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てとらえ、都内におけるオレオレ詐欺の電話がかか

Ⅰ.はじめに

っている情報や一般的な防犯情報などを自動的に５）

近年、ソーシャルメディア１）と呼ばれる web サー

投稿するだけであった。

ビスが爆発的なブームを巻き起こしている。

そのような「行政からのお知らせ」的なアカウン

わが国においては、Twitter２）や Facebook３）の利

ト運用を行っていたが、フォロワー数が増えず６）、

用者が急増し、平成２３年度版情報通信白書４）では

マスメディア（特定の発信者から、不特定多数の受

ソーシャルメディアの利用者が回答者の 42.9%に達

け手に向けて情報を伝達する手段となる様々な媒体）

している。ソーシャルメディア利用者の中で、

としての機能も十分発揮し得ていなかったように感

Twitter の利用者は 50.0%と高い割合を占めている。

じられた。

このような Twitter の普及を受け、多くの企業が

そもそも、ソーシャルメディアとは、インターネ

Twitter を新たなマーケティングのツールとして利

ット上で展開される情報メディアのあり方で、個人

用することに関心を寄せている。

による情報発信や個人間のコミュニケーション、人
の結びつきを利用した情報流通などといった社会的

Ⅱ.研究の背景

な要素を含んだメディアのことをいう。すなわち、

ソーシャルメディア、
特に Twitter の普及に伴い、

ソーシャルメディアは、
「コミュニケーションツール」

国及び地方公共団体等の公共機関による Twitter 利

なのであり、それをマスメディアのような使い方を

用が増加している。

していたのでは、ユーザーに受け入れられないのも

そのような流れの中、
警視庁犯罪抑止対策本部
（以

当然であった。

下、
「犯抑」という。
）では、平成 24 年 11 月 1 日か

このような反省から、平成 24 年 11 月半ばころか

ら警視庁として初めて Twitter の利用を開始した。

ら、当初発信していた事件情報や防犯情報に加え、

これは、従来、警察のメインターゲットであった高

Twitter 担当者のパーソナルな内容を含んだ投稿

齢者に対する広報啓発には限界があり、高齢者を取

（つぶやき）を織り交ぜることとした。そのように

り巻く家族や地域コミュニティへのリーチを獲得す

したところ、そのつぶやきが Twitter 内のインフル

る必要があると判断し、同月に実施された「振り込

エンサー７）の目にとまることとなった。そして、そ

め詐欺撲滅月間」に合わせて運用を開始したもので

れらインフルエンサーがリツイート８）をしたことに

ある。

より、多数の Twitter ユーザーに認知され、一気に

筆者は、
犯抑の Twitter アカウント
（@MPD_yokushi） フォロワーが増えた９）。
開設当初から、その運用を担当している。
運用開始当初は、Twitter を単なる広報媒体とし
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個人でも世界に向けて情報を発信することが可能

