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序章 

 

“さっき、友達の薬局に高校生くらいの若い男の子がトイレットペーパーを返品しに来

たとのこと。聞いてみたら、『親が昨日二つも買って来て、みっともないと思って返しにき

た』んだって。今時の高校生の口からみっともないって言葉がでてきたのでびっくりした

って言ってた。日本の未来は明るいね。”—これは 3.11 の震災時にソーシャルネットワーク

サービス、Twitter上においてつぶやかれた一言である。未曾有の震災を受けて悲しみに沈

む中、こういった人々の行動が Twitter上でいくつもつぶやかれた。それと同時に動画共有

サイト YouTubeでは”Pray for Japan”と称された動画が世界中から寄せられ人々の心を

勇気づけた。しかし、その一方で大量に流れる情報によって混乱を招いたこともまた事実

である。 

現代を生きる私たちにとって、インターネット、ソーシャルメディア、スマートフォンと

いった電子メディアは、生活の一部となっている。どこに居ようと、何をしようと、いつ

でもどこでも誰とでも繋がれる。そのような環境に私たちは生きている。 

このような時代を生きる私たちは、新しいツールであるインターネットと、どのように

関わっていけばいいのか、このツールは私たちにとって良いものなのかわるいものなのか。

今回で四十年目となる十大学合同セミナーにおいて「情報・メディアセクション」が初め

て設立されたことにはおそらく、そういった疑問に一つの解を見いだして欲しいという期

待が込められているのではないだろうか。 

本論において「情報・メディアセクション」は「グローバリゼーションと安全保障の潮

流—多元化する脅威から何を守るか」という大テーマのもと、数あるメディアの中で最も現

代的なメディア、つまりインターネットが安全保障という側面においてどれだけ有効であ

るかを論証していく。その上で、まず第一章において大テーマから本論における「インタ

ーネットによる個人の変容は国際社会に影響を与えているのではないか」という問題意識

がどのようにして醸成されたのかを説明する。第二章においてその問題意識を問いつめた

結果生まれた「インターネットによる情報の多様化によって、個人が社会を改善できるの

ではないか。」という問いに対して、サウジアラビアの女性運転解放運動を事例に論証して

いく。第三章においては第二章の事例を考察する中で見いだした「インターネット上にお



ける”場”」について論じ、その「場」が個人の意識の変容においていかに有効であるかに

ついて普遍化を試み、終章において本論での問いに対しての解を示したい。 

 

 

第一章 

 

 第一章においては、今期の十大学合同セミナーの大テーマ「グローバリゼーションと安

全保障の潮流〜多元化する脅威から何を守るのか？」から、本論での問題意識「インター

ネットによる個人の変容は国際社会に影響を与えているのではないか」がいかにして生ま

れたかについて説明する。「情報・メディアセクション」は十大における大テーマを考えた

際に、まず本セクションにおけるグローバリゼーションとは何かという問いがあった。そ

れに対して情報のグローバル化つまり国境を越えた情報の移動が容易になり、個人の意見

が世界に広がることこそ私たちのセクションにおけるグローバリゼーションであると考え

た。そのためまず、第一節において情報革命とは何か。それによりなにが変わったのか、

という点を明らかにする。第二節においてはその情報革命後の世界でどのように脅威が多

元化したのかについて表を用いて分析する。そして第三節において問題意識、問い、仮説

に至った経緯を説明していく。本論における問題意識は「インターネットによる個人の変

容は国際社会に影響を与えているのではないか」とし、問いは「インターネットによる情

報の多様化によって、個人が社会を改善できるのではないか」と設定した。そして仮説は

「インターネットの普及によって起きた発信力の向上などによる個人の能力の変容は、今

まで国が扱いきれなかった問題や表だって見られていなかった問題を表象化・顕在化させ、

情報の選択の幅という情報の多様化が生じた。それによって起きた個人の意識の変容は、

個人という小さなアクターから社会を改善できるのではないか。」である。 

 

