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はじめに

　2000年代半ばから盛んになったソーシャルメディア
と呼ばれる一連のウェブ・サイトは，芸術・文化に関
わる人々にとっての新しい活動場所となっているとさ
れる。音楽ライターの磯部涼は「音楽の現場はどこにあ
る？」と題した記事において，ロック・バンドの神聖か
まってちゃん１）や，ウェブの動画ストリーミング番組
であり，東京都渋谷区にあるイベント・スペースでもあ
るDOMMUUNEを例に，ウェブ上の「現場」の重要性
が増してきていることを指摘している２）。とりわけ，動
画サイトの台頭３）は，「現場」としてのウェブの存在感
が増していることと大きく関係している。
　本論は上記の現状を踏まえた上で，この新たな「現
場」とも言われるウェブ・サイト（とりわけ動画サイ
ト）を対象として，そこでの「にぎわい」の創出と文化
実践の場の形成のされ方，および物理空間の都市との関

わりについて明らかにすることを目的とする。
　その際，本論では次のような手続きを踏んで，この目
的へとアプローチする。まず，ウェブを，文化実践の拠
点である都市に組み込まれ，その一部を構成するような
都市性を持つ場として捉える。そして，動画サイトのよ
うなウェブ・サイトに見られる「にぎわい」を創出する

「仕掛け」に着目し，そこに文化実践の場が形成される
プロセスを分析する。その際，とりわけ「時間性」に注
目してウェブ・サイトの「仕掛け」を論じる。
　C.S.フィッシャー（C.S. Fischer）によると，人が集
まれば集まるほど都市度が高まる４）。そして，都市度の
高い場所では下位文化が生み出されやすいという５）。ま
た，非通念的な下位文化が可視化されることで，規範
的・通念的文化も逆照射されて浮かび上がってくるとも
考えられる６）。この，人々が集合し，種々の文化が営ま
れる場の性質を「都市性」と呼ぶこととしよう。そして，
その性質はウェブにも見いだせる。

ウェブの文化実践と都市性
―― 動画サイトを例として ――

岡　田　正　樹

◆要　旨
　ウェブは不特定多数の人々が集い，行動する都市的な場と捉えられる。本論の目的は，このウェブ上で，いか
にして文化実践の場が形成され，「にぎわい」が創出されるのかを明らかにすること，またウェブと物理的都市
との相互補完的な関係について検証することである。ここで扱うのは主に動画サイトと呼ばれるウェブ・サイト
である。動画サイトは，現在，ウェブ上の文化実践にとっての主要な場として機能していると考えられ，時にそ
こは文化実践の新たな「現場」であるともいわれる。これまでにも電子ネットワークはサイバースペース・サイバー
シティといった形で，人々の新たな活動が可能となる社会空間・都市として語られてきた。しかし，こうしたサ
イバースペース観が前提としていた時間性と，インターネットが持つ時間性との間にはズレがある。また，サイ
バースペース・サイバーシティ論は電子ネットワーク上の社会が現実社会を凌駕する自律的なものだと捉えたが，
それは今や現状に即した見方ではない。そこで，本論はまずサイバースペース・サイバーシティ論を整理し，そ
の問題点を浮かび上がらせる。そして特に時間性の観点から上記の目的にアプローチし，インターネットの持つ
非同期的な特性の中で，人々が集まり，文化実践が行われるメカニズムを分析する。加えて，動画サイト関連イ
ベントを例として，物理的都市とウェブとの新たな関わりにも触れる。
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ウェブの文化実践と都市性（岡田）

　これまでにも，「サイバースペース」，「サイバーシ
ティ」論の名のもとで，電子ネットワークは人々の新し
い行動・実践を可能にする場として語られてきた。とこ
ろが，それらの言説は種々の問題を孕んでいた。そのた
め本論では，最初にサイバースペース・サイバーシティ
論の問題点を明らかにする。そして，ウェブを，都市に
組み込まれ，都市性を有する場として捉える。
　そのような場での人々の集まりと文化実践の場の形成
はいかになされるのか。また，その実践はサイバース
ペースやサイバーシティが想定するメディア空間，ある
いはこれまでの都市社会における文化実践のあり方とは
異なるのか。そこで着目するのが「にぎわい」と，そ
れを創出する「仕掛け」である。橋爪紳也は『集客都
市』において，「にぎわい」こそが，都市の本質である
とし，「にぎわい」が生まれた場所が都市と呼ばれてき
たのではないかとも述べる７）。そして，この「にぎわ
い」を創出する「仕掛け」に着目して新しい都市のあり
方を論じている８）。橋爪は同書で「にぎわい」に明確な
定義は与えていない。本論では，「にぎわい」とは「人
やものや情報の集積と運動が知覚可能で，人々がそれを
体感できる状態」としよう。これは伊藤ていじの「界
隈」論を参考にして与えた定義である。伊藤は「界隈」
を，activity spaceと呼んだ上で，京都の河原町や祇園
祭などを例に，人やものの集積とその動きによって規定
される空間として論じた９）。本論はこの「界隈」が持つ
性質であるactivityこそを「にぎわい」と捉え，それが
各ウェブ・サイトに設計される「仕掛け」を通して，そ
れぞれのウェブ・サイトに生じると考える。そして，こ
の「にぎわい」の中で，種々の文化実践の場が形成され
る様を分析し，またそれが独特の都市文化として現れて
くることを物理的な都市との関わりから論じる10）。

