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1. はじめに

現代社会では日々膨大な量の情報が各種メディアを通じて流されている。けれどもそれらの膨大

な情報すべてが人々の注目を集めるわけではなく、人々の会話にのぼるものはさらに少ない。また

それらの膨大な情報すべてが「ニュース」として人々に意識され、ニュースとして記憶されるわけ

ではない。そして明確な労働時間、例えば勤務時間中に仕事関連記事の切り抜きをする等の時間、

あるいは有権者として政治の動向に目を光らせる時間等を別として、ニュース情報接触は一般に、

自由時間の過ごし方の一種とも考えることができ、このような過ごし方は一般に、能動的というよ

りは受動的な過ごし方として扱われることが多い。

とはいえニュース情報接触は、例えていえば砂利がふるいにかけられ大きな砂利だけがふるい内

に残り、小さなものは下に落ちる、といった自動的で画一的な処理ではない。ニュース情報は各個

人のフィルタを通って、あるものは当人の記憶の端にさえ残らず、あるものは数年後、数十年後ま

で衝撃的なかたちで記憶され、あるいは繰り返し語られる。そして「おしゃべりで世界が変わる」

との視点を示した研究もある（川上, 1997,2004；川上善郎・川浦康至・片山美由紀・杉森伸吉,2001）。
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新聞のメディア機能には、報道機能・評論機能・教育機能・娯楽機能・広告機能があるとされる