第一節 情報革命によってもたらされた変化 

 情報革命は専門家によってその定義が様々にあるが、本論においては新聞等の紙媒体か

ら電子媒体へと移行した時期を第一次情報革命とし、インターネットの普及までの時期を

第二次情報革命と位置づける。第一次情報革命期における新聞は 18 世紀から 19 世紀にか

けて情報の流通源として確立しており、それによって民衆は同じ情報をほぼ同時に得られ

ていたと考えられる。このことから、新聞がメディア世論を形成する契機であったといえ

る。しかし新聞の情報ネットワークは船舶・馬車・人力によるモノと同速度でしか伝達す

ることができない通信方法を基盤とするものであった。しかし、その後登場した電信技術

により、今までのモノと同速度の情報伝達から空間的な距離をなくし、空間を越えたより

早い情報の送受信が可能した。また、社会は電話や無線通信技術といったさらに新たな技

術が登場し、その発展に伴い瞬時に情報をやり取りする空間を拡大した。これにより社会

は、今日の世界同時的な情報通信が可能となった社会へと、変化を遂げたのである。つま



り、電信の登場は世界を瞬時的な情報通信社会へと変化させたのであり、電信によって形

成された情報ネットワークは今日における情報社会の原点であったと言える。 

 電信技術の発達を受けて、新聞などの紙媒体と同様、テレビやラジオなどに代表される

電子メディアも市民が情報を入手する手段としての役割を担っていた。だが、これらのメ

ディアは誰もが知りたい情報の発信を求められるだけではなく、国家や企業にとっての利

益も同時に求められるため発信される情報は“商業的に価値のある（国家や企業の利益に

なる）情報”を報じる傾向にあった。その様な情報が必ずしも個々人が知りたい情報と一

致するとは限らず、簡単に個々人が望む情報を得ることはできなかったと考えられる。   

 さらにメディアは政府との関わりも強く、第二次世界大戦中の報道からも分かるように

政府にとって不都合な情報は流されず、もみ消されることが多い。そのため、国民に客観

的な事実に基づく情報が伝わらない。これは現在の報道に関しても言えることで、今回の

東日本大震災における原発反対のデモなど政府にとって都合の悪い事実がニュースになる

ことは少ない。各メディアによって発信される情報は先述したように政府からの圧力や各

メディアが持つ政治的思想によって情報が一面的となり、発信者にとって都合のいい情報

のみが伝えられる傾向にある。そのような報道では客観的事実に基づいた報道がされにく

く、国民が自らの安全を守るために必要な情報（例えば震災時における原発の放射能問題）

が得られないといった弊害も生じている。 

 既存のメディアのようなトップダウン式の情報伝達の形を変えたのはインターネットで

あった。インターネットは登場以降、新聞やテレビやラジオなどの他の電子メディアと同

じく、媒体として情報伝達の機能を果たしてきた。インターネットの最大の特徴は、情報

の送り手と受け手の双方向に送受信が可能な構造を持っていることである。そして、その

特徴により、市民は必要な時に自分の欲しい情報を手軽に、かつ早く手に入れられるよう

になった。インターネットの普及によってネットユーザーが急激に増え、インターネット

自体もユーザーの環境に合わせて発展を重ねてきた。インターネットの影響力は“革命”

と呼ばれるほど強く、情報伝達の機能を超えて個人の生活に変化をもたらしている。 

 インターネット普及初期である1970年代後半は少数の専門家がコンテンツを開発して大

衆に公開し、特定の空間に形成された掲示板を通じてユーザーが意見を提示する、一方的

な情報通信構造が大多数を占めていた。また、インターネット上に形成されたコミュニテ

ィの規模も小さかった。だが、2000年代に入り“ソーシャルメディア”という新しいメデ

ィアが発生した。個人が意見を発信、共有することが可能な“YouTube”や“ブログ”また、

“Twitter”など意思表示を目的とした参加型ウェブである SNSがこれにあたる。 

 これらは個人の情報発信によって成り立つメディアであり、一般個人の発信が不特定多

数の目に触れるという点で従来のメディアとは大きく異なっている。また、それは人と人

とのつながりを生み出すコミュニケーションメディアとも言える。スマートフォンを含む

携帯電話やパソコンを例として挙げられる発達した通信機器によって、インターネットへ

のアクセスが容易になったこともソーシャルメディアを普及させた大きな要因であるだろ



う。このような通信機器の発達により、いつでもどこでも誰でも簡単にコミュニケーショ

ンを取れるようになった。またそれら通信機器が普及したことで、SNS などのソーシャル

メディアのユーザーが増え、ありとあらゆる様々な分野の情報を個人も手軽に発信できる

ようになった。ソーシャルメディアを通じて個人間のコミュニケーションが容易となり、

不特定多数の人とも繋がることも可能になった。 

 新しいインターネット環境は多方向の情報通信構造を作り出した。個人が情報を発信す

る主体になり得たことで情報の流れも多様化し、情報選択の幅も広がった。そして個人の

意見が自由に発信できるコミュニティが形成されることでインターネット上での議論が可

能となった。 

 

第二節 脅威の多元化の分析 

 以上第一節において情報革命が人々の生活を変え、それにより個人が容易に情報を発信

出来るようになったことを論じた。次に第二節では、どのように脅威が多元化したのかに

ついて、表を用いて説明していく。 

 

表 1：第二次情報革命前１ 



 

表 2：第二次情報革命後２ 

 

 この表では第二次情報革命前後で、どのアクターに対してどのような脅威があるのかを

分類した。一般的な安全保障とは、これまでの大戦や冷戦に代表されるように主に国家間

を想定したものである。しかしインターネットの登場によって安全保障の概念は大きく変

わったのではないかと考える。現在、主に先進国においてネットワーク環境が整えられて

いる。そのため個人単位でのアクセスが容易になり、結果としてネットワークへのサイバ

ー攻撃を受けやすくなった。企業においては個人情報をインターネット上で管理するよう

になったことで、他の企業や組織団体、個人からのサイバー攻撃、ハッキング等の脅威に

さらされるようになった。いずれも、こうした行為の主体の中に「個人」が浮かび上がっ

たことが、第二次情報革命後に起こった大きな変化であろう。つまりインターネットの登

場により、安全保障の構造が国家対国家の関係から個人を中心とした構造に変化していっ

たと言える。 

 では、上記のように安全保障の構造が変わったことによって、国家は何を脅威と感じる

ようになったのだろうか。本セクションにおいてはその脅威は思想や、主張などの国家が

統制できない情報を発信する個人ではないかと推察した。この推察の所以として、2010年



のアラブの春に見られるソーシャルメディアを利用した革命、デモ行動などが挙げられる。

統制できない情報を発信する個人という脅威に対して国家は規制やネット検閲、情報操作

などで対策を取っている。ネット検閲に関して言えば、中国での Great Fire Wallが例とし

て挙げられる。国家は個人が意識変容を起こし暴動を発生させるかもしれないという懸念

からインターネットを検閲している。このように国家が脅威にばかり関心を向けているた

めに、本来国家によって守られるべき弱い個人が国家によって脅かされていると推察した。

 

図 1：従来の対立構造３ 

 

 