１ �電子ネットワーク上の都市空間－
サイバースペース・サイバーシティ

１－１ サイバースペース論とその問題点
　電子メディア，特にインターネットなどの電子ネット
ワークを空間的比喩で捉え，語るのがサイバースペース
論である。もちろん，電子ネットワーク上に見出されて
きたサイバースペースは物理的な空間ではなく，それを
実体的な空間や都市として捉えるのは物象化でしかない。
　だが，そうは言っても，電子ネットワークを場所的比
喩によって語ることは避けられないことのように思える。
日常的な言葉遣いの中にもその感覚は見られる。問題は，
その場所の語り方，いかなる点に注意を払いつつ，その
場所を記述していくのかという点であろう。そこで，サ
イバースペースをめぐる言説が含んでいた問題点を整理

し，その実相を把握してみたい。
　サイバースペースの発想は電子メディアによる「地
球村」の誕生を予期したマーシャル・マクルーハン

（Marshall McLuhan）に遡ることができるが，サイバー
スペースという語をはじめて用いたのはSF作家ウィリ
アム・ギブスン（William Gibson）であるとされる。特
に『ニューロマンサー（Neuromancer）』（1984年）は
その語を普及させるきっかけとなった。まずは，ここに
描かれたサイバースペースから見てみよう。
　物語の主人公ケイスは，「肉体から離脱した意識をマ
トリックスという共感覚幻想の中へ投じる特注のサイ
バースペース・デッキにジャック・イン」して，企業の
システムをかいくぐり，機密事項を盗み出すカウボーイ
として活躍してきた11）。しかし，雇い主を裏切ったこと
がきっかけで神経系に損傷を加えられ，サイバースペー
スへの移行が出来なくなる。それは「サイバースペース
における肉体抜きの歓喜のために生きてきた」というケ
イスにとって「楽園追放（the Fall）」であり，「自らの
肉体の牢獄に堕ちた」ことになるのであると，冒頭に描
かれる12）。
　このように，肉体のある物理空間から，サイバース
ペースへと主人公の意識を移行させるという形で，ギブ
スンはサイバースペースを現実世界と切り離して描いた。
また，サイバースペースへの移行は「肉体の牢獄」から
の解放であるという点で，ここには現実社会に対するサ
イバースペースの優位性の発想を見出すことができる。
　このSF小説が発表された1984年以降に進んだ，パー
ソナル・コンピュータの普及13），電子ネットワークの発
展と大衆化，そしてVR（Virtual Reality）技術の発達
などに伴い，電子ネットワーク上に新しい社会空間を見
出すという語りが次々に登場する。その中で，『ニュー
ロマンサー』に見られる発想がフィクションの世界を超
えて語られてゆくこととなる。
　例えば，哲学者マイケル・ハイム（Michael Heim）
は「サイバースペースのエロス的存在論（The Erotic 
On-tology of Cyberspace）」で，ギブスンの小説を参照
しながら，サイバースペースの存在論的構造，および
サイバースペース内での実体のあり方を考察している14）。
ハイムは，サイバースペースはプラトン的な純粋な知へ
の愛に支配された空間であると言う。そして，そこで
人々は肉体から自由になり，互いに独立した精神的な実
体，ライプニッツの言うモナドになると論じる。
　また，グレイトフル・デッド（The Grateful Dead）
の作詞家であり，電子フロンティア財団（Electronic 
Frontier Foundation）の創設者でもあるジョン・ペ
リ ー・ バ ー ロ ウ（John Perry Barlow） は1996年 に

「サイバースペース独立宣言（A Declaration of The 
Independence of Cyber-space）」を発表した15）。これは
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インターネット上でわいせつなコンテンツや下品な表現
を作成・公開した者を取り締まる米国の通信品位法に対
抗して書かれた。「宣言しよう。われわれが築きつつあ
るグローバルな社会空間は，お前たちがわれわれに押
し付けようとする暴政からは本質的に独立しているの
だ」と述べるバーロウは，米国独立宣言を模倣しながら，

「精神の新しい住処」であるサイバースペースが自律し
たものであること，そこでの表現は現実社会のルールに
は縛られないことなどを訴える16）。
　物理的空間と，物理的制約から解放されたサイバース
ペースを峻別して，後者の自律性（そしてときに優位
性）を訴える発想はいかにして生まれてくるのだろうか。
東浩紀の論考を頼りに，再びギブスンの描いたサイバー
スペースに戻ってみよう。
　東がその論考「サイバースペースはなぜそう呼ばれる
か」において述べるように，ギブスンの小説において
用いられた，この「サイバースペース」という言葉は，