Ⅲ.研究の目的および方法

となった。さらに、2000 年代からは、ブログ

10）

や

11）

研究の背景で述べたように、Twitter をお知らせ

SNS 、Twitter、facebook などといったソーシャル

メディアとして利用していた間はフォロワーが増え

メディアが登場し、2010 年にはそれらが爆発的に普

ず、担当者のパーソナルなつぶやきを交えるように

及し、巨大な資本を有しない市民が容易に世界に向

なってからフォロワーが急激に増加した。

けて情報を発信することが可能となった。そして、

その要因をコミュニケーションの変化とそれに伴

ソーシャルメディアの普及は、個人と個人をつなぎ

うマーケティング手法の変遷及び組織マネジメント

クチコミを拡散させることを可能とした。

の転換、日本発祥の交番（駐在所）という警察施設

ソーシャルメディアによるコミュニケーション

又は制度と関連させて考察し、ソーシャルメディア

は、デジタルなネットワーク内のことではあるが、

における警察による情報発信の位置づけを探る。

情報伝達の手段が対面によるかインターネットに

なお、以下、意見にわたる部分は私見であること

よるかの違いがあるだけで、コミュニケーションの

を申し添える。

質や内容自体に本質的な差異はなく、個人対個人の
パーソナルなコミュニケーションである。その一方、

Ⅳ.研究の結果

情報伝達がインターネットを介することから、情報

１ コミュニケーションルネサンス

伝達（拡散）の速さと範囲が飛躍的な進歩を遂げた。

マスメディアが発達する以前、人々はどのように

「ソーシャルメディアは何か新しい事態を作り

コミュニケーションをとり、情報の伝達はいかに行

出したのではない。以前から当然のこととして存在

われていたのか。

していた、顧客同士が影響を与え合うプロセスを加

その時代、人々のコミュニケーションは基本的に

速し強化したのだ」
（イスラエル 2010）
。ソーシャル

対面という直接的な方法により行われていた。そし

メディアによりコミュニケーションのあり方がマ

て、情報は主にクチコミにより伝達されて行った。

スメディアが普及する前の形に戻ったにすぎない。

そこでは、誰もが情報発信の主体であり、発せられ

コミュニケーションルネサンスである。

る情報の力に大きな差はなかった。また、情報伝達
の速さも人から人に伝わる伝言ゲームのようなも

２ 個人のエンパワメント

ので、ゆっくりとしていた。

今や個人は場合によっては企業をもしのぐ強大

そこにマスメディアが登場し、情報の伝達は一変

な力を持ちつつあるように思われる。その一例を紹

した。

介する。

情報は、数少ない主体が独占し、そこから一方的

九州電力やらせメール事件（2011 年）は、個人の

かつ大量に発信されるようになった。人々は、情報

ソーシャルメディアによる告発が大企業のトップ

の受け手としてのみ存在し、情報を発信する術を持

を辞任に追い込んだセンセーショナルな事例であ

たず受動的であった。情報伝達の速さでもマスメデ

る。この事件は、2011 年 6 月 25 日、経済産業省が

ィアは個人のクチコミを凌駕した。

主催した玄海原子力発電所の運転再開に向けた「佐

そこでも対面によるクチコミは相変わらず存在

賀県民向け説明会」において、九州電力が関係会社

していたが、マスメディアにより発信される情報の

に対し原子力発電所の運転再開を支持するメール

洪水の中では、個人のクチコミはあまりにも無力で

を送信するよう指示していたものである。

あった。

この事件は、7 月の国会で問題とされたことを受

個人の情報発信力が相対的に無力化された時代

け、九州電力社長が事実を認め、同月 20 日の衆議

といってよい。

院予算委員会において引責辞任の意向を表明した。

その後、インターネットという技術の普及に伴い、
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しかし、この事件は、6 月 26 日の説明会が開催さ

れる前日には、すでにソーシャルメディアに情報と

い。伝統的なマーケティング・テクニックは、もは

して拡散していた。その情報は個人のブログによる

や効果を発揮しない。なぜなら、消費者はそういっ

告発であった。この情報は、6 月 26 日の説明会が行

た『自分が望まない情報』をブロックする技術を進

われた当日正午までに、Twitter を通じておよそ 1

歩させてきたからだ」
（ハリガン 2011）など、多く

万人以上に拡散したものとみられている。

の論者がソーシャルメディアの出現による従来型

「
（個人の）武器はブログなどのソーシャルテク

マーケティングの限界若しくは終焉を指摘してい

12）

ノロジーだけではない。
スマートフォン を使えば、

る。

いつでも、どこでも、個人同士がつながることがで

マーケティングは、1950 年代、60 年代は製品管

きる」
（バーノフ 2011）ようになった。対面のコミ

理中心の概念であった。1970 年代、80 年代には顧

ュニケーションのように特定の時と場所で会話す

客中心の概念へと進化し、その後さらに進化して

るという「同期作業」が不要となった。個人は、自

1990 年代から 2000 年代にかけてブランド管理とい

分の好きなときに情報にアクセスしコミュニケー

う柱が加わった（コトラー2010）
。

ションすることができるようになった。時間と場所

インターネットは、利用者が自由に情報を選択す

に制約されないコミュニケーションの場を得て能

ることができる世界であり、従来行われてきたマス

動的な存在となった。

マーケティングによる企業から利用者への一方通

斉藤徹（2011）は、
「生活者は対話交流の場を得

行の情報の押しつけが非常に難しくなっている。こ

て、能動的存在となった。購買の意向、商品の使用

のことについてコトラーは、
「企業が打ち出す広告

感、電話窓口での顧客対応、店頭での顧客サービス、

を信頼する消費者は減っている。消費者は新しい信

購入後のトラブルサポートにいたるまで、ありとあ

頼できる広告形態としてクチコミに期待している」

らゆる顧客体験が日常的にシェアされる。そして、

と述べている。

企業の不誠実な言動は告発される透明性の時代が

このような消費者の意識、行動の変化に応じたマ

訪れた」と述べ、個人が能動的な存在となったこと

ーケティングをコトラーは「マーケティング 3.0」

の結果として、日常がシェアされるようになったこ

と呼んだ。コトラーは、マーケティング 3.0 につい

と、その内容もあらゆることに及び企業の不誠実な

て次のように述べている。
「マーケティング 3.0 は

言動も告発される透明性の時代になったことを指

企業の PR 活動ではない。企業が自社の文化に価値

摘している。

を織り込むということなのである。マーケティング
3.0 は、マーケティングのやり方が消費者の行動変

３ マーケティングの変遷

化や態度変容によって大きく変えられる段階だ。そ

ソーシャルメディアの技術は、企業と消費者の関

れは消費者がより協働的、文化的、精神的なマーケ

係を大きく作り替えた。

ティング手法を求める、より洗練された形の消費者

「顧客同士がお互いに与える影響は、どんな強力

中心段階である。
」

な販促キャンペーンよりもはるかに大きい。われわ

「グローバル資本主義は、すべての価値を貨幣に

れは広告が言うことをうのみにはしない。しかし、

換算して評価する風潮を世界中に蔓延させた」
（斉

信頼できる友達の勧めには耳を傾ける」
（イスラエ

藤）
。そこでは、個人も数字とみなされ記号化され

ル）
。
「インターネットは、利用者側に圧倒的に選択

た。ソーシャルメディアは、そのアンチテーゼとし

権がある世界となっており、マスマーケティングで

て作用した。人々に「共感、信頼、評判、尊敬とい

行われてきた企業から利用者への一方通行の情報

った感情をともなった関係性の大切さ」
（斉藤）を

の押しつけが非常に難しくなってきている」
（澁谷

再認識させエンパワメント 13）した。

育人 2012）
。
「私たちは、巨額の広告予算で派手なテ

ソーシャルメディアは、情報の洪水に溺れる個人

レビ CM を流す会社や商品に、もはや関心を示さな

を救い出した。人々は、ソーシャルメディアにより
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「知っておくべき情報」をフィルタリングすること