図 2：現在の対立構造４ 

 

第三節 問題意識から主張までの流れ 

 第一節で情報革命を分析し、第二節でアクター別の脅威を分類した結果、個人というア

クターに大きな変化が起きているという事が明らかになった。近年見られたアラブの春や

ウォールストリート街のデモなど、インターネットを通じて集団化した個人によるムーブ

メントが起きている。そのことからも、インターネットを通じて個人が情報を発信するこ

とが、国際社会に影響するようになったのではないかと考えた。 



 よって本論での問題意識は「インターネットによる個人の変容は国際社会に影響を与え

ているのではないか」とする。 

 では、個人の何が変容したのか。また、それによってどのような国際社会への影響があ

ったのか。この二点を見るために本節では①「革命的側面」②「文化・思想的側面」③「政

治体制的側面」④「サイバー攻撃的側面」の四つの側面から分析を行う。その結果以下の

ような二つの流れがあることが明らかになった。 

 

 

図 3５ 

 

 

図 4６ 

 

 「サイバー攻撃的側面」からは図 3の流れが言える。2012年に国際的ハッカー集団「ア

ノニマス」のメンバーが、日本政府の政策に対しての抗議目的で財務省などのウェブサイ

トに不正アクセスし混乱を招いた。これは、個人がインターネットのネットワークとテク

ノロジーを利用することで、国家を揺るがせるほどの力を得たことを示す。 

 しかし、本論では①②③の側面から見えてくる図 4 の流れに注目する。なぜ図 4 に注目

するのか。図 3 において力を得たのはサイバーテロを起こせるような特別な技術力をもっ

た個人だけである。それに対し図 4 では特別な能力を持たない一般的な生活を送っている

個人の能力が変化した。これにより情報が多様となり、個人の意識の変容が生まれた。こ

の意識の変容こそがインターネットによってもたらされた大きな変化であり、それは社会

への影響も起こしうるものなので注目すべき点であると考える。 

 では、その過程をアラブの春を基に説明していく。アラブの春では、インターネットが

従来のメディアでは取り上げられなかった問題を顕在化させた。それによって、個々人が

議論し、世論を形成、最終的には独裁体制を崩すまでに至った。 



 このことは固定観念に対し、問題意識を持った一個人が声を上げた事により、それに共

感、影響された個々人が集団化した。そして固定観念を打ち砕こうとした結果、今回の一

連の流れが生まれた。個々人の固定観念を打ち砕こうとする意識の変容が訪れた時にこそ

社会は大きく変動する。そのきっかけとなるものがインターネットなのではないか。 

 この個人の意識の変容という側面、そしてそれをもたらしうる情報の多様化というイン

ターネットの側面に注目したため「インターネットによる情報の多様化によって、個人が

社会を改善できるのではないか。」という問いが生まれた。 

 その問いを基に「インターネットの普及によって起きた発信力の向上などによる個人の

能力の変容は、今まで国が扱いきれなかった問題や表だって見られていなかった問題を表

象化・顕在化させ、情報選択の幅という情報の多様化が生じた。それによって起きた個人

の意識の変容で、個人という小さなアクターから社会を改善できるのではないか。 

」という仮説が成り立つのではないかと考えた。以下、第二章のサウジアラビアにおける

女性の運転問題においてこの問いと仮説を論証していく。 

 

 

第二章 

 

 第一章ではインターネットの普及について触れたが、それは本章で扱うサウジアラビア

の事例にも適応する。 

 サウジアラビアにおけるインターネットの普及率と比例して Facebook のようなソーシ

ャルメディアも年々普及している。その利用率を見るに、若年層が多数を占め、男女比は

2011年時点で 7：3である。 

このようにサウジアラビアでもインターネットが普及しつつあることから、女性が運転

することを妨げられている現状に対して、「インターネットによって個人の意識の変容は社

会を改善できるのではないか」という問いに対してアプローチした。そのために、本章で

はサウジアラビアの女性運転解放運動を事例として論証する。したがって、サウジアラビ

アの女性の現状を先に分析し、その社会状況をインターネットによる個人の意識の変容に

よって改善する方法を提唱する。 



 

図 4サウジアラビアにおけるインターネット利用率と利用者数の年代別推移７ 

 
図 5サウジアラビアにおける Facebook利用者の年齢分布８ 

  

第一節 サウジアラビアの女性の現状 

 サウジアラビアにおいて、1992年に制定された統治基本規則では男女間の平等について

は言及されていない。民主化が進められていながらも、現在に至るまで女性の参政権は認

められていない。立法機関である閣僚会議でも2009年に初めて女性の副大臣が誕生したが、

いまだに大臣は存在しない。国王の諮問機関である諮問評議会の議員は全員男性で占めら

れている。 

 同国は国際条約の一つである「女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約（＝

CEDAW）」を部分批准している。しかし、2010年時点では 15歳以上の女性の就労率は未
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だ 3 割に満たず社会進出が進んでいないことがうかがえる。加えて民間部門で働いている