「情報/メディア系のテーマを，古典的な小説構造，す
なわち《ひとりの人間がひとつの場所でひとつのことを
する》という前提（…）で動く世界に導入するために設
定された，巧みな隠喩」である17）。
　「ひとりの人間がひとつの場所でひとつのことをする」
とはまさに現実空間での人々のあり方と同等である。ギ
ブスンの小説においては，こうしたあり方を前提とした
上で，登場人物は現実空間とサイバースペースのどちら
かにのみ存在することになる。そして，肉体や物質から
解放され，より自由な感覚や交通が得られるサイバース
ペースを優位に立たせるのである。この発想は，他のサ
イバースペース言説にも受け継がれた18）。
　だが，インターネットなどの電子ネットワークと現
実空間が同じ構造を持ち，かつ別々のものとして存在
するという発想は，インターネットが社会的なインフ
ラとなっている現在にあっては受け入れがたい19）。現代
は，現実空間からサイバースペースへ移動するといった
状況にはなく，電子ネットワークが環境となった社会に
生活するという状況にある。さらに，ネット上での数々
の事象を見れば，そこが（サイバースペース論者が望ん
でいた意味での）理想的な場であるとも言いがたい。イ
ンターネットの普及によっていよいよ成立するはずだっ
たサイバースペースをめぐる発想は，むしろ，インター
ネットの登場・普及以前の環境に依拠する形で生まれて
きたのであると考えられるだろう。

１－2 サイバーシティ論とその問題点
　サイバーシティは，前節で扱ったサイバースペース
を都市空間として捉えた概念である。だが，それは単
に「メディア上に現れる都市性を持った空間」を指す概
念，では片付けられない。サイバーシティとは，価値判

断，イデオロギー性を含んだ概念であり，論者の願望を
投影した用語でもある。
　サイバースペース論が現実と切り離された精神的空間
を想定し，そこに現実社会以上の何かを見出してきたよ
うに，サイバーシティ論も電子ネットワーク上に現実
の都市と同型の，しかしそれ以上の何かを見出す。ス
ティーヴン・グレアム（Stephen Graham）はサイバー
シティ・リーダーズの中で，1960年代から2000年代初頭
にかけて語られてきたサイバーシティ論の論調を整理し
ている20）。それによるとサイバーシティ論は主に 4 つの
タイプに分類できる。第 1 に，脱物質化されたサイバー
スペースの際限なき領域が，都市を取り巻く物質的な重
荷から解放されるだろうとする「サイバースペースの神
学」。第 2 に，距離の意味が無くなり，ネオリベラリズ
ム的グローバル経済が実現するというユートピアニズム。
第 3 に，情報通信技術が全世界的なインフラとなり，世
界規模での民主主義が実現するというサイバーリバタリ
アニズム。第 4 に，人間の身体が情報端末に接続され，
サイボーグ化することで人や都市が場所性の限界を超え
るという思想である21）。
　グレアムは，サイバーシティ論の代表として例えば，
電子メディアなどが登場して都市が消滅していくと述
べたマクルーハンや，VRの中で現実の生活と同様の空
間的感覚が引き起こされるのであれば，現実空間の建築
物は必要ないであろうと語る批評家のシャフラーツ・カ
バ（Shafraaz Kaba），あるいは都市の条件として空間
が不要になると論じたマーティン・ポーリー（Martin 
Pawley）などの論考を挙げ22），それらを「ファンタ
ジー」と呼んで批判している23）。これらのサイバーシ
ティ論は，いずれも電子ネットワーク上の「都市」が，
疲弊した物理空間の都市を超え，そこで人々がより容易
く交通するという未来予想である。
　以上のような「ファンタジー」を支えるのはいかなる
発想なのか。ここで主に問題となるのは次の 2 つである。
まず 1 つは自由に関わる問題である。若林幹夫は，人々
がサイバースペースに都市を見出すのはなぜかという問
いに対し，都市とサイバースペースの場所論的類似に加
えて，物理的都市からの自由が見出されるからである
と答える24）。これまで人々は部族・村落社会の外部にあ
り，身分や社会的紐帯を相対化する都市に，自由を見出
してきた。この図式の，姿を変えた反復として，物理的
な都市から解放され，自由で活発な交流が可能となるサ
イバーシティに人々は惹きつけられる。
　また 2 つ目に問題なのは，サイバーシティが持つ，現
実に起こる諸問題を覆い隠すイデオロギーとしての側面
である。その点に関してM.クリスティーヌ・ボイヤー

（M. Christine Boyer）の論考を参照しつつ見てみよう。
　ボイヤーは，近代からポストモダンと呼ばれる時代に
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移行する中で，都市イメージが機械都市から情報都市へ
と変わってきたことを論じている25）。機械都市に関して，
筆者なりに典型例を挙げるならば，映画『メトロポリス

