インターネット利用史にみられる2つの《グレシャムの法則》
――ハン・ワールドの体験を中心として
金明秀（関西学院大学）

《グレシャムの法則》
「悪貨は良貨を駆逐する」という現象。品位量目の違う2種類の貨幣に同一の名目価格を付けて流通させるとき、実質価値の高い法は備蓄されたり地金として使用されたりして市場から姿を消し、実質価値の低いほうだけが残る現象を憂慮した表現。16世紀半ば、トマス・グレシャムがエリザベス女王に対して進言したとされる。

《ハン・ワールド》
1995年9月、社会学者（現関西学院大学）の金明秀が立ち上げた、先駆的な在日コリアンについてのビッグウェブサイト。…（中略）…韓国語、日本語、英語の3か国語で開設されており、在日韓国・朝鮮人のFAQ、時事問題などのオンライン文書資料室や強制連行資料集などを掲載した文献リスト等からなるAcademic site（Aサイト）と伝統文化やイベント情報等を発信するBroken site（Bサイト）から構成されている。（『在日コリアン辞典』p.367より）

1．はじめに
　インターネットの歴史は、つねに「悪貨が良貨を駆逐する」現象にたとえられてきた。例えば、美国でAOLがプロバイダ事業に参入した1994年。当時はインターネットに接続するうえで2つの障壁があった。接続設定が面倒だったことと、回線使用料が高額だったことだ。AOLは、独自の接続ソフトをCD-ROMで大量配布するというビジネスモデルによって、この両者を一挙に解決することに成功した。その結果、それまで大学関係者を中心として細々と利用されてきたインターネットに、大量の商業利用ユーザーが参入することになった。旧来のインターネットユーザーにとってみれば、知的サロン的な環境であったネット社会に、AOLに娯楽サービスを求めるBBS文化の持ち主たちが大量に参入することになったわけだ。自然、あちこちのネットニューズで衝突が多発することになった。
　旧来のユーザーは、現代日本でいう「◎◎厨」と同様の文脈で「AOLer」という単語を使いだした。AOL参入後の混乱状況を評して「After AOL」という表現も創出した。「専用ソフトがなければインターネットにもつなげない愚か者」のような揶揄を頻繁に目にするようにもなった。そして、多くのフォーラムでつぶやかれたのが、“Bad money drives out good”（悪貨が良貨を駆逐する）であった。だがそれも、わずか1～2年間のこと。96年ごろまでには商業利用ユーザーの数が圧倒的多数を占めるまでに膨張し、「AOLer」の発言様式のほうがスタンダードとして通用するようになっていったのである。
　同様の騒動は、日本国内でも繰り返し繰り返し再現されてきた。NIFTY-Serveのプロバイダ参入、２ちゃんねるの勃興、mixiの大衆化、等々。新しいインターネットサービスが登場しては、それらが次々に非理性的、せつな的、愉悦的、差別的、排外主義的な言説に毒されていった。次の3つのツイートは、そうした歴史がTwitterでも繰り返されかねないと警鐘を鳴らす意図によって書かれたものだ。

@moriteppei ぼくはグレシャムの法則に敏感メカニックなので、悪貨が多くなると、自分も悪貨になったり、良貨しかいない世界に憧れてそっちに飛んでいったりします。
http://twitter.com/moriteppei/status/17639160729 （2011.07.03）

@moriteppei こういうこと言うのは何でかって言うと、少し前から「ツイッター終焉」の姿が、アリアリと目に浮ぶから。mixiと同じく悪貨が良貨を駆逐して、最終的にはハマコー含め、皆「次のとこ」に行くんだと思うよ。多分、あと2年はまずもたないよね。
http://twitter.com/moriteppei/status/17642291866（2011.07.03）

@moriteppei ２ちゃんねる、２ちゃんねるってバカにするけど、遠い昔「２ちゃんねると違ってここは天国」なんて言ってたmixiが、ある意味２ちゃんねる以上に「とんでもなく」なってしまったこと。ツイッターがmixiにならなければいいなあって心配するよ。
http://twitter.com/moriteppei/status/17787839465（2011.07.05）