女性はそのうちの 1割にも満たない。また、失業率は 2009年時点において全体で 10.5％で

あり、その内訳は、男性が 6.9％、女性が 28.4％を占めている 

 スイスのWorld Economic Forumが毎年男女格差についての報告をしている。これは経

済への参加と機会、学識レベル、健康、政治的支援それぞれ四分野から判断されるもので

ある。2011年のサウジアラビアにおいて、男女格差の指数は 135カ国中 131位と最下層に

位置している。 

 その一方で女性の社会進出の流れもみられ、女子の識字率は 1992年の 57.3％から 2008

年には 80.2％へと上昇している。また、公の場では女性のスポーツ参加を禁じていたが、

ロンドンオリンピックに向けて初めての女性馬術選手が誕生した。（しかしながら、馬の怪

我によりオリンピック出場は断念している。） 

サウジアラビアは厳格なイスラム国家であり、教義として男女がみだりに同じ空間にい

ることは禁じられている。そのため、女性の社会進出がみられるものの、男女が隔離され

るのである。女性は自分の父や夫以外の男性と外に出ることは許されていない。これは、

生活に必要なお金は男性が出すので女性は従順に男性に従うべきであり、さらに女性は男

性から守られる立場であるというコーランの第四章の教えにもとづいている。このためサ

ウジアラビアは世界で唯一女性の自動車運転を禁止している。なぜなら、女性が車を運転

すると多くの男性と知り合うようになり、性的関係を結ぶと考えられているからである。

車で外出する場合にはイスラム教徒ではない外国人ドライバーが運転するか、もしくは“マ

フラム”と呼ばれる人と同乗あるいは運転する必要がある。ここにおける“マフラム”と

は親（法律上も含む）、おじ・おば、祖父・祖母、乳母などのことであり、この場合女性は

運転できないため含まれない。そのため女性が一人で大学や職場に行く時には、未発達な

公共交通機関を使わざるを得ず、女性は男性と比べて不利な立場に置かれている。 

 

第二節 インターネットを利用した女性運転解放運動の展開 

今までサウジアラビアでは、大きく分けて 3回(1970年代、1990年、2011年)女性の運

転を目指す運動が起こっている。そのうち 1970年代、90年の運動は失敗に終わってしま

った。1970年代のケースでは、イスラム原理主義者による政府批判がテロという形で起こ

り、政府は保守化した。その結果、政府は女性の権利を制限する政策を打ち出し始め、社

会から女性の姿が次々と消えていった。1990年の時は湾岸戦争にサウジアラビアが参加し、

そこに女性兵士が含まれていたことから女性の地位向上が実現した。しかしその後に起こ

った、女性が車を運転する抗議運動が起きた際には宗教警察９が出動し、活動家は逮捕され、

運動は沈静化した。ただ、東部州やジェッダなどでは顔までベールを覆う女性が徐々に少

なくなっている。 

2011年 5月 19日には、サウジアラビア人女性のマナル・シャリフ氏が、自身が車を運

転している姿をインターネットの動画投稿サイト YouTubeに載せた。シャリフ氏は職場に



行く際にタクシーが見つからないことや、国内の交通機関の未整備のために目的地への到

着までに不自由をきたすことなど 18の項目を挙げ、女性が車を運転できないことへの批判

を行った。 

また、サイトには 1万 2000件以上の賛同・支援の意見が寄せられ、わずか 4日間だけで

50万以上のアクセスがあった。この映像は当局に削除されたが、支持者たちにより次々に

コピーされたものがネット上にアップされた。サウジアラビア女性も運動を展開していき、

女性運転映像はシャリフ氏の投稿だけにとどまらず、女性たちによる 100件の動画が投稿

された。また、国内の男性も行動を開始している。解放運動が高まりを見せた後、ある男

性は妻の誕生日に自動車の鍵を贈ったそうだ。また、女性により投稿された運転映像には、

女性が運転している横で男性同乗者の声が入っているものもあった。結果的にシャリフ氏

に対しては鞭打ちの実刑判決が下ったが、国際人権団体 Human Rights Watchがシャリフ

氏の早期釈放を呼び掛け、さらに Twitterでの非難も加わり、9日後に国王の指示で撤回さ

れた。 

ソーシャルメディアの Facebook上に女性の運転を支援するサイト「Women2Drive」が

立ち上げられ、女性による集団運転を 6月 17日に行うことが呼びかけられた。この一方で、

女性運転反対のサイト「イガール・キャンペーン」という 6月 17日は女性に自動車運転を

させない日と銘打ったページが立ち上がった。しかしこれは結局目立った反応もなく終わ

り、特に評価されることもなかった。Women2Driveのキャンペーンサイトで 1239人から

得られたアンケート結果を挙げ、84%が 6月 17日を女性運転日とすることに賛成しており、

57%がその日には運転するという意見表明をしている。また、81%が運転免許を持っていな

いと回答し、82%が取得できるならばそうしたいと答えている。これらのことから、多くの

女性が自ら運転することを希望していることがわかる。それからは「一斉運転の日」とし

て、各地で女性が運転し、その動画もソーシャルメディア上で共有され、男性も含めて 1

万人以上の支持を得た。また、女性の運転権利を認めるよう訴えた署名活動も行われた。7

月にはサウジアラビア聖職者が「不純な性的接触を避けるため、女性は男性に母乳を与え

るべきだ」とするファトワ(宗教的勧告)１０を発した。これを逆手に取った女性たちは「女

性の運転禁止が続くのであれば、外国人ドライバー達に乳房を見せて授乳する」と警告し

た。１１ 

これを受け、スルタン皇太子は「父や夫、兄弟が希望するならば女性の運転について検

討する。ただ、彼らが女性の運転を希望しないならば、彼女らにそれを押し付けることは

できない」として、女性の運転を容認する可能性を示唆した。 

また、男性と女性が接触することを避けるために、数年前までは下着店では女性の就労

が認められておらず、男性店員が接客をすることで女性の精神を傷つけているということ

があったが、これもWomen2Driveと同様にソーシャルメディアの活躍により、下着店の

店員は女性にも認められることになった。また、レイプに遭った女性が姦通罪１２として訴

追され、ムチ打ちの刑を受け、国際的避難を浴びて撤回に動いた例も複数ある。 



 