（Metropolis）』（1927）によって提示された機械都市が
あるだろう。それは，まさに皆が思い描く近代都市のイ
メージそのものであり，また，こうした映画などでの表
象を通して，人々の都市に対するイメージが形成されて
いった。
　機械をモデルとした近代都市は規律と囲い込みの空
間によって形作られる都市でもある26）。ミシェル・フー
コー（Michel Foucault）は近代以前の君主が規則を破
る者に対して行使した「死に基づく権力」，すなわち生
殺与奪の権に代わり，近代以降には人々を生きさせる権
力（「生-権力」）が登場したと述べ，その力が規律制度
としての学校や軍隊などを通じて現れると指摘してい
た27）。このように，人々を生かし，規律訓練によって近
代的な身体を作り上げる制度（工場など）に囲まれた都
市が，近代の機械都市である。
　ところが，ボイヤーがジル・ドゥルーズ（Gilles Deleuze）
を参照しつつ指摘するのは，近代都市のイメージが崩れ
つつあることである28）。現代において，都市イメージは
規律訓練型権力と結びついた都市ではなく，コンピュー
タ技術による管理と結びついた情報都市，すなわちコン
ピュータをイメージ・モデルとし，メディア内に成立す
るサイバーシティへと変わってきた。ボイヤーは，この
コンピュータが，「清潔で無垢な機械」として捉えられ
ていると指摘する29）。それをモデルとしたクリーンなサ
イバーシティをイメージすることで，物理的な都市空間
に生じる諸問題（ホームレス，地域の衰退など）を隠蔽
するというわけである。自由の場合と同様，そのような
発想のもとで，人々がサイバーシティに見たのは，疲弊
した近代都市を凌駕するような，これからあるべき都市
の姿である。
　しかし，当然ながら電子ネットワーク上にサイバーシ
ティなるものを見出したとしても物理的都市からは自由
にならない。またサイバーシティの成立によって現実に
起こる問題が消滅するわけでもない。そして，現在の
人々は電子ネットワーク上の都市が，物理的都市を凌駕
するという事態は全く起こっていないことを経験的事実
としても知っている。
　数々の研究・報告がなされてきているように，電子
ネットワークを用いる人々はオンラインとオフラインを
交差させながら活動している30）。人々はオンライン上の
活動・関係・問題をオフラインに持ち込み，オフライン
上の活動・関係・問題をオンライン上にも持ち込むこと
で，それぞれの生活を拡張させている。AR（Augmented 
Reality）技術を用いて，現実空間を情報技術によって
装飾・拡張させることや31），都市空間をウェブ的な発想

によって構築する32）といった試みも次第に広まっている。
　サイバーシティが現実の都市を亡き者にするのではな
く，ネットワーク上に見出される都市的性格が，現実の
都市にも組み込まれる。その相互作用的な働きの中でわ
れわれの生活や行動に変化が起こってくる可能性がある
と捉える方が現状に近い感覚と言えるであろう33）。電子
ネットワークや情報技術を介した文化実践は，普段人々
が生活する都市に接続され，結びついたものなのであ
る34）。
　本章ではサイバースペース・サイバーシティ論を見て
きたが，いずれも，物理的空間と電子ネットワーク上の
社会を峻別し，物理性から解放された自律的な社会・都
市をメディアの内部に見出してきたことがわかる。それ
らは物理的な社会・都市における諸問題を乗り越え，自
由を得ることを思い描いた。そしてメディア内に，これ
までの都市社会以上に人々が容易く出会い，交通する自
律的社会・都市空間を見出してきたのであった。

２ インターネットの時間性

2－１ インターネット体験と都市的感性
　以上見てきたようなサイバースペース・サイバーシ
ティ観が提示した未来は到来していない。だが不特定多
数の人々が集まり，数々の文化実践がなされるウェブ上
のサービスが存在するのは確かである。そこには物理的
な空間を持たない，「都市性」を持った場が出現すると
言う他ないだろう。
　遠藤薫は，共同性―秩序―公開性を循環する運動の場
としての性格が，公共性・都市・ネットワーク空間に共
通すると述べ，例えば電子ネットワークに集う人々の

「都市的感性」の現れが，電子ネットワークと都市の同
型性を示唆していると論じた35）。遠藤は，自身も参加し
たWIP日本2002年調査のネット利用者の感性に関する
集計結果から，ネット利用者の「都市的感性」が高いこ
とを指摘している36）。
　ここで言う都市的感性とは，C.S.フィッシャーが，都
市的体験がもたらす感性として挙げたもの37）で，「情報
に対する敏感さ」，「変化志向性」，「孤立感」，「コミュ
ニティ・オブ・インタレスト形成」などのことである38）。
これらの感性はネット利用者，大都市居住者，非大都
市居住者，非ネット利用者の順に強く現れる。遠藤は，

「都市的体験がもたらすと考えられてきた感性は，ネッ
ト体験（利用）によってより強力に現れる，あるいは
ネットの住人たちは（居住地域にかかわらず）こうした
感性の強い者たちであると考えることができる」のだと
述べる39）。
　この調査のデータから 3 年後のWIP日本2005年調査
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の結果を見ると，PCネットワーク利用者と非利用者間
での感性の差は小さくなりつつあるが，新たに対象とし
て加わったネットワークコミュニティ利用者において，
こうした感性が強く表れていると考えられる40）。
　このように，インターネット利用，そしてネット上での
コミュニティ系サービスを利用することと，都市的感性
には結びつきがあるという報告もある。ウェブをそのよ
うな感性を生む，都市性を持った場として扱いつつ，イ
デオロギーや未来予測としてではなく記述すること，そ
してそこでの文化実践を論じることは出来るであろうか。

