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日常会話におけるうわさと話題の比較1）

一属性と機能の観点からの検討－
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Comparlng rumOrS With daily topicsin everyday conversation‥托om aspects oftheirattributes

and functions
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This study was conducted to（1）compare rumors
with daily topics of conversationin terms of

their attributes and 如nctions and to
examine their di触rencesin content and 如nction within

COnVerSation，and（2）to organize the attributes and氏1nCtions discussedin previous studies and to

examine their relationships・The authors surveyed276undergraduates and obtained the following

mainムndings：（1）The results of an ANOVÅsuggest tbat daily topics of conversation have the

attributes

providing

attributes

the other

results of

Of 如n，Certainty and credibilit沸 and the 九1nCtions
of entertainment，eXCitement and

information．On the other band，rumOrS divideinto two groups：One grOup has the

Of arouslng anXiet沸Certainty and credibility and the山nction ofprovidinginformation，and

group has the attribute of九1n and functions of entertainment and excitement．（2）The

ねctor analysIS SuggeSt that these attributes and如nctions are organized according to the

three dimensions of entertainment，prOVidinginformation and arouslng anXiety

琵ey
words：COnVerSation，rumOちdaily toplCS

問題。目的

人は日常生活の中で様々な会話をしている．そこ

で交わされる話題は，最近話題のニュースや身近な

友人に関する噂話，新しくできた店の話など多様で

ある．本研究は，大学生の日常会話で話される様々

なうわさや日常的な話題に注目し，話題内容の属性

1）本論文は，第一一著者が2003年定日本社会心理学会で発

表したデータを再解析したものであり，第一著者が研

究の立案・分析・執筆を行い，第二著者が研究計画に

関わった．本論文の作成にあたり，調査にご協力頂い

た落合良行数授，山本眞理子教授に深く感謝致しま

す，
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と機能の面から両者を比較することで，うわさがど

のような特徴をもつ話題であるのかを検討すること

を目的とする．

うわさと日常的な話題の関係

うわさの定義 うわさとは，「社会的に広がりを

もった人間関係のネットワークの中を次々と流れて

いく，確実な知識を土台にもたないあいまいな情

報」（木下，1977）と定義される．この定義からう

わさは，広範囲に広がるという伝播現象としての側

面と，不確実性という属性をもつ話題内容としての

側面からなる現象と捉えることができる．本研究で

は後者の話題内容の属性に注目し，日常的な話題と

の比較を通してうわさの特徴を検討する．本研究で
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は，うわさと日常的な話題を話題内容の属性につい