第三節 世界への影響 

1995 年の国連世界女性会議において現アメリカ国務長官であるヒラリー・クリントン氏

は「人権は女性の権利であり、女性の権利は人権である」と発言した。彼女は、長年女性

の人権活動に尽力している中心人物の一人である。 

サウジアラビアで、女性の自動車運転解放の要求が高まった 2011 年、クリントン氏は

Women2Driveから支持を嘆願する書簡を受け取った。だが、クリントン氏は書簡を受けと

ったものの沈黙を守っていたため、活動家から問題視する声が出ていた。だがその後、6月

17 日のサウド・サウジアラビア外相との電話会談時に、クリントン氏は、女性の自動車運

転問題を取り上げ、運動を支持する考えを示した。2011 年 6 月 21 日の国務省での記者会

見でも、「これは米国の問題ではなく、サウジアラビアの女性の問題だが、サウジアラビア

の女性たちは勇敢であり、彼女たちが求めているものは正しいものである。彼女たちの行

動に心を動かされた。彼女たちの行動を支持する。」と発言した。これを受けて

Women2Driveは翌日の 22日、クリントン氏宛てに再び書簡を送付した。 

 

 サウジアラビアの女性の運転権利を支持することを強力かつ単純な声明で明らかに

することをクリントン氏に期待したいということ。 

 自動車運転問題を公に表明することを要求するということ。 

 自分たちの運動はサウジアラビア史上最大の女性の権利をめぐるキャンペーンであ

ること。 

 

同日、ビクトリア・ヌーランド米国務省報道官はこの 2 度目の書簡を受け、クリントン

氏が「われわれは密かにこの問題に言及するとしても、公に話すのは時宜にかなっており

適切であると感じる」とコメントし、書簡に目を通したことを伝えた。また、このコメン

トを受け、Women2Driveも直ちに女性運転解放運動に勝利したのだと主張した。クリント

ン氏自身も「自分もその他アメリカ政府高官も、この問題をサウジアラビアの最高政治レ

ベルとの間で取り上げた。我々はサウジアラビアを含む世界の女性が自分たちの生命や将

来について決定する権利があることを明らかにした。我々は私的にも公的にも、すべての

政府が差別の問題を取り上げ、女性も自らの潜在性を実現するために平等の権利をもつこ

とをたしかなものとした」と語った。このようにしてサウジアラビアの女性の権利獲得の

ために努力することをクリントン氏は改めて表明した。また、同国の議員であるナンシー・

ペロシー氏もサウジアラビアの女性を支持することを表明している。 

 この事例では、Facebook上のWomen2Driveのファンページをはじめとするソーシャル

メディア上でシャリフ氏を支援すべきという世論が形成され、その結果として女性の人権

活動に尽力しているクリントン氏に書簡を送るというアクションに至ったと考えられる。 

ウクライナの女性人権団体「FEMEN」はトップレス１３で抗議活動を行うことで有名だ



が、2011年 6月にウクライナ国内のサウジアラビア大使館周囲で車から身を乗り出して抗

議活動を行った。これはシャリフ氏の YouTube の映像を見ての影響であると推測される。

また、世界各国の個人がサウジアラビア女性の運転解放を呼び掛ける動画を YouTubeに投

稿しており、国際的に女性の権利を保障すべきだという世論が形成されていることがわか

る。 

2011年 6月には、クリントン氏に続きドイツのメルケル首相もWomen2Driveを支持す

ることを表明１４し、同年 7 月には EU のキャサリン・アシュトン高級代表 (前 EU 副大統

領)も同様の見解を示している。アシュトン氏はサウジアラビアの女性に戦うよう求める書

簡の中で、サウジアラビア政府に対して国際女性権利会議を履行するように求め、CEDAW

を批准するようにも訴えた。 

2012年 5月にはシャリフ氏がハベル賞(Václav Havel Prize for Ceative Dissent)を受賞

した。１５この賞はニューヨークに拠点を置くHuman Rights Foundation (HRF)によって

設立されたもので、中国の芸術家で人権活動を続けているアイ・ウェイウェイ氏やミャン

マーの人権活動家のアウンサンスーチー氏も受賞している、国際的な賞だ。 

 