2－2 サイバースペースを時間から捉える
　その際に注目するのは，空間性というより時間性であ
る。ここでサイバースペース・サイバーシティ論が，メ
ディア内の空間と物理空間とを峻別し，物理空間の都市
よりも容易に人々が活動，交通する空間をメディア内に
見出してきたことが重要となってくる。サイバースペー
ス・サイバーシティ論は現実空間と同等以上の空間を
メディアの中に見出し，人々が「向こうに引っ越す」あ
るいは「向こうと一瞬で接続する」ことを想定している。
人々はその物理性から解放された理想的な空間で出会う
人々，同じ時間を共有する人々と様々な交通を行なうだ
ろう。
　この場合，AとBとが交流する基本的な形態は，Aと
Bとが同じ場所・同じ時間を共有（同期）することで実
現される。同期（synchronism）とは，時間的な隔たり
の無い状態に複数の人々があり，同じ時間を共有してい
ることを指す。無論，Aの前に居合わせない（同期して
いない）場合，Bは交流に参加出来ない。
　しかし，ある種のメディア，特に電子ネットワークを
用いて，人々は全く異なる時間に属したまま，非対称的
に様々なやりとりを交わす。インターネットがもたらし
たのは，AとBの時間的な分離と，それに伴う交流の仕
方の変容である。電子ネットワークは，サイバースペー
スやサイバーシティがもたらすはずだった人々の交通を
もたらしにくい，あるいは全く別の形でもたらすような
時間性を有するのである。

2－3 テレビの時間とネットの時間
　インターネットの時間性が持つ特徴を考えるためには，
別のメディアの時間性を考えるのがよいだろう。そこで
本節では，近代都市社会における文化実践に強い影響力
を持ったマスメディアの時間性について述べる。
　流動性が低く，同質性の強いところでは成員の内部で
暗黙のうちに基準が共有されるが，流動性の高いとこ
ろでは成員たちの外部に基準が必要となると言われる41）。
これを時間という観点から前近代的な地域共同体と近代
的な都市社会にあてはめれば，共同体は成員の内部にお

約束としての時間を共有するが，都市社会は成員の外部
に基準としての時間（時計）を設けて編成の契機を作る
ということになる。
　近代社会は成員の外部に客観化された時間を設定する
ことで成り立っている42）。その時間編成のための施設や
ツールは様々であるが，例えば，情報を一極集中させ，
それを一方向的に一挙に報道するマスメディアは重要な
役割を果たしている。とりわけテレビは，通勤や通学を
しない，家庭内の人々にすら単一の時間性，客観化され
た時間意識の教育を施す43）。
　マスメディア的時間編成にとって最も強力なツールで
あるテレビは，街頭テレビや生放送によって，人々をリ
アルタイムに結びつけていた。つまり，テレビは人々を
同期させるメディアであると言うことが出来る。しかし，
ビデオ録画などの登場は，こうした生放送の重要性を次
第に低下させ，人々を非同期化させていった。
　ネットは，時計的な時間とは異なる時間性の中で発展
してきたメディアである。具体的には，ネットは人々が
同じ時間に全く別々のものを見ているということが当た
り前となった環境に適したメディアである（後述するよ
うにYouTubeはこの環境に適合して発展しているサイ
トである）。
　丸田一が指摘する通り，ネット上でのコミュニケー
ションは基本的に非同期的になされる44）。電子ネット
ワークは技術的にも人々の同期性を弱め，全く時間を共
有しないもの同士のコミュニケーションの成立をも容易
にしてしまう。サイバースペースの発想は電子ネット
ワーク社会におけるこの現実に対応していなかった。
　ウェブで「にぎわい」を感じるためには，サイバース
ペース的発想はおそらくあまり効果をあげず45），マスメ
ディア的な時間性とは異なる時間編成の仕掛けが作動し
なければならない。次章では，その仕掛けをニコニコ動
画とYouTubeという 2 つの動画サイトを例に見ていき
たい。

３ �ウェブにおける「仕掛け」として
のアーキテクチャ

3－１ ニコニコ動画のアーキテクチャと時間性
　はじめに見るのはニコニコ動画である。ニコニコ動画
は，2006年末に実験的にサービスが開始され，翌年本格
的にサービス開始された日本の動画サイトである。この
サイトには生放送・イラスト投稿・ショッピングなどの
関連サービスも存在している。
　以下，このニコニコ動画のアーキテクチャについて見
ていく。ここでのアーキテクチャ（architecture）の語
は，法学者ローレンス・レッシグ（Lawrence Lessig）
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の用いた意味で扱う。レッシグは，社会の秩序や人々の
行動を制約するものとして法律，規範，市場，アーキテ
クチャを挙げている46）。法律は処罰，規範はレッテル張
り，市場は値段，アーキテクチャは技術的・物理的方法
で行動を規制する47）。
　例えば「未成年者の喫煙を防ぐ」ために，自動販売機
に技術的に装置を設け，成人証明カードのタッチを義務
付けるのがアーキテクチャによる規制に該当する。この
方法を使えば，法律や教師の言いつけを無視し，金銭的
に余裕がある未成年者も，成人証明カードがなければ
自販機からタバコが買えなくなる。もちろん，成人証明
カードを借りるなどの抜け道はある。しかし，アーキテ
クチャが人々の行動を物理的・技術的に方向付けて，制
約を与えているのは確かであろう。
　本論は，人々の行動に対し，技術的・物理的に制約を
与えるウェブ上のアーキテクチャによって整備され，可
能となる「時間性」に注目する。
　先にYouTubeが，各人が同じ時間にばらばらの体験
をする環境に適合して発展してきたと述べた。このサイ
トは，世界中のユーザーが投稿した動画がアーカイブ化
された巨大な動画図書館のような場である。そこで人々
は各人の関心に基づいて，好きな時間に好きな動画を見
て楽しむため，各ユーザーの視聴体験は，ばらばらのま
ま保たれる。したがって，YouTubeは相対的に便利で
あるから利用者は多いものの，そこに「にぎわい」の感
覚を発生させることは困難である。
　ニコニコ動画はYouTubeのような動画アーカイブ的
側面を持ったサイトでもある。しかし，YouTubeには
無い「仕掛け」をアーキテクチャとして組み込むことで