て比較するため，うわさを「日常会話で話されるあ

いまいな情報」に限定して扱う．

うわさと日常的な話題 日常時に話されるうわさ

は，日常会話における様々な話題の中の一つである

と捉えられる．

稲越（1990，1992）は，日常会話で話される話題

を対象として，話の内容がどの程度面白かったに関

する“面白さ”，どの程度大切かに関する“重要

性”，そしてどの程度話題にしづらいかに関する

“困難さ”などの要因と，会話相手との関係を検討

した．その結果，会話相手との上下関係や性別に

よってこれらの要因の評価が異なることを明らかに

した．

竹中（印刷中）は，日常会話で話されるうわさと

うわさ以外の日常的な話題との関係に注目し，21項

目の日常的な話題と「自殺のうわさ」「オカルトの

うわさ」「危険な場所のうわさ」「大学生活のうわ

さ」の4項目のうわさを対象として，最近3ケ月以

内における会話経験の有無について数量化Ⅲ類を用

いて構造を検討した．分析の結果，「自殺のうわさ」

「オカルトのうわさ」「危険な場所のうわさ」は日常

的な話題とは異なる位置に布置され，「大学生活の

うわさ」は他のうわさと日常的な話題との中間に布

置された．これらの結果は，うわさがうわさ以外の

日常的な話題と異なる構造を持つことを示唆してい

る．しかし，竹中（印刷中）では，会話経験の有無

という視点のみでしかうわさと日常的な話題の関係

を検討しておらず，具体的にどのような要因が影響

してうわさと日常的な話題に異なる構造がみられた

のかは検討されていない．

そこで本研究では，うわさと日常的な話題の相違

に影響する要因として，話題内容の属性と話題の機

能とを，概念的に分離して扱う．ここで，話題内容

の属性は，うわさや日常的な話題の内容自体がもつ

性質の評価と定義する．具体的には，内容がはっき

りしており根拠がある程度である“確実性”や，内

容が面白く楽しい程度である“面白さ”などを話題

内容の属性として扱う．一方，話題の機能を，うわ

さや日常的な話題を会話することによって話し手や

聞き手，および会話状況に及ぼす影響と定義する．

具体的には，会話することで情報提供や情報交換に

なる“情報提供機能”や，会話することで話し手と

聞き手が楽しむ“娯楽機能”などを話題の機能とし

て扱う．そして，日常的な話題と異なるうわさの特

徴を抽出するために，うわさと日常的な話題を属性

と機能の両側面で比較する．この比較を通して，両

者が会話において果たす役割の違いを明らかにする

ことができると期待される．

また，これらの属性と機能との関連を検討した研

究はこれまでなかった．そこで，本研究では，話題

内容の属性と機能がどのような関連をもつのかを検

討する．この検討を通して，従来の研究において個

別に扱われてきた様々な属性や機能を理論的に整理

することができると予想される．以下では，話題内

容の属性と機能について先行研究をまとめる．

話題内容の属性

本研究では，話題内容の属性は，うわさや日常的

な話題の内容自体がもつ性質の評価と定義する．う

わさに関する先行研究において，話題内容の属性

は，主に伝達の規定因として扱われてきた．伝達の

規定因としては，他にも状況や個人特性が扱われて

いるが，本研究では話題内容の属性に注目すること

から，話題内容の属性を扱った研究を中心に略述す

る．

あいまいさと解釈可能性 うわさの伝達に一貫し

て関係する要因として，“あいまいさ”，すなわち確

実性の低さが挙げられる．Rosnow；Esposito，＆

Gibney（1988）は，あいまいさを“内容の認知に関

するあいまいさ”“状況の認知に関するあいまいさ”

“対処行動の認知に関するあいまいぎ’の3つに分

けて扱い，大学の学生寮で発生した殺人事件に関す

るうわさを対象とした質問紙調査によって，うわさ

の伝達に“内容のあいまいさ”が影響することを明

らかにした．また，竹中（印刷中）は，大学生が日

常会話で話すうわさについて尋ねる質問紙調査を行

い，内容があいまいであるだけでなく，様々な解釈

が可能であること（解釈可能性）がうわさの伝達を

促進することを明らかにした．

重要性 初期のうわさ研究においては，あいまい

さと共にうわさの伝達に影響する要因として，“重

要性”が注目されていた（Allport＆Postman，

1947）．Anthony＆Gibbins（1995）は，アメリカ手

話に関するうわさ，ピザに関するうわさ，ボーリン

グのボ｝ルに関するうわさの3つのうわさに関し

て，ろう学校の学生を対象とした質問紙調査を行っ

た．その結果，重要性を高く評価するほどうわさの

知識をもち，うわさを伝達していたことが明らかに

なった．他にも，うわさの伝達因として重要性を

扱った研究として，川上（1994）や田中（1999）が

発表されている．なお，日常的な話題に関する研究

（稲越，1990，1992）においても，重要性の属性は

扱われている．

不安喚起 Rosnow（1988）は実証研究のレ

ビューから，個人レベルでうわさを伝達させる要因
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として“不安”と“あいまいさ”を挙げている．

Ⅶalker＆Blaine（1991）は，大学生を対象とし，

不安を喚起させる内容のうわさと願望を反映した内

容のうわさとをそれぞれ流すフィールド実験を行

い，不安を喚起させるうわさの方が多く流布するこ

とを明らかにした．また，中村（2001）は，携帯電

話を経由して流れる悪質な迷惑電話に関するうわさ

に関して質問紙調査を行い，うわさを開いた人のう

ち約7割がうわさの内容に不安を感じたことを報告

している．

信用度 これらの要因に加えて，近年注目されて

いる要因として“信用度（もっともらしさ）”が挙

げられる（川上，199釦．Kimmel＆Keekr（1991）

は，エイズに関する10種類のうわさについて質問紙

調査を行い，信用度と不安喚起とがうわさの伝達に

影響することを明らかにした．他にも，うわさの伝

達に信用度が影響することを実証した研究は多い

（Anthony ＆ Gibbins，1995；Bordia ＆ Rosnow，

1998；川上，1994；中村，2001）．Rosnow（1991）

は過去の主要な研究をメタ分析し，“不安”“あいま

いさ”“信用度”が一貫して流言の伝達に関係する

ことを確証している．

面白さと共通の話題性 うわさの一つである都市

伝説は，話すことによる楽しみの共有を目的として

伝達される（三隅，1991）．田中（1999）は，都市

伝説の特徴である“面白さ”に注目し，私立大学の

学生を村象として大学の教員に関するうわさについ

て質問紙調査を行っている．その結果，うわさの伝

達には重要性の認知がニュース的価値認知に影響を

与える場合と，面白さの認知が雑談的価値認知に影

響を与える場合があることが明らかにされた．竹中

（印刷中）は，うわさが友人と共有できる内容であ

る（共通の話題性）ほど伝達されることを明らかに

した．なお，日常的な話題に関する研究（稲越，

1990，1992）においても，面白さの属性は扱われて

いる．

本研究で扱う属性 このように，うわさ研究にお

いては，様々な話題内容の属性が伝達因として検討

されている．しかし，これらの研究ではうわさの伝

達困を明らかにする目的からうわさのみを単独で

扱っているため，ここで扱われている属性がうわさ

にのみ特徴的にみられる属性なのか，うわさ以外の

日常的な話題においてもみられる属性なのかは明ら

かにさjtていない．そこで本研究では，話題内容の

属性として，うわさ研究と話題研究（稲越，

1990，1992など）で共通に扱われている“面白さ”