である。

が可能となった。
「このフィルターは抽出機能だけ
はない。共感でき情報、逆に反感を感じる情報など

４ 共感、信頼の源泉

を拡散させる拡声器としての機能もあわせ持って

今日におけるマーケティングのキーワードであ

いる」
（斉藤）ことに大きな特徴がある。この拡散

る「共感」や「信頼」は、何によってもたらされる

という機能がソーシャルメディアの特徴でもあり、

のだろうか。

クチコミや共感の形成に重要な役割を果たす。拡散

相手への信頼が何によって導かれるのかという

は、時に企業が恐れる「炎上」を引き起こすことに

問いに対しては、
「相手への能力認知と公正さ認知

もなる。

が信頼をもたらすという、イェールコミュニケーシ

ソーシャルメディアの世界においては、我々がマ

ョン研究プログラム以来の伝統的な見解が半世紀

14）

ーケティングの教科書で学んだような「4P」 がほ

以上にわたって主流の回答であり続けた」
（中谷内

とんど役に立たない。消費者は、自分たちのニーズ

2008）
。能力認知とは、専門性のことである。

を満たす製品やサービスだけでなく、自分たちの精

専門性は、技術的な知識や能力についての評価に

神を感動させる経験やビジネスモデルを求めてい

よってもたらされる。公正さ認知 15）は、研究者によ

るのである。

り様々な変数があげられている。

すなわち、
「マーケティングとは共感にほかなら

たとえば、
「相手への思い」や「誠実さや正直さ」
、

ない」
（バーノフ）のである。

「透明性」などがある。これらの共通していること

このようなマーケティング手法の変遷は、我々に

は、
「信頼を寄せている相手に対して、意図的にひ

とってチャンスでもある。ハリガンによれば、これ

どいことをするつもりはない」
（中谷内）という態

らの変化により私たちは三つの「暗黒」から解放さ

度であると解することができる。

れるという。

この伝統的な見解は、情報の送り手の信憑性に関

まず、私たちは、財布の大きさ（予算の大小）に

する研究を出発点としている。そこで重視されてい

よって決定される「マーケティングの暗黒」から解

たのは「説得的コミュニケーション」であった。

放される。さらに、売り込みのために「人々の生活

これに対して、近年、相手への信頼をもたらすモ

に強制介入しなければならない暗黒」から解放され

デルとして主要価値類似性モデル（Salient Value

る。

Similarity モデル＝SVS モデル）
が注目されている。

最後に「自社を知ってもらうためにはマスメディ

SVS モデルは、人は相手の主要価値が自分のそれと

アに依存しなければならない暗黒」からも解放され

類似していると認知するとき、その相手を信頼する

る。

と予測する。

マーケティングは、4P という武器を失ったのでは

ここでも、マーケティング手法の変遷と同じよう

ない。自由になったのだ。

に、価値や共感といった精神的な要素が重視されて

ソーシャルメディアを利用したマーケティング

いることに注目する必要がある。

は、
「メディア」を介してはいるが、基本的にソー

マスマーケティングが消費者の信頼を取り戻す

シャル（社交的）であり、店頭での接客と大きく異

ということは、
「われわれが『新しい消費者信頼シ

なるところはない。店頭で顧客に対して一方的に商

ステム』16）と呼ぶものを取り込むことだ。新しい消

品やサービスの説明だけを繰り広げるようなこと

費者信頼システムは横の関係に支えられている」

はしない。顧客からの質問があれば待たせることな

（コトラー）
。大量の情報を一方的に送りつける縦

くそれに応じる。

の関係ではなく、共感やクチコミといった横の関係

不手際がありクレームがあれば、ただちに不手際

を築くことが今日のマーケティングにおける最も

を詫びて対策を講ずる。嘘偽りのない顧客第一主義

重要な課題であるといえる。
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５．ソーシャルメディアがマネジメントに与えた影響