　つまり、インターネット利用史における《グレシャムの法則》とは、ハーバーマス風にいえば、真理性、正当性、誠実性のいずれにおいてもより高次の水準でコミュニケーションの妥当要求を満たしあう人々が、より低次の妥当要求を持つ人々と衝突するとき、つねに後者がコミュニケーションの場を支配するという現象（を嘆くときのレトリック）である。
　ただし、ネット上のコミュニケーションにおいて、書き手に真理性（客観的に正しいことを語る）は相対的に要求されてこなかった。むしろ、読み手のほうにこそ真理性を判断する知識とスキル（リテラシー）が要求されるからである。したがって、《グレシャムの法則》が実質的に問題となるのは、妥当性（規範的に正しいことを語る）と誠実性（自分の気持ちや意図に忠実なことを語る）の2点である。
　さて、本稿の題目にある「2つの《グレシャムの法則》」とは、ネット上のコミュニケーション的行為のヘゲモニー闘争においては、（a）妥当性要求をめぐるコミュニケーションの衝突、（b）誠実性をめぐるコミュニケーションの衝突、の2種類がありうるということを含意の一つとしている。具体的に言いかえると、（a'）レイシズムを不快とする勢力と快とする勢力の衝突で後者がつねに勝利すること、（b'）誠実に話をしようとする勢力と、まじめさを引っかきまわそうとする勢力の衝突で後者がつねに勝利すること、である。
　以下、（1）筆者（金明秀）自身がインターネットの中で体験してきた《グレシャムの法則》、とくにハン・ワールドにおけるナショナリズムや排外主義との衝突経験について歴史社会学的に記述する。ついで、（2）インターネット利用史にみられる《グレシャムの法則》の特性をあらためて描出し、より詳細な考察を試みる。
　この時期（1984～1994年）、反・韓国朝鮮的な言説群を積極的に開発していたのは、月刊誌『現代コリア』である。同誌の記事には、のちにネット右翼がいう「在日特権」という着想の基本的な要素がほぼそろっていた。ただし、98年にいわゆるミサイル問題が発生するまで、一般にはキワモノ扱いだったといえるだろう。
2．インターネット以前（80年代末～94年）