第四節 事例から見た考察 

第一章であげた「インターネットの普及によって起きた発信力の向上などによる個人の

能力の変容は、今まで国が扱いきれなかった問題や表だって見られていなかった問題を表

象化・顕在化させ、情報の選択の幅という情報の多様化が生じた。それによって起きた個

人の意識の変容で、個人という小さなアクターから社会を改善できるのではないか。」とい

う仮説をもとにして、第二節で挙げたサウジアラビアの事例を考察すると、次のようにな

る。 

サウジアラビアではコーランに基づく慣習により女性は運転を禁止されている。このこ

とを問題視したシャリフ氏という一個人がインターネット上において問題提起・意見発信

した。つまりこれまで解決に至るまでの広がりをみせることのなかった、女性が自分で自

動車を運転できない問題をインターネットでも提起したのである。そして、世界中にこの

運動を拡散することに成功し、国際世論を味方につけ、一部ではあるものの、要求を通す

ことに成功した。そして、今回の運動の際には男性も合流したところに大きな意義がある。

身内の女性を守ろうと多くの男性も女性を支援する側にまわり、運動を支えていたのだ。

それにより、この主張はより厚みを持ったものになり、多くの支持を得ることに成功した。 

こうして、この問題が不特定多数の個人の目にふれることになった。インターネット経

由で運動を知った諸外国の人々によっても新たな視点の問題提起がなされた。これは情報

の多様化であるといえよう。情報の多様化の結果起きた事実として、女性の運動参加、男

性の支持表明、さらには議論の活発化が挙げられる。このことから、国内の女性自身が問

題意識をもつようになり、行動を起こすことで社会を変えられるという意識が芽生えたこ

とがわかる。国内の男性の間でも、女性の運転を容認すべきだという意識が主流になった



と考えられる。それを見た諸外国の個人は、サウジアラビアの女性運動を支持するように

なった。また、諸外国政府の支持表明もみられるようになった。 

これらの政策は、ただ単に女性による政治への反発を避けるためではなく、アラブの春

によりアラブ地域の人々の改革意識が高揚し政権基盤が揺らぐ中で、サウジアラビアにも

革命の火が及ばないようにする懐柔策と見ることもできる。また、この一連の流れで、女

性の地方参政権を認めることが決定しており、国民の「ガス抜き」をしようとしているこ

とが伺える。 

こういった一連の動きに対して 1970 年代、90 年の運動はサウジアラビア国内での単独

の運動であったため、外部と連動すること無く発生し、継続が困難であったと推測できる。

しかし Women2Drive では、アラブの春による革命の波が押し寄せていたことに加え、イ

ンターネットによる議論の「場」の発生によって情報の多様化が生まれ、それが瞬間的に

広域に拡散していったため、運動が世界中に広まり、支持者を爆発的に増やしていった。つ

まりサウジアラビア国内の個人の意識が変容したことにより、世界の個人や以前までは個人の力

が及ばなかった国家という規模までをも動かすことが可能となったのである。 

 また、女性の運転解放の例だけでなく、ムスリムの女性が自らの権利を主張した事例が

ある。エジプトの首都カイロのタフリール広場において女性の活動家、ジャーナリストへ

の性的暴行が止まないことから、ソーシャルメディアで組織された女性を中心とするデモ

隊が人権の保護を要求した。始め、暴行はムバラク大統領側の人間によってなされていた

ことから、ジャーナリストは「政府による、女性をデモに参加させないための措置」だと

して非難している。このように、サウジアラビアに留まらず、ムスリムの女性が権利を求

める事例は国際的に起こっていることから、今後ますます拡大していくグローバル社会に

おいて、こうした社会不安を提起するための手段としてソーシャルメディアは多くの役割

を担っていくことがわかる。 

本論ではこれらの動きに大きな役割を担ったのはインターネットの普及であると考えて

いるが、これらの事例を分析すると特にソーシャルメディアの役割が大きいのではないか

という考えに至った。具体例を上げると YouTubeのコメント欄は賛否両論様々な意見が集

まる場となり、情報の多様化が確保された。また、Facebookのページでは、国内の女性が

シャリフ氏を支援する運動を呼び掛けた。ここでも多数の意見が集まり、「いいね！」ボタ

ンによりシャリフ氏支持の風潮を生んだ。他にも Twitterでは、女性の運転解放に関心を持

つ世界各国の人々も集まり、互いに活発な議論を交わした。つまり、サウジアラビアの事

例においてはソーシャルメディアが議論の「場」として機能した結果、情報の多様化が起

きている。加えて今回の事例では、インターネット上の「場」における議論の結果として

国際的な世論が形成されており、それによりサウジアラビア国家や諸外国が行動を起こし

たといえる。そこで本論では、インターネット上の「場」を組み込んだ論を展開すべきだ

という結論に至った。 

以下、第三章ではインターネットが形成する「場」について考察する。 



 

 まとめ 

国際問題 ムスリム社会における文化的価値観（女性の人権問題）。 

インターネットの普及 ソーシャルメディアの登場。 

個人の能力の変容 情報発信力・受信力の向上によって、個人が YouTubeに女性

が運転している動画を投稿。 

「場」の成立 Facebook 上でのページ作成（Women2Drive）によって、国

境を超える議論の場が形成される。 

情報の多様化 従来マスメディアで取り上げられなかった情報が取り上げら

れるようになり、女性が運転することに対して容認する意見

が見られるようになる。 

個人の意識の変容 女性）女性問題に関して社会に訴える力があることを認識。 

男性）女性の免許に対して容認の姿勢を取り始める。 

国外）女性運転運動を支持し始める。 

文化的規範の形成 サウジアラビア「女性の運転を認めるべき」という公的意志 

ムスリム社会における女性の人権問題に対する公的意志。 

国家行動への影響 アブドラ国王「免許発効は時間の問題」。 

国際社会への影響 女性運転運動が世界各国で多くの支持を得る。 

表 3論の流れとサウジアラビアの事例の対応１６ 

 

第三章 個人の意識の変容の背景にある”場” 

 

第二章では、インターネットによる情報の多様化が個人の意識を変容させることが立証

されたが、ここで情報の多様化を生み出した最大の要因はソーシャルメディア上での議論

であった。このことから本論においては、インターネット上でソーシャルメディアという

新たな”場”が登場し、この”場”での議論が個人の意識に影響を与え、社会規範を形成

し、国際社会に影響を与えているという点を取り上げた。本章では、個人の意識を変容さ

せた情報の多様化が、ソーシャルメディア上でどのような過程を経て生じたのかを論じ、

さらに個人が多様化した情報をどのように活用していくべきかを述懐する。 

 