ション部門に与えられた時間の猶予は、1 時間もあ

「
『マスメディアの時代』が『会話の時代』にな

りません。1 時間もないどころか、実際にはわずか

って一番大きな変化は、企業が顧客と接する最前線

10 分程度かも」
（ブランチャード 2012）
しれない 17）。

での迅速な決断がより強く求められるようになっ

従来型のマネジメントでは、このような事態にす

たことだろう」
（イスラエル）
。これは従来行われて

ばやく対応できない。
「所定の手続きを経なくては

おり、現在でも広く取り入れられている、そして「自

いけなかったり、部門間の壁に邪魔されたして、ど

明の理」とすら堅く信じて疑わない管理職も多い

うしても動きが遅くなる」
（バーノフ）ことが避け

「指揮命令系統」に基づくシステムと真逆の事態で

られないからである。

ある。
管理職が従来行ってきたマネジメントや信念が

（２）マイクロマネジメントからマクロマネジメントへ

どのようなものであろうと、ソーシャルメディアの

マイクロマネジメントとは、上司が部下の業務に

時代におけるこの流れを覆し後戻りさせることは

細かく干渉することをいう。マイクロマネジメント

できない。
「好もうと好まざるとにかかわらずこれ

を行う管理職は、業務のあらゆる手順を監督し、意

を受け入れなければならない」
（イスラエル）ので

思決定を任せない。

ある。

軍隊という長い歴史を持つ組織のマネジメント

さらに進めて言えば、主要な意思決定の場が末端

手法がこのマイクロマネジメントである。そこでは、

の現場に移動しただけではない。そこから先、すな

従業員の発揮すべき技能がコモディティ化 18）してし

わち意思決定の主体が「顧客の手に落ちている」
（イ

まっていている。個人が数として必要ではあるが交

スラエル）のである。

換可能な存在でしかない集団を率いる場合、このマ

このことは、企業のブランドについても妥当する。 ネジメントは強力であるといえる。
企業がブランドをコントロールすることは、もはや

特に日本型組織では、
「報告・連絡・相談」
（ホウ

不可能に近い。
「ブランドは消費者のものであり、

レンソウと略される。
）が重視される傾向にある。

ブランドのミッションはもう消費者のミッション

これが適切に機能していればよいが、往々にして上

になっている。企業にできるのは、自社の行動をブ

司が部下の仕事に細かく干渉する結果となり、誰の

ランドのミッションと一致させることだけ」
（コト

仕事であるのかも分からなくなるマイクロマネジ

ラー）である。

メントに陥ることがある。
しかし、エンパワードされた顧客を相手にするた

（１）速度の加速化

めには、現場で顧客と接する従業員に力を与えて、

一昔前であれば、組織の評判が危機に瀕するよう

問題解決にあたらせる必要がある。

な問題が発生しても、組織のコミュニケーション部

日産自動車の CEO であるカルロス・ゴーン氏は、

門には、その事態に対応するための時間が少なくと

日経ビジネスオンラインのインタビューに対して

も１日から２日の猶予があった。その間に、危機対

マネジメント手法に関して次のように述べている。

応チームは法務などの関係部署と調整し、あらゆる

「まずマネジャーに対してパワー、つまり権限を

選択肢を検討することができた。そして、想定問答

委譲することがとても重要です。そう、権限委譲で

などの対応原稿を書き万全の準備を整えた上で公

す。その一方で、決してマイクロマネジメントをし

の場に出ることができた。その事実がニュースとし

てはいけない。
」19）

て出回る頃には、批判の火の手も弱まっていること

このような問題解決の必要性から、みずからの力

が多かった。

でテクノロジーを使いこなし、顧客の問題を解決す

ところが今は、
「一度ソーシャルウェブで広がり

る従業員が現れた。バーノフは、このような従業員

始めた危機に対応するまでに、企業のコミュニケー

を HERO （ Highly Empowered and Resourceful
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Operatives）と呼んだ。
「大きな力を与えられ、臨