と“重要性”を取り上げる．さらに，うわさ研究で

扱われている“あいまいさ”“解釈可能性”“不安喚

起”“信用度”“共通の話題性”を取り上げ，うわさ

と日常的な話題とがそれぞれどのような属性をもっ

ているか比較し，両者の相違点を明らかにする．こ

のように，うわさと日常的な話題とを直接比較する

アプローチをとることによって，従来のうわさ研究

では検討されていない日常会話における様々な話題

の中でのうわさの特徴を明らかにすることができる

と考えられる．

なお，本研究では各属性を以下のように定義す

る．“面白さ”は，内容に興味があり面白いと思う

程度である．“重要性”は，内容が自分に関係があ

り重要だと思う程度である．“あいまいさ”は，内

容に客観的な根拠がなくあいまいだと思う程度であ

る，“信用度”は，内容がもっともらしく信じられ

る程度である．“解釈可能性”は，内容が様々に解

釈でき多様に想像できる程度である．“共通の話題

性”は，内容が友人と共有でき共通の話題になると

思う程度である．

話題の機能

本研究では，話題の機能を，うわさや日常的な話

題を会話することによって話し手や聞き手，および

会話状況に及ぼす影響と定義し，どのような属性が

どのような機能と関連するかについても検討する．

以下では，うわさ研究において検討されている機能

についてまとめる．

木下（1994）は，1970年代後半に小中学生の間で

広がった「口裂け女」のうわさについて，1979年に

行った質問紙調査の結果を分析し，口裂け女が「怖

いもの見たさ」という遊びの対象として広まって

いったと推測している．また，松田（1998）は，う

わさが，「ちょっと面白い話」として場つなぎに使

われたり，場を盛り上げるために話されたりするこ

とを指摘している．このように，うわさを話すこと

は，娯楽として楽しんだり，話の間をつないだり，

場を盛り上げたりする機能をもつと考えられる．

水野（1998）は，うわさを環境変化に関する情報

として捉え，その環境変化に関心をもつ人々の間で

様々な情報交換が発生すると考察している．特に，

急激な社会環境の変化である災害発生時において

は，人々の間で活発に情報行動が行われることが報

告されてし＼る傭井，1988）．災害発生時のような

緊急時ではなく，日常会話においても，人に関する

うわさであるゴシップのように，情報提供のために

うわさが話さゴtることが指摘されている（川上，

1997）．このように，うわさを話すことは，会話相

手に情報提供したり，お互いに情報交換したりする

機能をもつと考えられる．
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本研究で扱う機能 以上より，うわさには，娯楽