「にぎわい」の発生を実現させている。情報環境研究者
の濱野智史は，ニコニコ動画における動画とユーザーの
関係を規定するアーキテクチャに関して，それをコメン
ト機能による「擬似同期」を実現するものであると述べ
た48）。ニコニコ動画は，動画再生画面上に視聴ユーザー
が書き込んだコメントを重ねて表示する，スーパーイン
ポーズ機能49）を備えている。それらのコメントが書き
込まれる時間はばらばらだが，ニコニコ動画におけるコ
メントは動画の再生時間と結び付けられてサーバーに記
録されるため，たった今書き込んだコメントと，例えば
30分前や 1 年前のコメントが同一の再生画面上に表示さ
れる（図 1 ）。
　ニコニコ動画は，このようにして，人の集まりと運動
をコメントとして可視化する。これは，ネット上におい
て，成立し難い「にぎわい」（実際，コメントはばらば
らに書き込まれる）を，擬似的な時間のマッチングに
よって成立させる技術的な「仕掛け」＝アーキテクチャ
を通して創出し，実際には各人がばらばらに経験する動
画視聴を，あたかもみんな一緒に見ているかのような体

験に変える。
　ところで，これは単に同期の擬似的な姿であるだけで
なく，同期とは異なる体験をももたらす。すなわち，そ
れは同期で得られる「にぎわい」の経験を反復可能にし，
常に「にぎわい」を感じることを可能にする。サイバー
スペース論的な同期が生み出す「にぎわい」が，その
都度始まっては終わるものであるとすれば，擬似同期は

「にぎわい」を反復し持続させるのである50）。

3－2 �擬似同期から生まれる「にぎわい」と文
化実践

　ここで，擬似同期を実現するアーキテクチャが可能に
した文化実践の場の形成メカニズムを見てみよう。コメ
ントを通じた擬似同期という時間性が有効に働いた文化
実践が，例えば音楽動画の歌詞とそれを通じた交流であ
る。音楽動画はもともと歌詞付きで投稿されている場
合もあるが，そうでない場合も多い。そこで，ユーザー
はコメントを用いて自ら歌詞を書き込む。その歌詞を上
手に書き込む技能を持った人々は「歌詞職人」と呼ばれ，
動画の「にぎわい」に一役買っている。あるいは，歌詞
ではなくとも，コメント機能でイラストなどを投稿して
しまうコメントアートと呼ばれるものもある。擬似同期
だからこそ，そこに歌詞やイラストが残り，意味をなす
のである（図 2 ）。
　ところで，このコメント機能は，当初ユーザー同士の
喧嘩が起こらないという副効用も期待された。なぜかと
いえば，掲示板やチャットとは異なり，ユーザーは動画
に対するコメントしか残せないため，コメント対コメン
トという事態は生じないからである。「もちろん，バー
チャルな時間軸に沿って，その時間軸の上で他人とコメ
ントの応酬をするというのは決して不可能ではないけれ
ども（…）そこまでややこしいことをして他人と議論や
ケンカをしようとする人はたぶん出てこないだろう」と
考えられたという51）。

図１.　�①は2011年11月，②は2012年6月に投稿された
コメント。それらが同一の再生画面上に表示さ
れる。
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　だが，現状では，良くも悪くもその期待は裏切られて
いる。例えばとりわけ「職人的」な歌詞やイラストに
は，コメントを通して言及がなされる場合がある（図 2 ）。
このようなコメント同士のやり取りは，その場の「にぎ
わい」の発生に一定の役割を果たす。また，投稿者側か
ら「歌詞職人ありがとうございます」などのメッセージ
が追加されることもしばしばで，それらが歌詞職人の実
践を更に活発化させたり，新たな歌詞職人を生む契機と
もなったりするだろう52）。
　以上のような現象が定着すると，意識的・無意識的に
それを誘発するようなコンテンツが数多く生み出される
ようになる。例えば，しもというユーザーが投稿する一
連のメドレーは，簡素な視覚エフェクト映像であること
が歌詞やイラストを付けることへの他のユーザーの意欲
を高めている。ニコニコ動画では，例えばこうした，コ
メントによる擬似同期を実現するアーキテクチャに水路
づけられる形で，文化実践の場が形成されるのである。