第一節 インターネット上の”場”とは何か 

本論において”場”とは、個人がコミュニケーションや情報共有、議論を行うことを目

的として成立する空間と定義づけた。この空間がインターネット上に登場し、情報の多様

化を生みだしていると考える。ここでいう情報の多様化とは単に情報の量的な増大ではな

く、情報の種類が増大し、問題を顕在化させ、個人の情報選択の幅が広がった状態のこと

である。多数派意見をとりあげがちなマス・メディアとは異なり、インターネットは個人



の発信力の向上によって少数意見をとりあげることができる。この性質が”場”の形成を

可能にし、この”場”でのやりとりが社会規範を形成し、国際社会に影響を及ぼすきっか

けとなっている。 

ではなぜこのインターネット上の”場”で情報が多様化するのであろうか。インターネ

ットが空間的・時間的制約を取り除いたことで、世代・性別・国籍・社会的地位を超えて

個人が情報を発することが可能になった。しかし個人は興味関心のある情報を検索して情

報を得るという点で、インターネット上での情報収集は能動的である。よって個人にとっ

て関心のない情報は埋もれてしまうため、個人の意識を変容させる多様な情報を受信する

ことは困難と言える。そこでソーシャルメディアという新たな”場”の登場によって、イ

ンターネットでの受動的な情報収集を可能にした。 

1章でも述べた通りソーシャルメディアとは、人と人とのつながりを支援するコミュニケ

ーションメディアであるが、既存の組織集団におけるコミュニケーションのみならず、新

しい人間関係の形成を可能にした”場”でもある。Facebook のウォールや、Twitter のタ

イムラインなど、ここでは自ら検索せずとも、不特定多数の個人が発信した情報をリアル

タイムで受けとることができるため、受動的な情報収集である。言い換えると、個人の発

した情報が受け手の需要に左右されることなく、国境を越えた不特定多数の個人に受信さ

れやすくなったといえる。また、コメント機能によって、ある情報に対して生まれた疑問

や意見を直接発信者に送ることが可能になり、情報収集の能動性も兼ね備えている。 

このように、インターネット上での受動的な情報収集を可能にしたソーシャルメディア

が、実社会での繋がりが薄かった個人間の橋渡し的役割を担うことによって、人々は多様

な個人の意見を受信することができるようになった。これが情報の多様化であり、さらに

は個人の新たな関心、問題意識の醸成を促すこととなった。またソーシャルメディアとい

うインターネット上の”場”は、実社会での繋がりと違い、国境を越えた議論が可能であ

るため、国際的な規範を形成し、個人が国際社会に影響を及ぼすことを可能にしたと言え

る。 

 

第二節 ”場”から情報の多様化が生じた例 

第二章の事例から、「個人の変容はインターネット上の”場”での議論によって生じてい

るのではないか」という点に注目した。本節では、第一節で述べた”場”の特徴である「情

報収集の受動性によって生じた多様な個人とのコミュニケーション」が情報を多様化させ、

個人の意識に影響を与えているということを、初音ミクを世界的に有名にしたニコニコ動

画という”場”を例に論証していく。 

初音ミクとは、日本で開発された、誰でも自由に歌をソフトに歌わせることができる音

声合成・音楽制作（DTM）ソフトウェアの商品名である。1,000 本売れれば成功といわれ

る DTM業界であるにも関わらず、数万のオーダーと記録的な売り上げを続けている。従来

までは、2004年に音声合成ソフト VOCALOIDが登場するも、一部 DTM愛好家の間でし



か流行らず、発表の場もなかったために、聞き手は限られていた。 

しかし 2006年、様々なジャンルの創作動画と視聴者が集まり、視聴者同士の交流を重視

した動画投稿サイト「ニコニコ動画」というソーシャルメディアが登場した。これにより、

世の中に溢れているアマチュア・クリエイターに初音ミクのソフトウェアの存在が知られ、

瞬く間に広まった。今では音楽のみならず、イラスト、映像、CG、コスプレ、生演奏、ダ

ンスなど、ウェブ発の爆発的な二次創作ムーブメントを生んでいる。 

この初音ミク人気は国内だけでなく海外にも広がり、2011年 6月に発売された初音ミク

のアルバムが米 iTunesアルバム「World」カテゴリでトップに君臨した。また、海外の掲

示板である 4chan でも初音ミクが話題となり、「ロンドン五輪のオープニングを歌って欲

しいアーティスト」というアンケートで初音ミクが 1位を獲得するという結果に至った。 

 ニコニコ動画では、サイト内に存在する動画を独自のルール、計算方法で集計し、その

結果をランキングとして公開しているページがある。このランキングページに初音ミクが

載ったことによって、それまで興味関心を持っていなかった人々にも「初音ミク」という

情報に触れる機会が増えた。さらに動画に流れるコメントを通じて、初音ミクの愛好者と、

彼らとの関わりが薄かった人との間にコミュニケーションが形成された。それによって、

一部愛好家の間で流行していた初音ミクが、音声合成ソフトに興味を持っていなかった

人々や、二次創作に偏見を持っていた人々にも関心を持たせた。 

実際初音ミクをどこで知ったのかという調査を行った結果、最も多かったのは「ニュー

スサイト」32.7％、次に「動画共有サイト」32.4％と続く。ニコニコ動画の利用経験で比較

すると、頻繁に利用している回答者は「動画共有サイト（65.2％）」が最も多く、利用した

ことがない回答者では「ニュースサイト（45.3％）」が最も多かった。このことから初音ミ

ク人気の起点が動画共有サイトであることがわかる。 

 