として楽しむ“娯楽機能”，話の間をつなぐ“沈黙

回避機能”，場を盛り上げる“場の盛り上げ機能”，

相手の知らない情報を伝える“情報提供機能”など

の機能があると考えられる．本研究では，これらの

機能とうわさの属性とがどのような関係にあるのか

について検討する．

従来のうわさ研究において，内容の属性と機能は

それぞれ個別に扱われており，これらの相互関係を

扱った研究はなかった．しかし，これらの相互関係

を検討し，特定の属性と特定の機能との関連性を見

出すことによって，従来のうわさ研究で個別に扱わ

れてきた属性と機能を整理し，うわさをより体系的

に捉えることができると推測される．

なお，本研究では各機能を以下のように定義す

る．“娯楽機能”は，話すことで会話を楽しんだり

楽しい雰囲気を作ったりする機能である．“場の盛

り上げ機能”は，話すことで場を盛り上げたり，話

を弾ませたりする機能である．“沈黙回避機能”は，

話すことで話の間をつないだり相手に話を振ったり

する機能である．“情報提供機能”は，話すことで

相手に情報提供したりお互いに情報交換になったり

する機能である．

本研究の目的

本研究の目的をまとめると，第1に，うわさと日

常的な話題を話題内容の属性と機能の両側面から比

較し，両者の内容面での違いを明らかにするととも

に，両者が会話において果たす役割について検討す

る．第2に，話題内容の属性と機能との関係を検討

し，従来扱われてきた属性と機能を整理しまとめ

る．

なお，本研究で扱う属性は，内容の面白さの程度

に関する「面白さ」，信用できる程度に関する「信

用度」，根拠の明確さに関する「確実性2）」，内容を

解釈できる程度に関する「解釈可能性」，友人と話

題を共有できる程度に関する「共通の話題性」，不

安を喚起する程度に関する「不安喚起」，自分に関

係して重要である程度に関する「重要性」である．

また，本研究で扱った機能は，会話を楽しむ機能に

関する「娯楽機能」，会話の沈黙を回避できる機能

に関する「沈黙回避機能」，会話を盛り上げる機能

に関する「場の盛り上げ機能」，相手に有益な情報

を提供できる機能に関する「情報提供機能」であ

る．

2）本研究では，“あいまいさ”について，尺度の方向性

を逆転させた“確実性”として扱った．

方 法

茨城県内のT大学学生276名（男性89名，女性184

名，不明3名）を対象に質問紙調査を実施した．調

査は，講義時間内に集合形式で実施される個別記入

方式で行われた．調査期間は，2003年2月中旬～下

旬で，実施時間は約15分であった．

質問紙 3種類のうわさと3種類の日常的な話題

から，各1種類ずつを提示し，それぞれのうわさと

日常的な話題について（2）以降の質問項目を尋ね

た．なお，質問紙のパターンは，1種類のうわさと

1種類の日常的な話題を組み合わせるため，3種類

のうわさ×3種類の日常的な話題で合計9種類であ

り，回答者はランダムに，9パターンの質問紙のう

ち1パターンが配布され，回答を求められた．

（＝ 扱ったうわさと日常的な話題 同大学でうわ

さを収集した竹中（印刷中）において接触頻度の高

かった3種類のうわさと3種類の日常的な話題を

扱った．具体的には，“大学や大学周辺で起こった

事件や事故，危険な場所についてのうわさ（以下，

「事件・事故・危険な場所のうわさ」と省略）”，“T

大生（回答者の所属する大学の学生）の大学生活に

関するうわさ（以下，「大学生活のうわさ」と省

略）”，“『第四学群』（架空の学部）や『地下道』（架

空の構造物），『幽霊』にまつわるうわさ（以下，

「オカルトのうわさ」と省略）”の3種類のうわさ

と，“大学の授業にまつわる話（以下，「授業の話」

と省略）”，“共通の知人や友人の恋愛話（以下，「恋

愛の話」と省略）”，“アルバイトに関する話（以下，

「アルバイトの話」と省略）”の3種類の日常話題に

ついて質問した．

（2）接触経験の有無 大学入学以降にそれぞれの

うわさと話題との接触経験の有無について，「聞い

たことがある」か「問いたことがない」の2件法で

尋ねた．

（3）属性の評価 属性の評価について，提示した

うわさと日常的な話題それぞれの内容に対して「ど

のような印象をもっているか」という教示文を用

い，「1．全くあてはまらない」～「5．非常にあ

てはまる」までの5件法で尋ねた．属性を測定する

尺度は，「面白さ」「信用度」「確実性」「解釈可能

性」「共通の話題性」「不安喚起」「重要性」の7尺

度であり，各5項目ずつであった．「面白さ」「確実

性」「共通の話題性」「解釈可能性」は竹中（印刷

中）を参考に，「信用度」「不安喚起」「重要性」は

川上（1994）やRosnowetal．（1988）を参考に，

本研究で新たに作成した．
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（4）機能の評価 機能の評価について，属性の評

価と同様の形式で尋ねた．機能を測定する尺度は，

「娯楽機能」「沈黙回避機能」「場の盛り上げ機能」

「情報提供機能」の4尺度であり，各5項目ずつで

あった．「場の盛り上げ機能」「沈黙回避機能」は竹

中（印刷中）を参考に本研究で新たに作成し，「娯

楽機能」「情報提供機能」は本研究で独自に作成し

た．

結 果

各話題との接触頻度「事件・事故・危険な場所

のうわさ」「大学生活のうわさ」「恋愛の話」は80％

以上の回答者が接触しており，「オカルトのうわさ」

「アルバイトの話」は65％前後，「授業の話」は50％

弱が接触していた（℃1blel）．

尺度構成 属性7尺度，機能4尺度について，

「非常にあてはまる」を5点，「ややあてはまる」を

4点，「どちらとも言えない」を3点，「あまりあて

はまらない」を2点，「全くあてはまらない」を1

点として得点化した後，主成分分析によって一次元

性の確認を行った．解析の結果，“共通の話題性”