反対に、注意深く練り上げられた『専門的』な雰囲

機応変に行動できる従業員」という意味である。

気が高まると、本当のコミュニケーションのように

テレビ CM が一方的なモノローグ

20）

であるのに対

感じられなくなるようです。今、企業やブランドの

して Twitter は会話である。しかもきわめて個人的

コミュニケーションは、より正直で、現実的で、私

色彩が強い。Twitter のコミュニティにおいて重要

的な言葉や雰囲気のあるコミュニケーション環境

とされるのは発言者である個人の信頼性である。

へと整えていく必要があります。堅苦しくて古臭い

マスメディアと会話メディアの本質的な違いは、
意思決定がトップダウンかボトムアップかという

プレスリリースやロボットみたいなコピーは、もう
役に立」たなくなっている。

ところに現れる。

ソーシャルメディアの利用者は、
「個人がたまた

マスメディアの時代における消費者に対するア

ま一つの組織に属しているからといって、すべての

プローチは、少数の経営幹部が、会社が発表する情

活動において一枚岩のように意見が一致している

報をすべてコントロールしていた。しかし、会話メ

必要などないことにも気付いている」
（イスラエル）
。

ディアの時代には、日々最前線において顧客と接し

消費者は、役所や報道機関のように執拗に情報の

ている従業員に何をどう伝えるのかという決定権

完全性を求めない。人は間違いを犯すものであると

を任せた方が賢明であり、コストの節約にもなる。

いう前提でコミュニケーションをとっている。その

このようなマイクロマネジメントからマクロマ

代わり、
「彼らが常に求めるのは、素晴らしい商品

ネジメントへの転換は、管理職の能動的な意識改革

やサービスであり、真摯で誠実な態度であり、迅速

により成し遂げられるものではない。10 年前であれ

な対応であり、生活者と同じ目線で言動すること」

ば、マスメディアのチャネルを利用して会社の代表

（斉藤）である。ソーシャルメディアの世界では、

として振る舞うことを許された従業員など考えら

このような「個人の基準」によりクチコミが形成さ

れなかった。それが、現在では「会社で働く人なら

れ、拡散されていく。

誰でも、許可のあるなしに関わらず、会社の代表に

そして、このクチコミの世界では、間違いを犯す

なることができるようになってきた」
（ブランチャ

ことよりも間違いを隠すことやごまかそうとする

ード）
。

ことが強く非難される。過ちを率直に認め謝ること

そして、こうした変化は一時的なこととして無視

（しかもこれは迅速に行われなければならない。
）
。

することはできず、また、この潮流に逆らいコント

そうすることによってソーシャルメディアでの感

ロールしようすることも、もはや選択肢にない。

情は沈静化する。Twitter では、つぶやきの削除を
行うことも「都合の悪いことを隠そうとした」とし

（３）無謬性より誠実さ

て非難の対象となる。

個人の情報ソースがマスメディアからソーシャ
ルメディアへと変化しつつあることは、そこに発信

６．犯抑アカウント運用の分析

される情報の質も変容させることとなる。

Twitter の犯抑アカウントが運用開始後 1 年で 6

従来の企業及び行政の広報は、免責条項に溢れ、

万人のフォロワーを集めたのは、これまでみてきた

あいまいで、いかに瑕疵を作らないかということに

ソーシャルメディアにおけるさまざまな理論や実

重きが置かれていたように思われる。それらは「企

践を踏まえたからではない。

業語」あるいは「官庁用語」と呼ばれ、もはや一般

それらは、いわば「後付けの理屈」に過ぎない。

用語から乖離しているとの指摘もあった。

たまたま犯抑アカウントの運用が多くの Twitter ユ

ブランチャードによれば、
「カンバセーション 21）
やコンテンツ

ーザーの目にとまり、受け入れられた。その原因や

22）

が『人間的』でくだけた感じになっ

背景について、
「今になって思えば」というレベル

ていけばいくほど、その効果はどんどん高まります。 での検討を加えたものである。
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犯抑のアカウント運用は、もっぱら「肌感覚」に