（日本新聞協会研究所編, 1984）。大石（2000）は「テレビやラジオといった放送メディアにしても、

機能の分類という観点からすると新聞とほぼ同様の機能を有している。ただし、伝達される情報内

容を見るならば、放送メディアが新聞と比べ、はるかに娯楽機能を優先させていることがわかる。」

と述べ、日本の民法放送における「報道」の少なさ（20％）、「娯楽」の多さ（40％）を指摘してい

る（pp.34-36.）。しかし報道さえもが娯楽的要素のものとしてとらえられる場合がある（例えば鈴

木, 1992）。佐藤は1977年刊行の『余暇社会学』のなかで、日本人の平日の余暇は、概して、マス・

メディアとの接触が主体と述べ、ただしマス・コミの内容により、それが休息であったり、気晴ら

しであったり、パーソナリティの発展であったりすると指摘している（佐藤, 1977; pp.81-83）。

本研究ではニュース情報の娯楽的要素を視野に入れ、「ニュース情報はどのように楽しまれ、同時

に社会的現実を形成するか？」を解明することを目的とする。その手法として、片山が研究を続け

てきた自由時間準備性の概念および心理尺度を使用する。

著者は自由時間準備性尺度を用いて観光行動、地域振興活動、スポーツ観戦、等への関わり方、

楽しみ方が、３つの準備性（達成・祝祭・解放）に沿って異なることを明らかにした。（注２）例え

ば地域振興的活動に関する成人対象の調査によれば、達成準備性の高い人々は、居住地域を前提と

しない広域のボランティア活動に携わる場合が多かった（片山, 2005）。観光行動においては、達成

準備性の高い人は国内教養旅行派となることが多く、祝祭準備性および解放準備性の高い人は国内

行楽娯楽旅行が多かった（片山, 2002）。また2002年サッカー・ワールドカップの際は沢山の人々が

新たにサッカーを観戦したが、観戦歴の短いいわゆる当時のにわかファンのなかで比較しても、祝

祭準備性の高い人であれば「日本の試合がある日は自宅か知人宅に集まり皆で応援した」「日本代表

の試合の時は気持ちが高ぶった」「もっともっと盛り上がりたいと思った」「まわりに顔を合わせる

とワールドカップの話題になる人がいた」「日本中が一つになったようで楽しかった」などの回答が

多かった。他方の達成準備性の高い人は、いわゆる当時のにわかファンであっても「選手の技術を

批評した」「作戦・フォーメーションなどチームの戦略を批評した」「試合を見ることでチーム戦略

の知識を深めた」など、一見、にわかファンとはみえない観戦スタイルが多かった（片山, 2003）。

自由時間、余暇、レクリエーション活動そのもの理論をみると、例えば障害のある方々や高齢者

への治療効果を目的とするセラピューティック・レクリエーション（Therapeutic Recreation）の理論

（Stumbo & Peterson; 2004）等があるが、全般には実態描写・実態整理のものが多く、代表的な一般

理論は必ずしも豊富ではない（片山, 印刷中）。他方、デュマズディエは余暇の機能を、休息・気晴

らし・パーソナリティの発展とし、また考現学の今和次郎（1971）は、『生活学』において「生活の

文化的段階」として、生活の段階を「1. 労働と休養（栄養）とだけで循環する生活」「2. 第１のもの

に娯楽が加わって循環する生活」「3. 第２のものにさらに教養が加わって循環する生活」とした。

本論文で取りあげるニュース情報接触に際しても、その楽しみ方には、自由時間準備性でいう達

成・祝祭・解放でそれぞれ異なる楽しみ方、関わり方がみられるものと予想される。

2. 調査方法と対象

都内の5団地（練馬区・江戸川区・北区・江東区・品川区）を選定し各団地から子どものいる世帯
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を有意抽出した。調査対象者は120世帯の主婦とその半数世帯の配偶者。調査期間は2001年3月16日