を除くすべての尺度について第1主成分への負荷量

が．40以上であり，α係数も．75以上と高かったた

め，これらの尺度は一次元構造であると解釈され

た．“共通の話題性”に関しては，第1主成分への

負荷量が．40未満の項目を削除し，再度主成分分析

を行ったところ，すべての項目の第1主成分への負

荷量が．40以上となり，α係数も．75と高かったた

め，一次元構造であると解釈された．主成分分析の

結果を，瀧ble2，瀧ble3に示す．各尺度につい

て，項目得点の合計を項目数で割り，尺度得点を算

出した．

属性と機能の評個 展性7尺度と機能4尺度につ

いて，6種類のうわさと話題を要因とした一要因分

散分析を行った（取ble4）．多重比較（Sche触法）

の結果，「事件・事故・危険な場所のうわさ」に比

べて，「オカルトのうわさ」「授業の話」「恋愛の話」

「アルバイトの話」の方が面白く，「大学生活のうわ

さ」に比べて「恋愛の話」の方が面白いと評価され

た．「オカルトのうわさ」に比べて，それ以外の話

題の方が確実性が高いと評価された．「オカルトの

うわさ」に比べて，「事件・事故・危険な場所のう

わさ」「大学生活のうわさ」の方が確実性が高く，

それらよりも「授業の話」「恋愛の話」「アルバイト

の話」の方がより高いと評価された．「恋愛の話」

に比べて，「授業の話」「アルバイトの話」の方が共

通の話題性が高いと評価された．「オカルトのうわ

さ」「授業の話」「恋愛の話」「アルバイトの話」に

比べて，「大学生活のうわさ」の方が不安を喚起す

る程度が高く，それらよりも「事件・事故・危険な

場所のうわさ」の方がより高いと評価された．「オ

瀧blel各うわさと話題との接触率と具体的な内容（単位は％）

話題 具体的な内容の例 N 接触率

00であった殺人事件のうわさ

事件・事故・危険な場所のうわさ 00で自殺があったらしい 96 84・4

00は危険らしい

T大生は同棲が多いらしい

大学生活のうわさ T大学では自殺が多いらしい 82 80・5

飲み会が多くて長いらしい

第四学群に入ったことがばれると除籍になる

オカルトのうわさ 地下道があるらしい 92 63・0

00では幽霊が出るらしい

00先生の授業はためになる

授業の話 テストに00の写真を貼るとAがもらえる 100 48・0

00先生の演習は大変らしい

00君と00さんはできてるらしい

恋愛の話 サークル内の三角関係について 83 83・1

バレンタインデーに告白したらしい

00のバイトは時給がいい

アルバイトの話 00で家庭教師をやると楽らしい 84 66・7

00のバイトはきついらしい

※なお，00には，それぞれ具体的な地名や， 『Aさん』『Bさん』といった架空の人物名が入っていた
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カルトのうわさ」に比べて，「大学生活のうわさ」 く，さらに「授業の話」と「アルバイトの話」の方

の方が重要性が高く，それらよりも「恋愛の話」と がより高いと評価された．「事件・事故・危険な場

「事件・事故・危険な場所のうわさ」の方がより高 所のうわさ」に比べて，それ以外の話題の方が娯楽

′払ble2 属性7尺度に関する主成分負荷量と平均値

質問項目 億均
符丁

量山何色ハ

面白さ（固有億：3．166，寄与率：63．3％，α係数∴85）

そのうわさは，

そのうわさは，

そのうわさは，

そのうわさは，

そのうわさは，

興味の持てる内容である

好奇心をくすぐるようなうわさである

ワクワクする

面白い

飽きない内容である

3

2

0

2

8

9

6

6

0

4

6

（l′（）

8

8

7

0

9

8

7

6

9

3

6

8

5

3

3

2

2

2

信用度（固有値：3．584，寄与率：71．7％，α係数∴90）

そのうわさは，もっともらしく感じられる

そのうわさは，納得できるうわさである

そのうわさの内容は信じられる

そのうわさは，本当のことだと思う

そのうわさは，実際にありそうなうわさである

8

9

9

0

4

5

1

8

7

9

8

8

（XU

8

7

4

7

6

1

7

6

3

6

7

9

3

3

3

3

3

確実性（固有億：3．113，寄与率：62．3％，α係数∴85）

そのうわさの根拠は，はっきりしている

そのうわさの内容は，正しいと思う

そのうわさは，情報源が分かっている

そのうわさの内容について，本当かどうか確かめることができる

そのうわさは，あいまいな内容である（＊）

3

8

2

6

2

5

4

3

6

2

8

8

8

7

6

9

6

3

8

1

1

5

2

0

2

3

3

3

3

3

解釈可能性（固有値：2．508，寄与率：50．2％，α係数：．75）

そのうわさは，続きを創作することができる

そのうわさは，話に尾ひれがつきやすい

そのうわさに関して，いろいろと想像できる

そのうわさは，いろいろな受け取り方が出来る

そのうわさについて，いろいろな解釈ができる

3

6

0

6

9

7

7

6

4

7

6

6

6

7

7

4

4

8

9

3

2

9

3

0

9

2

2

3

3

2

共通の話題性（固有億：2．319，寄与率：58．0％，α係数∴75）

そのうわさはみんなで話すことの出来る話題である

そのうわさは，友人と共有できる内容のうわさである

そのうわさをすることで共通の話題を持つことができる

そのうわさは誰でも加わることの出来る話題である

（X）

7

0

5

9

1

「⊥

1

7

8

7

7

2

8

9

4

4

5

1

3

3

3

3

3

不安喚起（固有値：3．969，寄与率：79．4％，α係数∴93）

そのうわさを聞くと，

そのうわさを開くと，

そのうわさを開くと，

そのうわさを聞くと，

そのうわさを聞くと，

なんとなく不安になる

なんとなく心配になる

恐ろしくなってくる

なんとなく怖くなる

同じようなことが自分にも起きるのではと心配になる

4

7

6

7

3

0

0

2

2

8

9

9

9

9

7

8

6

6

9

6

7

7

4

4

3

2

2

2

2

2

重要性（固有億：3．562，寄与率：71．2％，α係数∴90）

そのうわさは，

そのうわさは，

そのうわさは，

そのうわさは，

そのうわさは，

自分に関係のあるうわさである

開き逃したくない内容である

自分にとって必要な情報である

自分にとって重要なうわさである

開いておいた方がよいうわさである

．764
3．14

．819
2．99

．902
2．90

．904
2．87

．823
3．14

注：＊は逆転項目，日常的な話題に関して尋ねる場合は「そのうわさ」を「その話」に変更して用いた
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機能が高いと評価された．「事件・事故・危険な場