に突き抜けることで、他社が追随できず、差別化が

よるものである。理論を熟知し、それを実践しさえ

可能となる」
（イスラエル）からである。

すれば共感を得られるというものではない。このこ

さらに、イスラエルは、突き抜けるための戦略を

とをブランチャードは著書の中で次のように述べ

ふたつ挙げている。第一の戦略は、市場の伝統的な

ている。長くなるが引用する。
「ソーシャル空間で

境界線を踏み越え、代替のアイデアを発想する戦略

働くには、知識やノウハウ以上に、非常に特別な種

だ。第二の戦略は、既存のルールが支配する市場の

類の人間性が求められます。つまり、複雑な社会環

中でも、とにかく、何かしらの「世界一」を目指す

境の中で上手く立ち回れ、リスクやプレッシャーか

戦略だ。

らも逃げず、すぐに怒らないという、本質的な社交

この戦略は、岡星竜美（2009）が言うところの企

的な人間が必要なのです。コミュニケーションの専

画の考え方に通じる。岡星によれば「本当の企画」

門家は、内容だけでなく、雰囲気についてまで、コ

とは、提案された人が「そう来ましたか！」とびっ

ンマ何秒のタイミングで決断できなくてはなりま

くりするような「奇画」
、
「そこまでやりますか！」

せん。マニュアルや上司に頼らなくても、瞬時に顧

と愕然とする「鬼画」
、
「そんなことやっていいんで

客サービスモードから、伝道者モードや理性の声モ

すか！」とびびる「危画」をいう。

ードに切り替えられる能力も必須です。さらにソー

犯抑アカウントが「突き抜ける」ための戦略とし

シャル空間では、人と関わるのが大好きであること

て執った「企画」は、
「マニアック」である。警察

も大前提です。誰にでもできることではありません。 という極めて公共性の高い組織のアカウントであ
ソーシャルメディアが従来のチャネルに浸透し始

りながら、広く一般に受け入れられる可能性の低い

めたため、厳しい質問や否定的なコメントが押し寄

マニアックな企画を敢えて採用した。従来の広報ス

せてきますが、ちょっとしたことで大騒ぎするよう

タイルである「すべての受け手にとって『不可』な

なコミュニケーション専門家では、もはや、ブラン

部分がない」ことを意図的に放棄した。
「不特定多

ドや企業のコミュニケーションの中で大衆と対峙

数の「マス」を相手にするのではなく、見たい人が

する立場にふさわしいとは言えないのです。
」

見てくれればいいというスタンスを明らかに」
（ハ

ここに述べられていることは、これまで検討して

リガン）した。

きたソーシャルメディアを企業や公共機関が利用

実際に実施したマニアックな企画を紹介する。

しようとするときに必要とされる要素が過不足な
く列挙されている。
「人間性」
、
「社交性」
、
「コンマ

（１）
「萌え」イラスト

何秒の決断力」
（＝マクロマネジメント）といった

最近におけるオレオレ詐欺の手口のトレンドで

ことである。

ある現金手渡

また、数多い公共機関アカウントの中で、Twitter

し型犯行に対

ユーザーに注目され、フォローを獲得し維持するた

する注意を喚

めには、発信するコンテンツにも工夫が必要である。 起するため、
そのようなコンテンツのことをイスラエルは「突き

「知らない人

抜けたコンテンツ」と呼んでいる。

に現金を手渡

突き抜けることの重要性は、
「インターネットを

さない」
と
「イ

効果的に使うことで、より多くの見込客へアプロー

ヌのお巡りさ

チできるわけだが、その分、ライバルとの戦いも熾

ん」の語感を

烈になる。なぜなら、あなたの情報を見込客に公開

組み合わせた

するということは、世界中の競合他社にも、あなた

「テワタサナ

の情報が筒抜けになるからだ。したがって、徹底的

イーヌ」とい
128

うキャラクターを設定し、萌えイラストにより製作

交番や駐在所での各種活動になぞらえると、

した。
（図-１テワタサーイーヌ・イラスト）

Twitter が住民との対話であり、YouTube は広報誌
のような視覚的に訴求する活動であり、facebook は

（２）ケモノ娘

比較的静的な情報をある程度の長い期間にわたり

テワタサナイーヌは、図１から分かるように犬を

提供するための掲示板であり、エンターテイメント

モチーフとしている。犬、猫などの動物をモチーフ

性の強いニコニコ動画は広報誌などに織り交ぜる

23）

とした女性キャラクターは「ケモノ娘」 と呼ばれ

四コマ漫画のような存在である。

るマニアックなジャンルである。

このように、ソーシャルメディアを現実の活動に
なぞらえると、そこで何をすべきなのかが見えてく

（３）被り物

る。ソーシャルメディアは、社会にイノベーション

テワタサナイーヌは、イラスト設定にとどまらず

をもたらしたのではない。

頭全体を覆うマスクを製作した。このような美少女

生活空間とサイバー空間が重なり合う積集合を

マスクもまた極めてマニアックな趣味に分類され

作り出しただけで、そこで行われている活動は、実

ている。
（写真１）

社会での活動と大きく異なるところはない。

この他に、他の

それでは、サイバー空間における警察の活動はど

追随を許さず差別

うであろうか。サイバー空間での警察の活動には、

化を図るために執

サイバーパトロールやサイバー補導などがあり、民

った「鬼画」がテ

間と協働した活動としてはインターネットホット

ワタサナイーヌを

ラインセンターによる違法有害サイトの通報受理

利用した警察幹部

などがある。しかし、これらの活動は、サイバー空

へのインタビュー

間での様々な活動を監視し、その結果、秩序を乱す

の敢行である。こ

行為に対して介入して行くことが主な任務であり、

れは、フォロワー

サイバー空間内での秩序維持を目的としている。

33,333 人を記念

「監視」と「介入」を手段としていることから、こ

して副総監へのインタビュー、同 50,000 人を記念

れらの活動はサイバー空間の中で市民との交流や

して警視総監にインタビューを行っている。被り物

共感形成を図れるものではない。

が警視庁のトップ 2 である警視総監及び副総監にイ

生活空間には、交番や駐在所があって警察官と住

ンタビューを行ったという例は、いまだかつてない。 民の交流が図られている。一方、ソーシャルメディ
バーノフによれば「 公務員のほとんどは、自分

アでは、サイバー空間内でのことではあっても、生

に力があるとは感じておらず、臨機応変に行動もし

活空間と変わらないコミュニケーションがとられ

ていない。これらの分野では、HERO とその革新的な

ていながら、警察と市民の交流はほとんど行われて

試みを支援すれば、もたもたしているライバルに差

いない。

をつけられる」のである。

生活空間とサイバー空間の積集合に当たる部分
が、警察と市民とのコミュニケーションという場面

Ⅴ．考 察

での空白地帯となっている。
（図２）

１．活動空白地帯
ソーシャルメディアには Twitter を始めとする

２．交番・駐在所制度とソーシャルメディア

様々な種類のものがある。そして、それらは主たる

我が国には、交番・駐在所という世界に誇る警察

コミュニケーション手段がテキストであったり写

施設（制度）が存在する。

真や動画であるなどの特徴を有している。それらを

東京警視庁が設置された明治 7 年、巡査を東京の
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時代においても連綿と受け
継がれてきた。
交番・駐在所では、日々住
民と直接接している。そこで
は、事件や事故、相談ごとな
ど様々な事象が舞い込み、い
ずれもその対応に即断即決
が求められている。すべての
事象で第一線警察官に独自
の判断を行う権限が与えら
れているわけではないが、相
当数の事象は現場の警察官
の判断に委ねられている。
住民との接点で住民に貢