3－3 アーキテクチャによる擬似同期の特質
　しかし，擬似同期という時間性は，（「にぎわい」を考
慮にさえいれなければ）動画サイトが生まれる以前にも
実現され，体験されていたと考えられる。従来の擬似同
期を伴う文化実践と，本論で扱うウェブの動画サイトの
実践はどう異なるのだろうか。
　国文学者の渡部泰明によると，和歌の修辞技法は複数
の声・心を擬制的に重ね合わせる効果を持つ53）。例えば，

『古今和歌集』の頃から多く見られるようになった「縁
語」は，詠む者の「現在」に，それを読み聞きする者を
結びつける。渡部いわく，「縁語というのは，二つの内
容を結びつけ，それによって今ここの場，という現在性
を強く浮かび上がらせ」，「相手に，あるいは複数の人々
に声を合わせ，身を寄せることを要求しつつ，作者の現
在へと導く機能を持つ。そして共感を生み出す。すなわ
ちコミュニケーションの具なのである」54）。

　例えば，「唐衣着つつなれにしつましあればはるばる
きぬる旅をしぞ思ふ」であれば，「つま（妻）」・「はる

（遥）」・「き（来）」が「唐衣」に対する縁語（褄・張る・
着）として結合し，詠み手とされる在原業平の「現在」
が浮かび上がる55）。人々はこの業平の「現在」を擬似的
に共有するわけである。そうであれば，複数人数の擬似
同期体験をもたらす実践は以前から存在していたことに
なる。
　しかし，和歌における擬似同期が成立するには，一様
に，受け手側の高い教養が必要となる。人々はあらかじ
め修辞技法を学び，知識や規則を内面化していなければ
ならない。
　一方で，ニコニコ動画に仕掛けられたコメント機能は，
ユーザーによる規則の内面化を必要とせずに擬似同期体
験をもたらす。既述のとおり，アーキテクチャとは物理
的・技術的に人々の動きを方向づける。ニコニコ動画に
おいて，擬似同期体験自体は，サイトの技術的な仕組
みが可能にしており，ユーザー側の知識・教養などは問
われないに等しい。インターネットにおける擬似同期は，
このアーキテクチャに従って成立する点で，長期の修練
を必要とするような，これまでの文化実践における擬似
同期とはいささか性格を異にする部分がある。

3－4 YouTubeの非同期性と間メディア性
　次に，ニコニコ動画のような時間性を実現する仕掛け
をサイトの内部に持っていない場合，どのようなプロ
セスを経て文化実践が行われるのか，YouTubeを例に，
間メディア性による文化実践の場形成プロセスを見てい
く。
　メディアは，基本的に異なるメディアとの相互関係に
よって飛び交う情報を膨張させる。例えばテレビが報じ
た情報を素材に，ウェブの掲示板で交流が発生してきた。
このメディアとメディアの相互関係は「間メディア性」
と呼ばれる56）。
　間メディア性概念は2000年代半ばのソーシャルメディ
ア台頭以来，ますますその重要性を増している。例えば
YouTubeには動画再生画面の下に「共有」ボタンが設
置されており，これを用いて他サイトへと容易に埋め込
みが可能である。こうしたボタンが設置されていること
に間メディア性の重要性が現れてもいる。
　YouTubeにおける間メディア的相互作用は，例えば
Twitterとの連携により実現される。Twitterには動画
紹介bot57）というアカウント群が存在している。これは，
主にYouTubeの動画の中から，おすすめの動画などを
紹介していくものであり，人気のあるものは数千，数万
のフォロワーを抱えている。このアカウントがTwitter
上に紹介した動画を通じて，ユーザー間でのやり取りが
生じることもある。

図２.　�「言葉は見つけられないよ」などが歌詞。「職人
www」などのコメントが見える。
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　また，この種の相互作用は，先ほどのニコニコ動画の
誕生期に注目することでもよくわかる。ニコニコ動画は
最初，YouTubeの動画に対してスーパーインポーズ的
にコメントを付けるサービスであった。つまり，ニコニ
コ動画はYouTubeに寄生する形で，「間メディア」的に

「にぎわい」を創出させていた。
　この例はYouTubeの特性を逆照射する。YouTubeの
視聴体験は非同期的であり，「にぎわい」を創出させる
には外部に編成の仕掛けが必要となるということである。
YouTubeに投稿された動画が人気や話題を獲得してい
く場合，あるいは動画を媒介として交流がなされる場合，
それはYouTube内部でのみの現象というよりは，他の
サイトとの連携を通じて生じるのである。

４ 動画サイトと都市

　インターネットの文化は， 1 つのメディア内に閉じ込
められているわけではなく，まして，その種の文化が現
実の都市文化を駆逐するわけではない。インターネット
の文化は，物理的な都市に組み込まれ，都市の文化の一
部を構成している。これまで見てきたような動画サイト
の文化実践も同様である。そこで最後に，動画サイトで
の実践と物理空間の都市はいかに関わっているのかを見
てみたい。
　現在，都市を歩いている際に遭遇した出来事を動画や
写真に収め，ウェブ上に投稿することは日常的に行われ
る。イタリアのアーティストBLUの『MUTO』は，こ
うした現状を背景とした実践である。これはブエノスア
イレスの街の壁面に絵を描き，撮影・編集したコマ撮り
アニメで，2008年にYouTubeなどの動画サイトに投稿
されてFacebookなど外部サイトを中心に話題となった。