第三節 多様な情報を適切に活用するために 

前節の事例より、ソーシャルメディア上での意見交換・議論によって、情報の多様化が

生じ、個人の意識が変容していることが明らかになった。しかし、この情報の多様化は新

たな問題も内包している。それは、情報の洪水に伴う情報の信憑性の低下である。2011年

3月の東日本大震災の直後、ソーシャルメディア上においてデマや流言などを含む多くの情

報が錯綜し、情報の信憑性が低下していた。確かに、情報の量的増大はソーシャルメディ

ア以外のメディアでも生じている。しかし他のメディア、特にマス・メディアマス・メデ

ィアには大衆に対して事実に基づいた情報を報じる責任があるため、ソーシャルメディア

に比べ信憑性の高い情報を発信していると言える。一方、ソーシャルメディアでは個人が

大衆に情報を発信することに対しての責任感が薄いことから、情報源の不明瞭な情報を出

回らせてしまうことが多い。さらに Facebookの「いいね！」や Twitterのリツイートのよ

うに、情報発信がボタン一つで出来るようになったことで、情報源が不明瞭な情報であっ

ても瞬く間に拡散し、信憑性の低い情報の量が増大してしまったと言える。 



この問題を解決するにはソーシャルメディアとそれ以外のメディアの併用が有効である

と考えた。ソーシャルメディアにおいて疑問に感じた情報についてはソーシャルメディア

上で、あるいは電子メールを使いその発信者に直接尋ねるという一対一の情報通信し、ま

た一対多の情報発信であるテレビ、ラジオ、ウェブサイトで情報の正しさを確かめること

により情報の信憑性を高めることができる。さらに信憑性の高い情報をソーシャルメディ

ア上で発信するためにはそれらを情報源にして情報を発信すれば良い。実際、震災時には

被害状況や余震情報、原発事故など事実の経過をテレビで押さえ、個人の安否確認などマ

ス・メディアでは伝えられないより詳細な情報をソーシャルメディアで収集した。また逆

に、ソーシャルメディアで得た情報をテレビのニュース映像で再確認した。 

個人の意識を変容させるのにソーシャルメディアは重要な役割を担っているが、従来メ

ディアの必要性はソーシャルメディアが登場してからも変わらない。このことから、情報

が多様化する中で情報の信憑性を維持していくには、従来のメディアとソーシャルメディ

アを相互補完的に使用していくことが望ましいと言える。しかしここで留意しなければな

らないのは、発信者に直接尋ねる際、発信者が悪意を持ってデマを流している可能性もあ

るため、返答を鵜呑みにすることは危険という点である。また情報の正しさを確認する際

は、無名の個人のウェブサイトよりも専門機関等の信頼のおけるウェブサイトを利用して

いくことが望ましい。このように、情報の信憑性をより高めていくために、情報を収集す

る際には、どこが信頼できる情報源であるのかを個人が見極めるといった、情報リテラシ

ーを高めていくことも重要な課題である。 

 

 

終章 

 

 これまでサウジアラビアの事例をもとに、インターネットにおける安全保障のひとつの

アクターとして台頭した個人の安全を、どのように確保するかについて分析してきた。 

 第一章では、メディアの発展に言及しつつ、グローバリゼーションおよび安全保障にお

いて、個人が国際社会において主要なアクターとなった経緯について述べた。そして、そ

こから発生した問題意識・問い・仮説を設定した。 

第二章ではその仮説をサウジアラビアの女性問題に当てはめて検証し、その中でインタ

ーネットによる個人の能力の変容・意識の変容の生成、ひいては国際社会へ影響している

事を示した。そして、その過程における社会改善のポイントとして、多様な情報が確保さ

れる“場”の存在を提示した。 

第三章では、その“場”がどのようなスペースなのか、また個人の意識の変容が社会に

どう影響しているのかを説明した。そのなかで、“場”の問題点として挙げられる情報量の

増大による信憑性の低下とその分析および解決策を提示した。 

 以上のことを踏まえ、本章では情報・メディアセクションが設定した問い「インターネ



ットによる情報の多様化によって、個人が社会を改善できるのではないか」に対して改め

て論証する。 

 本論のもっとも重要な主張は、インターネットは情報収集ツールとしてだけでなく、個

人の意識の変容までも促すことができるということである。従来のマス・メディアは議題

設定効果により、「第三の権力」として偏った情報も流していた。ところが、インターネッ

トの登場によって多様な情報がネット上を行き交うようになり、人々がマス・メディアで

は触れられなかった情報を目にし、今までの生活では出会えなかった人々との交流をもた

らした。それは当たり前だった日常に新たな視点を人々に提供し、これにより個人は当た

り前の現状に疑問を抱くようになった。歴史的に見ても、常に変化を起こす要素として個

人の意識が重要である。その一個人の意識の変容が何よりインターネットによって世界的

規模での個人の集合体の構築、その中での世論の形成、そしてこの世論が個人の行動基準

となることで国際的規範にまで醸成された。このムーブメントの元である個人の意識の変

容が生じたのが、インターネットという“場”だった。 

 第三章で指摘された通り、“場”は万能ではなく欠点はもちろんあるので、この世の全て

の問題を解決できるわけではない。しかし、インターネット空間は、際立って特別な知識

を持っているわけではない普通の個人が社会変革を、ひいては個人の安全をもたらす“場”

である。そのため、情報・メディアセクションとして「情報」を「情を報じる」、つまり主

観的見解を前提とするものと定義した。そして、たとえその“場”で一個人があげた悲鳴

であっても、インターネットを用いれば、黙殺することなく社会の改善のために活用でき

ることの証明に他ならないと考えた。このインターネットがもたらす意識の変容が、国際

社会に普及し、国際社会を少しでもより良いものにさせる事を願い、結びと変えさせてい

ただきたい。 
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