所のうわさ」に比べて，「オカルトのうわさ」「授業

の話」「恋愛の話」「アルバイトの話」の方が場の盛

り上げ機能が高く，「大学生活のうわさ」に比べて

「恋愛の話」の方が高いと評価さゴlた．「事件・事

故・危険な場所のうわさ」「オカルトのうわさ」に

比べて，「アルバイトの話」の方が沈黙回避機能が

高いと評価された．「大学生活のうわさ」「オカルト

のうわさ」に比べて，「事件・事故・危険な場所の

うわさ」「授業の話」「恋愛の話」「アルバイトの話」

の方が情報提供機能が高く，「恋愛の話」に比べて

「授業の話」の方が高いと評価された．

各尺度間の関連 属性7尺度，機能4尺度の関連

性を検討するために，因子分析（主成分解，プロ

マックス回転）を行った（′払ble5）．その結果，因

子の解釈可能性から3因子が抽出された．第1因子

に負荷量の高かった尺度は，属性では面白さ，解釈

可能性，共通の話題性，機能では娯楽機能，場の盛

り上げ機能，沈黙回避機能であった．したがって，

この因子は，話題の娯楽性の側面に関係する因子で

あると解釈し，“娯楽性”因子と命名した．第2因

子に負荷量が高かった尺度は，属性では確実性，信

用度，重要性，機能では情報提供機能であった．し

たがって，この因子は，話題の情報性の側面に関連

する因子であると解釈し，“情報性”因子と命名し

た．第3因子に負荷量が高かった尺度は，不安喚起

の属性のみであったため，“不安喚起”因子と命名

した．

各因子間の相関は，娯楽性因子と情報性因子との

間にやや相関がみられた（γ＝．27）が，娯楽性因

子と不安喚起因子，情報性因子と不安喚起因子の間

にはほとんど相関はみられなかった．

考 察

本研究の目的は，第1に，うわさと日常的な話題

を話題内容の属性と機能の両側面から比較し，内容

面での違いと，会話において果たす役割について検

討することであった．第2に，話題内容の属性と機

能との関係を検討し，従来の研究で扱われてきた属

r払ble3 機能4尺度に関する主成分負荷量と平均値

質問項目 値均平量心何負

娯楽機能（固有値：3．376，

そのうわさを話すことで，

そのうわさを話すことで，

そのうわさを話すことで，

寄与率：67．5％，α係数∴88）

友人との会話を楽しめる

友人と笑いあえる

楽しい雰囲気を作ることができる

その話は，話のネタとして話せる

相手のウケを狙ってそのうわさを話す

4

6

3

4

4

3

6

8

5

6

8

8

8

7

7

9

7

8

3

0

1

7

7

9

1⊥

3

2

2

2

2

場の盛り上げ機能（固有倦：3．352，寄与率：67．0％，α係数∴88）

会話を盛り上げるために，そのうわさを話すことがある

場が盛り下がっているときに，そのうわさを話して盛り上げる

そのうわさをすることで，友人との話が弾む

そのうわさをすることで，友人と一緒に盛り上がることができる

友人がうわさに乗ってこないときは，そのうわさで興味を引くことがある

3
8
糾
5
1

4671

8

7

8

00

7

9

2

3

1

5

4

0

7

7

2

2

2

2

2

2

沈黙回避機能（固有倦：3．822，寄与率：76．4％，α係数：．92）

そのうわさは，話すネタがなくなったときに使う

黙ってしまって気まずいときは，そのうわさをすることがある

会話の途中で沈黙してしまったときに，そのうわさを持ち出すことがある

特にすることがないときは，そのうわさを話して間を持たせる

友人との話の最中，話題がなくなったときにそのうわさを話すことがある

2

5

7

2

0

3

8

1

1

1

7

（XU

9

9

9

3

0

5

4

0

4

0

1

1

2

2

2

2

2

2

情報提供機能（固有倍：3．126，寄与率：62．5％，α係数∴85）

そのうわさを話すことで，

そのうわさを話すことで，

そのうわさを話すことで，

そのうわさを話すことで，

そのうわさは，

友人に情報を提供できる

友人の知らないことを敢えてあげられる

相手からも新たな情報を引き出せる

お互いの情報交換になる

そのうわさを知らか－友人は知った方がよい内容である

4

7

9

0

7

8

8

2

3

6

7

0

7

8

7

1

5

6

5

1

3

0

0

1

9

3

3

3

3

2

注：日常的な話題に関して尋ねる場合は「そのうわさ」 を「その話」に変更して用いた
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℃lble4 各話題に関する分散分析結果