　インターネットが商業利用される前、ネットといえば商用BBS（パソコン通信）のことであった。ビジネスとして成功したのは富士通の「NIFTY-Serve」とNECの「PC-VAN」の2つだったが、前者はフェミニズムや思想系のフォーラムが活況を呈していたのに対して、後者は海外との交流やアジア情報に強みがあった。とくに、PC-VANには「SIG-アリラン」という韓国・朝鮮・在日コリアンをテーマとしたフォーラムがあった。
　筆者がSIG-アリランに参加したのは大学4年のころ（1989年）。「（北朝鮮で行われた）世界青年学生祝典に参加してきました」、という挨拶からであった。以後、1995年ごろまで同SIGを中心に「ネットワーカー」として活動した。
　この時期の出来事として特筆しておきたいことは、反・韓国朝鮮的なメッセージは、日常的に右翼的な言論活動をしているネットワーカーによるもの以外には、ほとんどみられなかったということだ。参加者の政治的スタンスの相違によって議論が生じるのはいつものことだったが、それでも、レイシズムの吐露としか呼べないようなメッセージや、差別、排外主義的なメッセージは、ごく一部の訓練された右翼ユーザーにのみ囲い込まれていた。
3．ハン・ワールドの開始準備（94年～95年）
　筆者がインターネットの利用を開始したのは、1994年。その前年の93年といえば、イリノイ大学で開発されたMOSAICというウェブブラウザが、「マルチメディア」や「WWW」というキーワードとともに爆発的に普及した年だ。メールとネットニューズという文字情報のメディアだったネットが、ウェブ利用に主役を明け渡した最初の時期にあたる。
　筆者は、大学院生として在籍していた大阪大学にネット回線が導入されると、すぐに専門分野のネットサーフィンを開始した。当時はまだウェブ上に論文のデータベースなどが整備されていなかったため、学術的にはほとんど役に立たなかった。しかし、民族的マイノリティの一員として情報を発信していくための実践面では、非常に大きな刺激を受けた。というのも、インターネット黎明期と呼ぶべき当時、早くもウェブ上で流通していた情報の少なくない部分が、民族的マイノリティによる／に関する情報で占められていたからである このころ、強い影響を受けたウェブサイトの一つが、The Center For World Indigenous Studies' Fourth World Documentation Projectである。現在も http://www.cwis.org に移転して情報発信を続けている。。筆者は、美国の民族的マイノリティの実践を通して、「インターネットは、マイノリティを可視化し、偏見を解体するための重要なツールになりうるのだ！」という鮮烈な印象を受けとった。
　同様の感慨をもった人は少なくなかったようで、各国でインターネットユートピア論が論壇をにぎわしていく。日本では栗原幸夫・小倉利丸編『市民運動のためのインターネット――民衆的ネットワークの理論と活用法』（社会評論社、1996年）、民衆のメディア連絡会編『市民メディア入門』（創風社出版、1996年）が代表格であった。
　しかしながら、日本における情報発信の状況がどうなっているかを確かめるため、筆者の関心で毎日のようにいろんな検索エンジンをたどってみたけれども、該当する情報はほとんど存在していなかった。「在日」「韓国」「朝鮮」「民族」「人種」「エスニシティ」「差別」「植民地」「慰安婦」――手をかえ品をかえながらいろいろと試してみたが、一つとしてヒットすることはなかった。
　ところが、ある日、英語で検索してみたところ、一つだけウェブページが引っかかってきた。それは、ＮＴＴの非公式サイトだった。日本のインターネットといえば、まずＮＴＴ非公式サイトに接続した時代のことである。日本の窓口としての役割もあってのことだろう、海外向けに日本を紹介するページが用意されていた。そこに、「在日韓国・朝鮮人への差別はもはや存在しない」と断定的にかかれていたのである。日本を（事実上、公式に）代表する巨大なサイトに、国を美化するために歪められた情報が国外向けに垂れ流されていたことを知って、あらためてアメリカとのあまりの違いに落胆すると同時に、誤った情報を正さなければならないという強い危機感と使命感をいだいた。それが、ハン・ワールドを始めようと思ったキッカケである　以下はハン・ワールドに関して各種のインタビューに答えて書いたものである。
http://han.org/oldboard/hanboard2/messages/131.html
http://www.wwonekorea.com/history/hist/17th01/net.html
http://han.org/oldboard/hanboard3/msg/1162.html
http://han.org/oldboard/hanboard3/msg/1163.html
http://han.org/oldboard/hanboard3/msg/1164.html
http://han.org/oldboard/hanboard3/msg/1165.html
。
　1996年の「新しい歴史教科書をつくる会」結成は日本の思想史上、大きな出来事であった。また、小林よしのり『新・ゴーマニズム宣言』は、マンガという表現によって若い世代のナショナル・アイデンティティ形成に強い影響を与えた。
4．ハン・ワールドの第1期（95年～97年）

　ハン・ワールドを開設したのは1995年9月13日のことである。開始時期が早かったため、ハン・ワールドは日本におけるマイノリティの情報発信を代表するウェブサイトとして世界的に被リンクの対象となっていった。また、この時期はまだ研究者が情報発信をする体制が整っていなかったため、ソキウスと並んで社会学者の代表的なページとしても注目を集めた。
　この時期、日本社会の出来事として、1996年の「新しい歴史教科書をつくる会」結成、および小林よしのり『新・ゴーマニズム宣言』連載開始などがあった。これらを踏まえて日本の右傾化開始を96年と主張する論者は多いが、後述するように、ネット上にその影響が波及するまでには、あと2～4年ほどの時間がかかった。むしろ、この時期は、理性的な言論を身上とするウェブサイトにとって、「無風状態」といえる幸運な期間であったといえる。
　1998年といえば、北朝鮮による「ミサイル発射実験」（8月31日）が重要である。これを機に、日本の思想的潮流が一変した印象がある。例えば、自衛隊違憲論が新聞紙上から消えたのは、これが契機だったのではないだろうか。
　戦後の日本人にとって抽象概念にすぎなかった「平和」「安保」「外国」という記号が、頭上を飛び越えていった「ミサイル」への物質的なリアリティによって、はじめて身体感覚としてとらえられたのかもしれない。
5．ヘイトスピーチの萌芽期（1998～99年）
　1997年ごろまでの日本のネット環境は、明らかにリベラル寄りの言論空間であった。しかし、98年ごろから徐々にその状況が変化しはじめる。具体的には、（1）匿名の電子掲示板のはしりである「あやしいわーるど」や「２ちゃんねる」（いずれも99年～）、掲示板荒らしを好む人々による掲示板「ゲスッ」（96年～）などの合従連衡により、ネット上に非正当的な価値を追及する勢力が誕生し始めたこと、（2）そうした掲示板を中心として差別的な要素を含む言説群が構築され始めたこと、（3）リベラル系のウェブサイトに対する集中的な攻撃が発生し始めたこと、をこの時期の現象として指摘できる。
　98年には、ハン・ワールド内の電子掲示板HANBoardでも、「周平」や「警官Ｚ」を名乗るユーザーが、ルール違反すれすれの攻撃的なメッセージを集中的に展開しはじめている。特に、「警官Ｚ」は、遅くとも98年12月に「アンチHANBoard」という掲示板を立ち上げて組織的な攻撃の基盤を形成しようと努めていたようである。
　ただし、実際には、HANBoardの主要ユーザーらがこぞって茶化しに行っていたため、集合的な勢力を形成することはなかった。「警官Ｚ」の独り相撲は後に２ちゃんねるでも軽い揶揄の対象になっている。1998年は「悪貨」登場元年だが、まだ少数かつ単独の存在であったといえる ただし、99年は単独ながら攻撃者の数が増え、管理の手間と時間が増大したため、HANBoardの閉鎖も検討した。。
　この時期、「良貨」たる言論空間を管理する人々が、「悪貨」の登場をどのようにとらえていたかを示唆するエピソードをひとつ紹介しよう。