から19日で、調査員により調査票配布の後、3日後団地内の回収所にて回収。配布した調査票は女性

611票、男性303票の合計914票であった。回答の不完全なものを除き有効回答票は907票となった。

年代は20代から60代で、年代毎の構成は、男性で20代3.6％、30代30％、40代47％、50代19％、60代

0.3％、女性で20代6.5％、30代38％、40代46％、50代9.3％、60代0％であった。

対象者の職業は男性では97％がフルタイム、３％がその他であり、女性では専業主婦が54％、

パート・アルバイトが38％、フルタイムが6.8％、その他が1.2％であった。

3. 自由時間準備性（暫定版）の項目および回答

調査に含まれた質問項目は、自由時間準備性（暫定版）、2001年3月9日から15日に報道された

ニュースの認知・会話行動、ふだんのおしゃべり仲間に関して等であった。

自由時間準備性の測定項目の回答に対する因子分析（主因子法、バリマックス回転）により析出

された３つの準備性、すなわち「達成準備性」「祝祭準備性」「解放準備性」を以降の分析で用いた。

なお、いずれも項目は暫定版である。

第１の「達成」とは

○“何事でも「きわめること」に興味がある”（「よくあてはまる」あるいは「あてはまる」と回答

したのは、男性52.5％、女性25.2％）

○“できればさまざまなことで経験をつみたい”（男性％69.7、女性63.4％）

などの項目を内容としていた。

なお分析にあたっては、「よくあてはまる」を４、「あてはまる」を３、「ややあてはまる」を２、

「あてはまらない」を１と得点化し、各準備性に該当する項目の得点合計を分析に用いた。これは第

２、第３の準備性についても同様である。

第２の「祝祭」とは

○“どうやって楽しもうかといつも考えている”（男性46.6％、女性45.5％）

○“人を大笑いさせるのが好きだ”（男性％40.3、女性42.1％）

などの項目を内容としていた。

第３の「解放」とは

○“毎日の仕事や生活で押しつぶされそうだ”（男性20.8％、女性13.4％）

○“きまりきった毎日の生活パターンから抜け出したい”（男性29.3％、女性25.6％）

○“本当は、もっと充実した毎日をおくりたい”（男性43.9％、女性38.5％）

などの項目を内容としていた。

4. 会話集団における対人コミュニケーションと「社会的現実」形成

まず表１に「仲間と語られる話題」のパーセンテージを示す。表中の数字は「よくある」「たまにあ

る」「ほとんどない」の選択肢のうち「よくある」のパーセンテージである。これをみると「肩のこら

ない軽い話題」「みんなが盛り上がるような楽しい話」「何かに役だつ、実用的な話題」が順に頻度が



高いことはわかるが、それぞれの話題が「どのように楽しまれているか」は明確ではない。（表１）

表1 仲間と語られる話題（「よくある」の該当パーセンテージ）

話題の種類 女性 男性 志向性との 志向性との
（％） （％） 関連（男性） 関連（女性）

a. 肩のこらない軽い話題 78 59  
b. みんなが盛り上がるような楽しい話 76 59  祝祭（＋）
c. 何かに役だつ、実用的な話題 59 45 達成（＋）
d. 自分を高めてくれるような話題 30 27 達成（＋）祝祭（＋）
e. 世間の動きについて知ったり、考えたりできる話題 23 32 達成（＋）
f. その場にいない人のうわさ話 14 17 祝祭（＋） 祝祭（＋）

また表２に、調査直前時期に流されたニュースのうち質問項目となったニュース項目および認知

率・話題率（実際にその話題を仲間と会話したパーセンテージ）、準備性との関連を示す。ここでも、

ニュースの認知率・話題率のパーセンテージのみをみただけでは、それぞれの話題が人々によって

「どのように楽しまれているのか」は明確にならない。

表２　調査項目となったニュース項目および認知率・話題率、関連志向性

領域　　　　　　　　ニュース項目 女性 男性　　 関連のみられた ニュースの
認知話題認知話題 志向性（男性） タイプ

ｂ.実習船「えひめ丸」の家族に前艦長が謝罪（9日） 99 49% 99 46% 解放（－） 惨事
国際 ｄ.コロンビアで邦人社長誘拐される（10日） 73 11% 82 10%   

ｅ.機密費流用の外務省松尾元室長逮捕（11日） 89 36% 96 38% 祝祭（＋） スキャンダル

ｆ.森首相、事実上の辞意を表明。自民五役と会談（11日）98 44% 98 42%  
政経 ｊ.森首相「拾われた赤ん坊じゃない」と発言（12日） 57 14% 64 17% 祝祭（＋） スキャンダル

ｋ.三菱自動車クレーム隠しで株主代表訴訟（13日） 51 12% 79 14%   

ｈ.タバコ、酒の自動販売機禁止。深浦町条例可決（12日）69 19% 71 20% 祝祭（＋） 欲望禁止
事件 ｌ.新幹線無人で走行。制帽取りに運転室離れる（13日） 63 21% 75 20%   

ｎ.マイライン初集計、ＮＴＴがひとり勝ち（14日） 29 28% 58 14%   

ｇ.スピードスケート世界選手権で清水宏保世界新（11日）80 16% 88 15% 達成（＋） 記録達成
運動 ｉ.サッカーくじ、totoでいきなり1億円2本（12日） 83 49% 90 49%   

ｍ.シアトル・マリナーズのイチロー初死球（14日） 69 23% 87 15%   

ａ.篠原ともえ、台湾で酔って大騒ぎと報道される（9日） 95 25% 84 18%  
芸能 ｃ.玉三郎「21世紀座」芸術監督辞任で提訴へ（10日） 68 3% 53 4%   

ｏ.久米宏母痴呆、妻更年期障害の日々を告白（15日） 56 11% 34 3%   

これら表１、表２に示すようなデータを、本研究では自由時間準備性の尺度を用いて再分析する

ことにより、新たな側面が明らかになる。

以下では、ふだんニュースに関連して会話している内容について、会話集団の中で果たしている

役割について、そして世田谷区惨殺事件という具体的事件のあと交わされた会話ののち人々が「社

会的現実」を形成するプロセスについて、の順で自由時間準備性ごとに分析を行う。なお以下より

６節まででまず男性回答票のみに対して分析を行う。

結論を先に簡単に述べれば、人々のうち、達成準備性、祝祭準備性、解放準備性の高い人々は普

段の会話、会話集団内での役割、社会的現実形成、会話にのぼる具体的ニュースなどがそれぞれ異

なることが明らかになった。
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なお以下では相関係数を r と表記し、有意水準はp<.001 を*** と表記、p<.01 を**p<.05 を* と表