うわさ 日常話題

尺度名

1 2 3 4 5 6

事件・事故・ 大学生活 オカルト 授業 恋愛 アルバイト 多重比較（Sche触法）

危険な場所

N 81 65 57 47 68 56

面白さ 2．弘 2．78 3．24 3．23 3．59 3．28 ダ（5，368）＝13．06串＊

0．76 0．79 1．04 0．78 1．01 0．89 1＜3＝4＝5＝6，2＜5

信用度 3．76 3．75 2．48 4．09 3．86 3．94 ダ（5，368）＝27．95＊車

0．86 0．83 1．09 0．66 0．68 0．73 3＜1＝2＝4＝5＝6

確実性 3．26 3．05 2．05 3．68 3．74 3．70 ダ（5，368）＝34．02＊＊
0．94 0．92 0．86 0．75 0．69 0．77 3＜1＝ニ2＜4＝5＝6

解釈可能性 2．89 3．06 3．15 2．69 2．93 2．68 ダ（5，368）＝2．83＊

0．82 0．76 0．96 0．77 0．75 0．98

共通の話題性 3．38 3．30 3．32 3．70 3．03 3．66 ダ（5，368）ニ5．02納

0．70 0．59 0．75 0．60 0．69 0．66 5＜4＝6

不安喚起 3．82 2．84 2．06 2．27 1．92 1．97 ダ（5，368）＝41．21＊＊

0，94 1．15 0．94 1．16 0．75 0．90 3＝4＝ニ5＝6＜2＜1

重要性 3．16 2．51 2．18 3．91 2．91 3．50 ダ（5，368）＝23．29三喪＊

1．04 0．86 0．95 0．90． 0．95 1．03 3＜2＜5＝1＜4＝6

娯楽機能 1．99 2．70 3．08 2．89 3．12 3．00 ダ（5，368）ニ15．10＊＊

0．86 0．92 1．10 0．88 0．95 0．90 1＜2＝3＝4＝5＝6

場の盛り上げ機能 1．93 2．24 2．43 2．58 2．89 2．71 ダ（5，368）＝9．68＊＊

0．83 0．93 0．97 0．87 0．98 1．00 1＜3＝4＝5＝6，2＜5

沈黙回避機能 1．90 2．08 1．99 2．33 2．29 2絹1 ダ（5，368）＝4．98＊＊

0．84 0．86 0．84 0．92 0．95 1．10 1＝3＜6

情報提供機能 3．21 2．58 2．56 3．69 3．12 3．53 ダ（5，368）＝15．48納
0．97 0．89 0．96 0．77 0．84 0．83 2＝3＜1＝4＝5＝6，5＜4

※上段が平均，下段が標準偏差である

瀧ble5 属性・機能に関する因子パターン行列（主成

分解，プロマックス回転）

因子1 因子2 因子3

娯楽機能

場の盛り上げ機能

面白さ

沈黙回避機能

解釈可能性

共通の話題性

．937 －．086 …．325

．922 ．024 －．137

．843 ，127 －．254

暮721 ．032 ．095

．626 －，384 暮477

．574 ，303 ．207
確実性

w．120

信用度
－．038

重要性
．132

情報提供機能
．407

．904 －．217

暮852 ．055

、759 ．184

－573 ．216
不安喚起

…．314 ．120 1894
回転後の負荷量平方和 4．205 3．146 1．528

因子同相関 因子1
．27 ．14

因子2
．18

性と機能を整理することであった．

各話題における属性・機能の評価 6種類のうわ

さと日常的な話題について，属性7尺度と機能4尺

度を比較したところ，以下の結果が得られた．「事

件・事故・危険な場所のうわさ」は，他の話題に比

べて，面白さ，娯楽機能，場の盛り上げ機能，沈黙

回避機能が低く，不安喚起が高かった．「大学生活

のうわさ」は，確実性がやや低く，不安喚起がやや

高かった．「オカルトのうわさ」は，日常的な話題

と同程度の面白さ，娯楽機能，場の盛り上げ機能を

もつ一方，信用度，確実性，重要性が特徴的に低

かった．「授業」「恋愛」「アルバイト」の3つの日

常的な話題は，それぞれの属性・機能の評価が安定

しており，面白さ，信用度，確実性，重要性，娯楽

機能，場の盛り上げ機能，情報提供機能が高く，不

安喚起が低かった．

不安喚起は，「事件・事故・危険な場所のうわさ」

において非常に高く，日常的な話題では低かったこ

とから，不安喚起は一部のうわさに特徴的な属性で

あると考えられる．また，不安喚起の高かった「事
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件・事故・危険な場所のうわさ」では，同時に確実