図-2 ソーシャルメディア空間の特性（位置づけ）

献するための権限を与えられた警察官。これはバー

各「交番所」に配置した。ここでいう「交番所」に

ノフが言う「HERO」にほかならない。新しいテクノ

は、当初は、現在の交番のような施設は置かれてお

ロジーを活用するという要件からは外れるが、それ

らず、巡査が活動する場所として指定がなされてい

は HERO の定義の中でさほど重要なものではない。

るだけであった。巡査は、交代で屯所(とんしょ)か

つまり、警察は明治時代から HERO が活躍してい

ら「交番所」まで行き、そこで立番等の活動を行っ

る組織である。

た。これが交番・駐在所の起源である。

コミュニケーションルネサンスの項で述べたよ

その後、交番が「派出所」と改称され全国に設置

うに、ソーシャルメディアにおけるコミュニケーシ

されるようになったのは明治 21 年のことであり、

ョンは、ソーシャルメディアという技術を用いてい

同時に、
「駐在所」も設置された。
「派出所」の施設

るという点を除けば、人びとが古くから行ってきた

を拠点に交替制勤務を行う警察官と、
「駐在所」の

対面による個人対個人のそれである。

施設に居住しながら勤務する警察官が、地域社会の

コミュニケーションという側面からみたとき、ソ

安全の確保に当たるという、交番・駐在所を中核と

ーシャルメディアの性質と交番・駐在所という制度

する現在の地域警察の原型がここに生まれた。

は、きわめて親和性が高い。また、警察には市民と

それから 100 年以上の月日を経て、平成 16 年 4

の直接的なコミュニケーションに関する長い伝統

月 1 日現在、全国に交番は 6,509 か所、駐在所は

に培われたノウハウとマインドがある。

7,592 か所設置されている。この数は、全国の市町

警察の Twitter 利用については、
イスラエルが
「ツ

村数の約 5 倍であり、正に全国津々浦々に交番・駐

イッターが広まりつつある領域として、２番目に取

在所が設置され、地域住民の生活に密着した警察活

り上げるのは警察組織だ。まだ初期段階ではあるが、

24）

動の拠点となっている。

急速に広まりつつあるようだ。間もなく、市民と公

警察は、交番・駐在所という施設を通して、ソー

共の安全を守る警察とが相互理解をするために、ツ

シャルメディアはおろかインターネットすらなか

イッターで対話を始めることになるだろう」と述べ、

った明治時代から地域コミュニティに入り、住民と

警察分野での Twitter 利用が拡大するであろうと予

のコミュニケーションを図ってきた。そして、その

測している。

制度や精神は、マスメディアの発達によるパーソナ

市民と直接に接する機会が非常に多い警察が

ルコミュニケーションが相対的に力を失っていた

Twitter を利用することは、ごく自然な流れであり、
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必然であったとすら言える。これは、平成 25 年警