記する。

まずふだんニュースに関連して会話している内容については、問において「あなたが直接会った

り、電話や電子メールでよく付き合っている仲間（個人でもグループでもよい）」のうち「ふたん、

もっともよく“話をする”仲間」を１つだけ尋ねており、そのような仲間を本調査では「会話集団」

と名付けている。また「その仲間の中では、次の事柄は、どの程度話題になりますか」と尋ね「よ

くある」「たまにある」「ほとんどない」で回答を求めている。

この問と、前述の自由時間準備性との相関係数をみると、各準備性の違いにより、話題になる会

話の内容が異なることが明らかになる。

第１に達成準備性の高い人々がふだん話題にする頻度が高いのは（問16⑨）

○「自分を高めてくれるような話題」（r=0.236 ***）

○「世間の動きについて知ったり、考えたりできる話題」（ r=0.186 ***）

○「何かに役だつ、実用的な話題」（ r=0.155 **）

である。つまりふだんから自分を高めたり、世間の動きについて知ったり、何かに役立つような、

いわば「実用的な情報」を、達成の高い人々は実際会話しているのである。

具体的に話す内容としても

○「子どもに関係する話題（担任の話とか進学問題など）」（ r=0.115 *）

つまり実用的な話題の頻度が高い程度で、全般にみると会話の頻度は高くない点が、後述の祝祭の

高い人々との明確な違いである。

また集団のなかで果たしている役割をみると、達成の高い人々は

○「仲間のリーダー的な役割をする」（ r=0.249 ***）

○「みんなの意見の調整をする」（ r=0.136 *）

など、課題遂行（Performance）にかかわる役割を果たしていることがわかる。

さらに世田谷区惨殺事件という具体的事件についてどのように感じどのように対応していったか

をみると、達成準備性の高い人々は

○「その仲間と話すうちに、事件にもっと興味を持つようになった」（ r=0.114 *）

○「ニュース報道よりもその仲間の意見の方がもっともらしいと思った」（ r=0.118 *）

など、事件に興味を持ち、理解するうえで、仲間がきっかけとなっている様子がみられる。

つまり達成準備性の高い人々は、世の中に存在する膨大な情報のなかでも、自身の判断・決定や

課題遂行に寄与するような「実用性」に役立つものを重視し、そのような情報に着目することが明

らかになった。達成の高いの人々にとって、情報とは、その後の何かの実用性に役立つ「ツール

（道具）」の意味合いが強いと考えられる。さらには、そのような会話のできる人々を仲間として選

択している可能性もある。

一方で達成の高い人々は、仲間との会話が「社会的現実」形成をうながしている様子は、次の祝

祭の高い人ほど明確にはみてとれない。

第２に祝祭準備性の高い人々が話題にする頻度が高いのは、
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○「みんなが盛り上がるような楽しい話」（ r=0.220 ***）