性や信用度，重要性，情報提供機能も高かった．こ

のことから，うわさは，自分に関係のある身近な場

所での不安を喚起する事件の発生のような急激な社

会環境の変化において，情報提供や情報交換の役割

を果たしていると推測される．

また，確実性，信用度，重要性，情報提供機能

は，3つの日常的な話題において高く，「オカルト

のうわさ」「大学生活のうわさ」では低かった．そ

の一方で，面白さ，娯楽機能，場の盛り上げ機能

は，「オカルトのうわさ」と3つの日常的な話題に

おいて高く，「事件・事故・危険な場所のうわさ」

では低かった．これらの結果から，日常的な話題

は，面白く，会話を楽しんだり場を盛り上げたりす

る役割を持ち，同時に，自分に関連した内容であ

り，確実性や信用度が高く，情報提供や情報交換の

役割を果たしているといえる．一方，「オカルトの

うわさ」と「大学生のうわさ」は，日常的な話題と

同程度の面白さを持ち，会話を楽しんだり場を盛り

上げたりする役割をもっているが，日常的な話題に

比べて確実性や重要性が低いことが特徴的であると

考えられる．すなわち，面白さや娯楽機能，場の盛

り上げ機能をもつがあいまいな内容であることが，

うわさの特徴の一つであると推測される．

各属性・機能の関係 うわさに関する先行研究で

扱われてきた「確実性」「解釈可能性」「重要性」

「不安喚起」「信用度」「面白さ」「共通の話題性」の

7属性，「娯楽機能」「場の盛り上げ機能」「沈黙回

避機能」「情報提供機能」の4機能について，因子

分析によって各尺度間の関連を検討した．解析の結

果，これらの尺度は，面白さ，解釈可能性，共通の

話題性の3属性と娯楽機能，場の盛り上げ機能，沈

黙回避機能の3機能が関連する娯楽性因子，確実

性，信用度，重要性の3属性と情報提供機能が関連

する情報性因子，そして不安喚起因子の3側面に整

理された．すなわち，面白さが高く，様々な解釈が

可能であり，友人との共通の話題になるような話

は，友人との会話の楽しみになり，場を盛り上げ，

会話における間をつなぐような機能を持つことが明

らかにされた．また，明確な根拠があり，信用で

き，重要な話は，会話相手に情報を提供する機能を

持つことが明らかにされた．

先行研究との関係 従来のうわさに関する先行研

究においては，うわさのみを単独で扱い，様々な条

件で実験的にうわさを流す方法（ヤ鞄1ker＆Blain，

1991など）や，社会において実際に流れているうわ

さを収集する方法（Rosnow et alリ1988；川上，

1994など）を用いて，うわさの伝達に関係する要因

について検討されてきた．これらの実証研究から，

“あいまいさ”“不安”“信用度”が一貫してうわさ

の伝達に影響することが理論化された（Rosn叩

1991）．

一方，本研究では，竹中（印刷中）と同様にうわ
さと日常的な話題を同時に扱うアプローチをとり，

両者を話題内容の属性と機能の両側面から比較する

ことによって，うわさと日常的な話題の内容面での

相違と，両者が会話において果たす機能を検討し

た．その結果，日常的な話題は面白さや確実性が高

く，会話において娯楽機能や情報提供機能を果たし

ていた．それに対して，うわさには，不安喚起や確

実性，信用度，重要性が高く，情報提供機能をもつ

うわさと，確実性は低いが面白さが高く娯楽機能や

場の盛り上げ機能をもつうわさとが見出された．特

に，不安喚起は日常的な話題では低く，先行研究に

おいてもうわさの伝達に一貫して関連する要因とし

て挙げられており（Rosnow，1988），うわさの主要

な特徴であると考えられる．

また，本研究では，従来のうわさ研究において個

別に扱われていた属性と機能との相互関係を検討し

た．その結果，内容の属性と機能は，確実性や信用

度，重要性と情報提供機能が関連した情報性因子の

側面，面白さや解釈可能性，共通の話題性が娯楽機

能，場の盛り上げ機能，沈黙回避機能と関連した娯

楽性因子の側面，そして，不安喚起の側面の3つの

側面に整理された．従来のうわさ研究においては，

大学の学生寮で発生した殺人事件に関するうわさ

（Rosnow et al．，1988）や，エイズに関するうわさ

（川上，1994；Kimmel＆Keeぬち1991）のように，

重要性や不安喚起が高く，情報性因子と不安喚起の

側面に関連したうわさが多く扱われていた．一方，

うわさの属性として面白さが存在することは指摘さ

れていたものの（川上，1997；松田，1998；三隅，

1991），面白さの属性を扱った実証的な研究はほと

んど行われていない．本研究では，娯楽性因子とし

て，面白さが娯楽機能や場の盛り上げ機能，沈黙回

避機能と関連することが明らかになり，「オカルト

のうわさ」や「大学生活のうわさ」のように娯楽性

因子に関連する属性や機能をもったうわさも抽出さ

れた．したがって，これまで大きく扱われてこな

かったうわさの娯楽性の側面について，今後検討し

ていく必要があると考えられる．

本研究の課題 本研究の課題は以下の2点にまと

められる．第1に，本研究では，それぞれ3種類ず

つという限定されたうわさと日常的な話題について

比較した．そのため，本研究で得られた知見が，選

択した話題の特殊性である可能性が捨てきれない．
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したがって，日常会話において話されるうわさや話

題を全体的に比較し，本研究の知見が再現されるか

検証する必要性があると考えられる．第2に，本研

究では，回答者に「大学入学以降」に会話したうわ

さや日常的な話題を想起させ，その内容について尋

ねた．したがって，回答者によってはかなり過去に

おける経験を想起し，回答に歪みが生じている可能

性が考えられる．そのため，最近3ケ月以内のよう

に，最近のある程度限定した期間における経験につ

いて尋ねるように方法を改善する必要があると考え

られる．
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