9/21 21:19 地蔵 投稿 082
2008/9/27 0:01 朝日 コメント 082
2008/9/29 5:14 ゆき コメント 082
2008/12/18 20:39 地蔵 投稿 083
2009/1/1 10:50 地蔵 投稿 084
2009/1/2 0:46 ちーこまま コメント 084
2009/1/3 17:27 結花 コメント 084
2009/1/17 23:57 M コメント 084
2009/1/11 11:21 地蔵 投稿 085
2009/1/19 21:16 地蔵 他ブログコメント

2009/1/20 16:19 みなみ コメント 085
2009/2/15 13:59 地蔵 投稿 086

14:17 ちーこまま コメント 086
20:54 高瀬菊花 コメント 086

2009/3/22 14:29 地蔵 投稿 087
2009/3/23 0:04 M コメント 087
2009/3/27 20:07 地蔵 投稿 088
2009/4/5 18:21 地蔵 投稿 089
2009/4/7 20:51 えみちゃん コメント 089
2009/5/25 23:22 デン コメント 089
2009/10/12 21:02 古事記研究者 コメント 089
2009/4/22 23:34 地蔵 投稿 090
2009/6/11 17:34 デン コメント 090
2009/6/21 21:01 地蔵 投稿 091
2009/10/6 5:37 古事記研究者 コメント 091
2009/7/22 11:42 地蔵 投稿 092

13:15 ピンクねこ コメント 092
2009/9/23 18:32 古事記研究者 コメント 092
2009/8/10 13:53 地蔵 投稿 093
2009/8/15 11:55 ピンクねこ コメント 093
2009/9/21 17:51 ポン太 コメント 093
2009/9/23 14:25 古事記研究者 コメント 093
2009/10/31 21:16 地蔵 投稿 094
2009/11/1 9:15 ちーこまま コメント 094

13:34 テント コメント 094
2009/11/21 12:50 地蔵 投稿 095
2009/12/16 17:16 地蔵 投稿 096
2009/12/22 17:17 地蔵 投稿 097
2010/10/16 22:06 ? コメント 097
2011/2/8 23:35 ゆう コメント 097
2010/1/1 0:10 地蔵 投稿 098

8:06 ピンクねこ コメント 098
2010/1/4 17:22 えみか コメント 098

19:05 朝日 コメント 098
2010/1/17 1:55 M コメント 098
2010/1/18 5:18 M コメント 098
2010/1/23 20:21 地蔵 他ブログコメント

2011/1/19 15:46 地蔵 投稿 099
2011/1/19 16:09 ？ コメント 099
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2011/2/2 11:42 古事記研究者 コメント 099
2011/2/3 18:54 M コメント 099
2011/2/13 0:01 みやちゃん コメント 099
2011/4/9 17:36 地蔵 投稿 100
2011/4/10 0:39 ピンクねこ コメント 100
2011/4/24 18:05 地蔵 投稿 101
2011/5/2 21:30 地蔵 投稿 102
2011/5/13 1:48 M コメント 102
2011/5/15 0:08 M コメント 102
2011/5/17 18:10 地蔵 投稿 103
2011/6/24 5:11 優しくなるオジサン コメント 103
2011/7/22 13:48 地蔵 他ブログコメント

2011/7/24 21:42 TAA
2011/11/21 20:45 地蔵 投稿 104
2011/12/25 20:27 古事記研究者 コメント 104
2012/1/1 13:49 地蔵 投稿 105
2012/1/2 20:59 はなまる コメント 105
2012/1/17 15:23 M コメント 105
2012/4/5 18:31 地蔵 投稿 106
2012/5/4 18:40 きいちゃん コメント 106
2012/4/25 16:09 地蔵 投稿 107
2012/5/25 20:35 地蔵 投稿 108
2012/6/20 21:16 地蔵 投稿 109
2012/9/25 13:29 山手線 103 系 コメント 109
2012/6/30 20:26 地蔵 投稿 110
2012/7/21 21:00 地蔵 投稿 111
2012/10/29 22:51 胡蝶蘭 コメント 111
2012/12/9 11:42 地蔵 投稿 112
2013/1/10 20:07 地蔵 投稿 113
2013/2/22 14:10 地蔵 他ブログコメント

2013/3/1 14:03 地蔵 投稿 114
2013/3/19 12:09 地蔵 投稿 115
2013/5/1 14:11 地蔵 投稿 116

14:34 地蔵 投稿 117
2013/5/24 13:35 地蔵 他ブログコメント

2013/5/31 3:48 M コメント 117
2013/7/14 20:17 地蔵 投稿 118
2013/8/20 18:31 M コメント 118
2013/11/11 21:03 地蔵 投稿 119
2013/12/18 23:32 地蔵 投稿 120
2014/1/21 14:34 地蔵 投稿 121
2014/1/22 6:21 しずか コメント 121
2014/1/25 12:14 M コメント 121
2014/3/22 11:38 地蔵 投稿 122
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