○「その場にいない人のうわさ話」（ r=0.171 **）

など「その場」を楽しむような話題と、

○「自分を高めてくれるような話題」（ r=0.178 **）である。

祝祭の高い人が具体的に話す内容をみると

○「配偶者に関係する話題（配偶者に対する不満とか愚痴）」（ r=0.207 ***）

○「自分たち自身の話題（毎日の悩みとか趣味など）」（ r=0.187 ***）

○「芸能人など有名人に関係する話題（芸能人の離婚とか不倫など）」（ r=0.181 **）

○「身近な知人や職場の人に関係する話題（転勤の話やうわさ話）」（ r=0.159 **）

などひろく「人のうわさ話」をよく話していることがわかる。そのほか

○「子どもに関係する話題（担任の話とか進学問題）」（ r=0.235 ***）

についても話しているが、他の項目との整合性を考えると、祝祭の高い人々は、子どもの進学より

はむしろ担任のうわさ話をしている可能性もある。

また祝祭の高い人々が集団のなかで果たしている役割をみると何より

○「その場を盛り上げる」（ r=0.374 ***）

役割を果たしているのが特徴である。そのほか

○「みんなが集まるきっかけを作る」（ r=0.187 ***）

○「仲間のリーダー的な役割をする」（ r=0.148 **）

など、その場を華やいだものにすると同時に集団の維持（Maintenance）をする役割を果たしてい

る。一方で

○「もっぱらみんなの話を聞く」頻度は低い（ r=－0.167 **）。

つまり集団のなかでは自分が会話をする役割であり、人の話をずっと聞き続けるような行動はとら

ないことがわかる。

ところで祝祭の高い人々は、世田谷区惨殺事件という具体的事件についてどのように感じどのよ

うに対応していったであろうか。祝祭準備性の高い人が所属する会話集団では

○「その仲間の中で、事件や犯人像についてしばしば話題になった」（ r=0.277 ***）

○「その仲間がどう考えているかとても知りたいと思った」（ r=0.209 ***）

○「その仲間と話すうちに、事件にもっと興味を持つようになった」（ r=0.227 ***）

など、事件に強い関心を示すと同時に実際その事件について会話をしていることがわかる。

さらに祝祭の高い人は、会話によって社会的現実を形成することが、以下のようなデータから明

らかとなる。つまり

○「その仲間と話すうちに、事件がよく理解できるようになった」（ r=0.158 **）

○「ニュース報道よりもその仲間の意見の方がもっともらしいと思った」（ r=0.167 **）

○「その仲間の、事件についての意見とは別の、自分なりの意見をもった」（ r=0.158 **）

などのことがみられるのである。それに加え、

○「このような事件にあわないための方法をその仲間で話した」（ r=0.162 **）



といった、実際に形成された社会的現実をもとに、今後どのように行動していくかの指針まで、仲

間との会話から引き出しているのが祝祭の高い人々なのである。

このように、３つの自由時間準備性のうち、祝祭準備性の高い人々は、世の中にある膨大な量の

ニュースから、特に祝祭的話題、皆が盛り上がり楽しめるような話題の会話をすると同時に、会話

によって「社会的現実」を形成していくことが明らかになった。

仲間関係に着目してさらに結果をみると、祝祭準備性の高い人にとって話題とは、そして会話と

は、仲間との関係を深め、仲間との共有の場をさらに盛り上げ、仲間と共有の社会認識をつくりあ

げていくうえでの重要なツール（道具）との位置づけをしていることが考えられる。

第３に解放準備性の高い人々については、解放準備性の高い人がふだん積極的に話題にするもの

（表1の話題）はない（すべての項目で有意な相関が得られない）。他方、具体的に話す内容としては

○「身近な知人や職場の人に関係する話題」（ r=0.173 **）、

○「配偶者に関する話題（配偶者に対する不満とか愚痴）」（ r=0.116 *）

の頻度が高めであるが、集団のなかで果たしている役割をみると（問16⑦）、

○「仲間の雑用を引き受ける」（ r=0.122 *）

程度であり、その仲間との関係（問16⑥）をみると

○「その仲間からぬけたいと思うことがある」（ r=0.246 ***）、

○「あたりさわりのないことしか言わないようにしている」（ r=0.173 **）

など、ふだんよく話をする仲間のなかから離脱しようとする様子がうかがえる。このような側面は、

達成や祝祭の高い人にはみられない特徴であり、情報の発信も受信も回避しようとする解放準備性

の高い人々の姿がうかびあがる。

このような解放準備性の高い人々は、世田谷区惨殺事件という具体的事件についてどのように感

じどのように対応していったかをみると（問17）、