看板を背負って発言する以上、それは組織の公式な

視庁重点目標の基本方針の一節である「住民の思い

広報となる。しかし、ソーシャルメディアは、従来

を知り息吹を感じ」という行からも読み取ることが

の広報に対する理解の範疇を超えるコミュニケー

できる。

ション技術である。広報に対する理解と実践にコペ
25）

このことを犯抑アカウント宛のメンション で端

ルニクス的転回が必要となる。これを解決するため

的に指摘したユーザーがいた。

には、ソーシャルメディアの本質に対する理解を得

「
（犯抑）のツイートは大都市東京を管轄する警

る努力が必要である。

視庁らしく無い。えらく人間臭く、身近な感じなの
だ。村の駐在所さんの様な感じ。駐在さんが近所の

（２）
「悪意の中に飛び込む必要はない」の克服

顔見知りとして地域にとけこむ様に、らしく無い警

Twitter を含めたソーシャルメディアの中には、

視庁の試みがネット空間へととけこみ、互いに良き

警察に対する悪意に満ちた発言や動画などが山ほ

隣人となれると良いね・・・・」

どある。ソーシャルメディアを使い始めることによ

このツイートは、これまで長々と述べてきたこと

り、根拠のない悪意にさらされたらどうするのか、

をわずか 120 文字あまりで言い尽くしている。

あるいは、なにも自分から悪意の中に入って行く必

Twitter で利用できる文字数には制限がある。した

要はないといった考えもある。

がって、Twitter では、非常に簡潔で単調直入な言

しかし、それは、どのような組織でもソーシャル

葉が用いられる。虚飾を排した率直な表現により、

メディアを使おうが使うまいが関係なく言われて

市民と公共機関が共通の言葉で交流することがで

いたことであり、これからも言われ続ける。ソーシ

きるようになる。

ャルメディアがあるから悪口が増えるわけではな

ソーシャルメディアの中で活動する警察官は、警

く、悪意の総量は一定である。たとえソーシャルメ

察という組織を代弁する広報担当者ではない。交番

ディアが存在しなくても悪口は言われている。それ

や駐在所の「お巡りさん」そのものである。お巡り

がソーシャルメディアに乗って可視化されたにす

さんは、市民との会話にその都度上司の決裁を仰が

ぎない。

ない。ソーシャルメディアでも同様に考えることが

あらゆる組織は、悪口を言われるためにソーシャ

必要である。

ルメディアに参加するのではない。むしろ、自分た

警察は、明治以来続く交番・駐在所という制度の

ちについてどのようなことが言われているのかを

マインドをもっている。ソーシャルメディアという

聞かないことの方が不利益である。ソーシャルメデ

空間の中においても、そのマインドを活かし市民と

ィアを使えば、否定的なコメントや不満が出てくる

良好なコミュニケーションを図るのに最も適した

と、すぐにそれを見つけることができる。それに対

組織である。

して迅速に対応できれば、否定的な感情を最小限に

ソーシャルメディアのパーソナルな側面から考

とどめることが可能となる。

えると、交代制勤務により勤務員が入れ替わる交番
というより、ひとりの警察官が日夜そこに寝泊まり

（３）検証

しながら地域とコミュニケーションを図っている

Twitter の活用によりどれだけの共感を得ること

駐在所に近い機能を有しているといえる。

ができたのか。これには、大川陽聡ら(2012)による
「Twitter 上で共感を生み出すツイートの性質に関

Ⅶ．今後の課題

する考察」などの先行研究がある。

（１）
“広報”に対する考え方の転換

犯抑の Twitter がどれだけ共感を生み出したのか、

ソーシャルメディアを従来型の広報媒体である

共感を生み出すメカニズムはどのようになってい

と考えれば、ソーシャルメディアといえども組織の

るのか、そして、共感が治安に及ぼす影響はどのよ
131

うなものがあるのかといったことを測定し、

11）ソーシャルネットワーキングサイト（Social

Twitter 利用の効果を定量的に把握するため、警察

Networking Site）人と人とのつながりを促進・

庁の科学警察研究所犯罪行動科学部犯罪予防研究

サポートする、コミュニティ型の Web サイト。友

所 26）と共同した研究に取組みたいと考えている。

人・知人間のコミュニケーションを円滑にする手
段や場を提供したり、趣味や嗜好、居住地域、出

【注】

身校、あるいは「友人の友人」といったつながり

１）
（IT 用語辞典 e-Words）

を通じて新たな人間関係を構築する場を提供す

http://e-words.jp/w/E382BDE383BCE382B7E383A

る サ ー ビ ス 。（ IT 用 語 辞 典 e-Words ）

3E383ABE383A1E38387E382A3E382A2.html（2013 年

http://e-words.jp/w/SNS.html（2013 年 10 月 23

10 月 24 日閲覧）

日閲覧）

２）https://twitter.com/

12）個人用の携帯コンピュータの機能を併せ持った

３）https://www.facebook.com/

携帯電話。
（IT 用語辞典 e-Words）

４）http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/

http://e-words.jp/w/E382B9E3839EE383BCE3838

whitepaper/ja/h23/html/nc232310.html（2013 年

8E38395E382A9E383B3.html（2013 年 10 月 23 日閲

10 月 22 日閲覧）

覧）

５）いわゆる「bot」によるつぶやきの投稿をいう。

13）個人や集団が自分の人生の主人公となれるよう

６）平成 24 年 11 月 1 日から同月 8 日までのフォロ

に力をつけて、自分自身の生活や環境をよりコン

ワーは、約 150 名であった。

トロールできるようにしていくこと。
（障害保健

７）オンライン上の大勢の人に影響を及ぼすことが

福祉研究情報システム）

できる人物。

http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/glossary

８）Twitter 上において、他の誰かのツイートを再

/Empowerment.html（2013 年 10 月 24 日閲覧）

投稿すること。Twitter のリツイート機能を利用

14）製品（Product）
、価格（Price）
、流通（Place）
、

すれとすばやくツイートを共有できる。

プロモーション（Promotion）の 4 のつマーケテ

https://support.twitter.com/articles/229621

ィング・ツールを活用し、標的顧客（市場）に受

-rt（2013 年 10 月 23 日閲覧）

け入れられる組み合わせを検討し、戦略的に販売

９）
平成 24 年 11 月 9 日から同月 11 日までの間に、

強化を図ろうとする考え方。この 4P を組み合わ

フォロワーが約 150 名から 9,500 名に増えた。さ

せることを「マーケティング・ミックス」という。

らに、同月 12 日から平成 25 年 4 月 10 日までの

15)「動機づけ認知」とも言われる。

間に 28,000 名となり、4 月 11 日から 13 日までの

16）コトラー（p58）を参照のこと。

間に 45,000 名へと増加した。

17）UCC 上島珈琲のケース：UCC は、2010 年に実施

10）個人や数人のグループで運営され、日々更新さ

した Twitter を活用したキャンペーンにおいて、

れる日記的な Web サイトの総称。内容としては時

自動でつぶやく bot と呼ばれるソフトウエアを用

事ニュースや専門的トピックスに関して自らの

い、キャンペーンに関連したキーワードをつぶや

専門や立場に根ざした分析や意見を表明したり、

いた大量のユーザーへ一方的にメッセージを送

他のサイトの著者と議論したりする形式が多く、

りキャンペーンサイトへの誘導を行った。これが、

従来からある単なる日記サイト(著者の行動記録

メッセージを受け取ったユーザーにスパムと映

や身辺雑記)とは区別されることが多い。
（IT 用語

り、フォローしていないアカウントからプロモー

辞典 e-Words）

ション的なメッセージが送りつけられてくる上、

http://e-words.jp/w/E38396E383ADE382B0.html

複数のアカウントが稼働していたため、UCC を偽

（2013 年 10 月 23 日閲覧）

装したスパム bot ではないかとのつぶやきが投稿
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された。この投稿がインフルエンサーにより拡散
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