『MUTO』は現場でのリアルタイム鑑賞には向かず，動
画での視聴によって初めてアニメとして成立する。この

創作の背景に動画サイトの普及があるのは確かであり，
話題を獲得したのは非同期かつ手軽な視聴が可能であっ
たことが大きい。ウェブへの投稿を前提とした『MUTO』
は，人々の都市とウェブへの日常的な関わり方の延長線
上にある創作であろう。
　一方，ウェブで形成された文化実践の場を物理空間に
再現し，それを配信してオンラインで書き込まれたコメ
ントをその物理空間に反映させることを試みる，といっ
たニコニコ動画関連イベントがある。
　2012年 4 月28日・29日に千葉の幕張メッセでニコニコ
超会議というイベントが開催された（図 3 ， 4 ）。同イ
ベントは，もはやオフ会と呼ぶにはオンラインとの相互
作用が強すぎるものだった。会場にはニコニコ動画上で
形成された文化実践の場が再現され，音楽ライブ・工
作・囲碁・将棋・イラスト公開・カラオケ・ダンス・討
論・物販などの催しが開かれた。サイトで話題となった
ユーザー考案の料理などが楽しめるフードコートもあっ
た。更に，イベントでのやり取りが再びネット配信され，
会場にオンライン視聴者のコメントが投影された。
　ここに見られたのは，人々の時間的分離を擬似的同期
によってカバーし，発生した「にぎわい」を，物理空間
で再形成すること，そしてそれが再びウェブ上での文化
実践の場の形成にも繋がってゆくという光景であった。
もちろんこれは一種の非日常的なイベントである。しか
し，こうしたウェブと都市との関わり方がより日常的な
光景となるのは充分に現実的なことであろう。

おわりに

　本論ではサイバースペース・サイバーシティ論の問題
を踏まえ，電子ネットワークと時間性の変容に着目し，
ウェブの時間性をダイレクトに反映したYouTubeや近
代都市社会とは異なる時間性によって人々を編制するニ

図４.　�会場の壁に投影されたネット視聴者のコメント。
http://news.nicovideo.jp/watch/np181296より

図３.　�会場の大画面に流れるネット視聴者のコメント。
撮影：筆者
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コニコ動画を分析した。これらのサイトでは，時間を擬
似的に共有させるアーキテクチャに水路付けられながら，

「にぎわい」が生まれ文化実践がなされることを明らか
にした。さらに，物理的な都市空間とウェブとが結びつ
き，どちらかが優位に立つのでなく，相互補完的関係が
物理的都市とウェブ・サイト双方の文化実践を活発化さ
せうることを近年の事例を通じて検証した。
　しかし，本論は，動画サイトを論じるにあたって重要
となる，コンテンツの特性に詳しく触れることが出来な
かったし，動画サイトが抱える著作権，サイバーカス
ケードなどの問題にも立ち入っていない。これらの問題
については今後の課題としたい。
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pdf/20110808_2report.pdf （2012年8月5日アクセス）参照。

4 ．フィッシャー , 1996, 20.
５ ．フィッシャー , 1996, 56.
６ ．難波, 2006, 165.
７ ．橋爪, 2002, 7.
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Cultural Practices and Urbanity on the Web:
An Analysis of Video Hosting Services

Masaki OkAdA

The World Wide Web can be seen as a place, like a city, where an unspecified but large 
number of people gather and perform various functions. This paper will attempt to elucidate 
how scenes in cultural practice are formed and how an “activity” is generated on the web. 
This paper also outlines the complementary relationship between the web and physical 
cities. This thesis will deal with video hosting services on the web, such as YouTube and 
Nico Nico Douga. These sites function as a very important place for cultural practices on the 
web. Moreover, these sites have pointed out the new “scenes” for today’s cultural practices. 
The electronic media or the electronic network has been discussed as a cyberspace or 
cybercity. A cyberspace or cybercity can be visualized as a space or city that makes 
possible new actions. However, the assumptions of these discourses do not aptly treat the 

“temporality” of the Internet. Further, discussions on cyberspace or cybercities point out 
that the autonomous society on the electronic network or media surpasses physical cities in 
various ways. However, this way of understanding does not reflect current circumstances. 
Therefore, first, this paper will place the arguments regarding cyberspace and cybercities 
in perspective and try to bring its various problems to light. Second, this study will try to 
understand how people crowd and how scenes are formed on web sites as asynchronous 
communication media, from the perspective of the “temporality” of Internet media. Third, 
this thesis will demonstrate the relationship between physical cities and the cultural 
practices of web-sites, (e.g., a video hosting site’s offline event). In conclusion, this paper 
will elucidate how the crowd on video hosting websites is generated, and demonstrate that 
scenes of cultural practices on the web and in physical spaces can be complementary.

Keywords:�cyberspace/cybercity, temporality, activity, architecture, video hosting site
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