○「その仲間と話すうちに、事件がよく理解できるようになった」（ r=0.153 **）

ものの、全般にこの事件に関する興味が低いことがデータからうかがわれる。

つまり解放準備性の高い人々は、情報も、そして仲間も、できることなら関わらずに距離をとり

たいものとの位置づけをしていると考えられる。

5. どのようなニュースが会話にのぼるか

ところでニュースが報道された場合、それを情報として知っているかどうか、つまり情報に接触

したか否かは人によって異なると同時に、ニュースを知っていても、それを誰か他の人に話すか否

かはまたその当人の選択によるものである。そこで以下では、調査の直前（2001年3月9日から15日）

に報道されたニュースのうち、具体的にどのような種類のニュース（表2）が認知され、会話にのぼ

るのかについて分析を行う。

この分析でも、自由時間準備性と、会話にのぼるニュースの関連が明確にみられた。

まず達成準備性の高い人々が積極的に話題にしているのは

○「スピードスケート世界選手権で清水宏保、500メートルで世界新」（ r=0.135 *）

である。人類の進歩、日本人による記録更新という「一歩前進」のニュースを知れば、達成準備性
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の高い人は、人に話さずにはいられないということである。達成の高い人にとってニュースは、

人々の明るい未来を感じとる、または彼ら自身を元気づけるものなのかもしれない。

一方祝祭準備性の高い人々は、

○「森首相、自分は“ガード下から拾われた赤ん坊じゃない”と予算委員会で発言」（ r=0.180 **）、

○「機密費流用の外務省松尾元室長、4,200万円詐欺容疑で逮捕」（ r=0.128 *）

といったスキャンダルについて、知ったからには人に話さずにはいられない、ということが明らか

になった。また

○「タバコ、酒の自動販売機を禁止。青森・深浦町、全国初の条例可決」（ r=0.173 **）

ことも、知ったからには人に話さずにはいられないようである。

他方、解放準備性の高い人々は、知ったからには人に話さずにはいられないようなニュースは特

になく、むしろ

○「実習船“えひめ丸”の犠牲者の家族に前艦長が直接謝罪。ホノルル」のニュースを知っていて

も「話さない」つまり情報発信を回避する行動をとっていた（ r=－0.118 *）。

種々の刺激から解放されたいような状態にある人にとって、えひめ丸の事件は重く、それゆえあえ

て話を避けることで自らにかかる重圧を避けようとしているとも考えられる。

以上のように、あるニュース情報について、そのニュースを積極的に人に話したり、逆にあえて

人に話すのを避けたりと、主体的に会話内容をコントロールしている人々の姿がうかびあがった。

なお（調査項目となった）ニュース項目一覧をみた場合（表２）、視点によってはスキャンダルと

タイプ分けしてもよさそうな「篠原ともえ、台湾で酔って大騒ぎと報道される」は、主役が篠原と

もえであることから、もともとの本人のキャラクターの延長線上ともとらえられ、森首相の発言で

感じられたほどのスキャンダル性は感じられなかったのではないかと考えられる。他方、「玉三郎

「21世紀座」芸術監督辞任で提訴へ」は認知率が５－６割ある一方、話題率（話題とした率）は３－

４％と全体に非常に低い。しかし、おそらくは普段から坂東玉三郎や歌舞伎に興味を持つ方、ある

いは21世紀座の地元横浜、特にこれに関わった方々等にとってはスキャンダルとしてビッグニュー

スになった（認知率とともに話題率が高かった）であろう。何がスキャンダルとされ、ビッグニュ

ースになるかは、ふだんからの当人の関心の持ち方に依存すると考えられる。

また「サッカーくじ、totoでいきなり１億円２本」は祝祭準備性の高い人々により話されそうにも

思える話題であるが、このニュースの認知率は８割以上、話題にした人も全体の約半数にのぼるほど

非常に多いため、個人差としての祝祭準備性の高い人々を刺激するよりはむしろ、それ以外のどの人

であっても、その人々のなかに存在する祝祭的な色彩を刺激したと考えるのが妥当かもしれない。

6. ニュース情報は誰が発信するものか

最後に、３つそれぞれの準備性の人々が日ごろどのような情報行動をとっているかを分析する。

祝祭準備性の高い人々は、ふだん情報を得るメディアとして

○「親しい友人」をあげるものが多い（ r=0.144 *）。

祝祭準備性の高い人にとっては基本的に、「情報とは知り合いが持っているもの」なのである。本章
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のここまでの分析結果も加えて総合的に解釈するならば、祝祭準備性の高い人々は、他の人から情

報を得ると同時に、その場でその情報をもとに会話をしながら「社会的現実」を形成し、同時にそ

の現実への対処策までを話し合うのであろう。会話が社会的現実を形成するのである。

一方達成準備性の高い人々は、ふだん情報を得るメディアとして

○「親しい友人」をあげるものも多いが（ r=0.121 *）、

○「インターネット」をあげる傾向のほうがより明確である（ r=0.195 ***）。

達成準備性の高い人々にとっては基本的に、「情報とは知り合いが持っていると同時に、インター

ネットなど、知り合いとは限らない誰かが発信しているもの」でも構わないわけであり、情報の

由来（発信者）よりも情報そのものを重視する傾向があるのである。

祝祭準備性の高い人は、仲間との会話により社会的現実を形成する一方で、達成準備性の高い人

は、仲間と同時に自身が選択的に接触するメディアによって社会的現実を形成することが考えられ

る。また本論文４節（会話集団における対人コミュニケーションと「社会的現実」形成）の結果と

あわせて考えると、形成される社会的現実の方向性が、祝祭と達成では異なる可能性がある。

7. 考察および男女差について

以上のような分析により、会話を通じて「社会的現実」が形成される過程が示唆された。

なお注意が必要なのは、先述の通り、以上の自由時間準備性との関連の分析結果は、ニュース情

報の受け手調査の男性票のみを対象としたものであるということである。

本節で報告した自由時間準備性の測定項目は複数の先行研究に基づき作成された暫定版であった。

そして男性の場合は３つの自由時間準備性が明確にニュースとうわさ現象との関連を持っていたの

に対し、女性を対象とした分析では３つの自由時間準備性のうち、特に達成準備性と祝祭準備性の

差異が、男性のように明確には表れなかったのである（表1右側）。

とはいえ、女性を対象とした分析でも男性対象の分析と整合する結果は複数得られている。たと

えば

○祝祭準備性の高い人々は「その場にいない人のうわさ話」をしているが（ r=0.112 ***）、達成の

高い人々ではそのような相関がみられない（ r=－0.002 n.s.）。また

○祝祭準備性の高い人々は「芸能人など有名人に関係する話題」をしているが（ r=0.165 ***）、達

成の高い人々ではそのような相関がみられない（ r=0.063 n.s.）。

つまり女性の場合も、祝祭準備性の高い人が、世の中にある膨大な量のニュースから、特に祝祭

的話題、皆が盛り上がり楽しめるような話題の会話をして、仲間との関係を深め、仲間との共有の

場をさらに盛り上げようとしていると考えられる点では男性と同様である。

自由時間準備性の概念はもともと、男性・女性を問わず個人差を析出する目的で作成されたもの

である。今回のように女性対象の分析で達成と祝祭の差異が表れにくかったことについては、測定

項目のより適切な選択がありえたからなのか、あるいは女性の場合これら２つの準備性が混在して

判別しにくいためなのか、あるいは対象者の職業が、男性では97％がフルタイムに対し、女性では

専業主婦が54％、パート・アルバイトが38％、フルタイムが6.8％と男女で異なることが遠因か、あ

るいはまた別の理由によるのかは今後の検討課題である。

ここではひとまず、本調査の男性票から得られた結果として以下があげられる。まず達成準備性
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の高い人のメディア利用スタイルは、実用性としてのニュース、あるいは人々の明るい未来を感じ

とる、または彼ら自身を元気づけるものとしてのニュース、との扱いであること、他方、祝祭準備

性の高い人のメディア利用スタイルは、その場を盛り上げ楽しむためのニュース、あるいは友人と

の団結のための道具の一種との扱いであることである。そして祝祭準備性の高い人は仲間との会話

を通じて「社会的現実」を形成する傾向が強いことが示唆された。そのような「社会的現実」の形

成される瞬間が、会話の主人公である人々にとっては胸の高鳴る「祝祭」「小さなお祭り」の発生す

る瞬間である可能性もある。さらに解放準備性の高い人の場合、ニュース情報とは距離をおき、か

かわりを減らしたいものであった。

なお本論文の「1. はじめに」において筆者のサッカー・ワールドカップの研究を紹介したが、そ

こで“祝祭準備性の高い人では「日本の試合がある日は自宅か知人宅に集まり皆で応援した」「日本

代表の試合の時は気持ちが高ぶった」「もっともっと盛り上がりたいと思った」「まわりに顔を合わ

せるとワールドカップの話題になる人がいた」「日本中が一つになったようで楽しかった」などの回

答が多かった。”と述べた。これは大学生および成人それぞれの、男性並びに女性の両方を対象とし

た2002年の調査結果であるが、祝祭準備性の高い人は2002年当時、ワールドカップ関連ニュース情

報に接して仲間との関係を深め、仲間との共有の場をさらに盛り上げており、この結果は本研究で

報告した内容と結果の方向が一致している。

「ビッグ・ニュース」の発生は、メディアで流されている情報そのものによってではなく１人の

人、また別の人、さらに別の人々、それぞれの口から発せられる会話という行為によって明確化し

増強され、徐々に社会的現実を形成する。その際、各人の自由時間準備性に伴い、メディアの利用

スタイルが異なり、同時に着目され会話にのぼるニュースの種類が異なることが明らかになった。

【注釈】
（注１）本論文で報告した調査は、2000-2001 年度、文部科学省科学研究費基盤研究(B)(2)『「社会的現実」形成
にかかわるニュースメディアの変容とその可能性』課題番号12410040（研究代表者：川上善郎）の一環として実
施されたものである。調査は当該研究会全員により実施され、本論文のデータ分析および本論文執筆は片山が行
った。なおこの調査と並行する研究として、いつ、どのようなメディアで、どのような量のニュースが報道され
たかについて、調査期間中のニュースを録画・分析等してメディア間のニュースの重複や共鳴化等を調べた研究
については川上善郎・日吉昭彦・石川玲子・松田光恵・鈴木靖子（2003）を参照。
（注２）これまで自由時間準備性の概念を、刺激準備性、刺激志向性、自由時間志向性等、異なる多様な呼び方
をしている。これらのネーミングのバリエーションは、各時点で、研究者との討論、研究成果による啓発の対象
者の感想（若年層・年輩層の双方を含む）、耳から聞いた場合や目で見た場合の理解されやすさ、初めて研究成
果について聞く方々にとっての誤解のされにくさや混乱の少なさ等を吟味する過程で生じたものである。また本
研究で使用した尺度は、尺度の妥当性検証過程で使用された暫定版である。今後もこの尺度を使用した研究を継
続する予定である。
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【Abstract】

Kinds of news people like and dislike and  
the formation of social reality through their conversation

Miyuki KATAYAMA, Yoshiro KAWAKAMI  

Yasuyuki KAWAURA , Shinkichi SUGIMORI 

The purpose of this study is to investigate what kind of news people like and dislike

and what kind of news people talk about with their acquaintances. 914 adults responded

to our questionnaire. It included psychological scales we proposed including three

subscales ("Personal development", "Value of humor", and "Need for a release") and the

cognition and conversation concerning news.  A psychological scale －RFT：Readiness

for Free Time－ enables us to clarify how news information was appreciated.

1. People with high "Personal development" often talk about the themes which are useful

for their next behavioral choices.  They liked news concerning a world record in sport.  For

them, news seemed to be practical or to encourage themselves.

2. People with high "Value of humor" often talk about the themes which made their

friends laugh or the themes about their acquaintances. They tend to form their social

reality through their conversation with their friends.  Also they prefer the news of

scandals of the politicians. For them, news seemed to be a tool for solidarity with friends.

3. People with high "Need for a release" had less themes to talk about with their

acquaintances except for complaints. They tend to avoid a conversation with their friends.

They especially dislike a conversation on the news of tragedy.  For them, news

information seemed to be avoided.

These results are discussed based on how significant the news information is for each

person.
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