①HANBoardへの1998年5月21日の投稿
題目「■■■■こんな伝言板許せますか？私は許さない！■■■■■」
投稿者：あいり　（属性：在日二世です）
http://www2s.biglobe.ne.jp/~taka_ka/bbs/resbbs.cgi
ここで心無い人たちが韓国人の悪口を言っているのが私は許せません。元々個人的なストレスを発散する場なのに相手を特定するわけでもなくひどい中傷を行っています。
管理人という方も偏った意見の持ち主でそのような書き込みを支持しているようです。みなさん一度見にってそして意見を書いて下さい。とても悲しいです。

②HANBoardへの1998年5月21日の投稿
題目「紹介は有意義なＨＰ等にしませんか」
投稿者：uesita　（属性：在日三世）
いろんな掲示板がありますからね。気にしてたらきりがないですよ。
僕は、紹介の掲示板を見に行きません。そして、書き込みません。
その掲示板を覗く時間をＨＡＮＢｏａｒｄを覗く時間にあてたいですからね。
だからその掲示板の評価は出来ません。
今回のように他の掲示板を紹介した後に、そこへの対立する書き込みがあると、
ＨＡＮＢｏａｒｄとその掲示板の争いのように第三者から見えてしまいます。
嗅覚の鋭いネット上で悪さをする人達を呼び寄せてしまいます。
紹介する場合は真摯な姿勢で運営されているＨＰ・掲示板にしましょう。
「抗議を呼びかけている」風に見える、紹介は止めましょう。
その掲示板への反論がある場合は、自分の責任において行いましょう。

　①は、ある電子掲示板でヘイトスピーチが野放しにされていることを嘆きつつ、韓国・朝鮮に関わる最大の電子掲示板であったHANBoardに対抗行動を動員する目的で投稿されたものだ。それに対して、②はHANBoardの常連ユーザーから投稿された代表的なリプライである。「ヨソの混乱は持ち込まない」というネチケットの意味を丁寧に説明する内容となっている。
　このやり取りからは、この時期にインターネットにおけるヘイトスピーチはまだ少数であったこと、しかしそれが登場しはじめていたこと、早期の対抗的行動はみられなかったこと、特定の電子コミュニティを守るためのネチケットが結果としてコミュニティ横断的な対抗行動を阻害する働きをしたこと、などがみてとれる。
　2000年4月9日　石原都知事の「三国人」発言。政治家によるヘイトスピーチが糾弾されずに、むしろ擁護された。
　2000年5月の西鉄バスジャック事件（ネオむぎ茶事件）を機に、２ちゃんねるが急激にユーザーを拡大。２ちゃんねるの「ハングル板」（当時は韓国・朝鮮板）は2000年1月の創設。
6．ヘイトスピーチの試行期（2000～2001年）

　「悪貨」たるヘイトスピーチの流出戦略が高度化し、リベラル系の言論サイトへの集合的な攻撃が始まったのは2000年初頭からのことである。
　ここでは「東京エイリアンアイズ」への攻撃を代表例として紹介する（参考資料メール①～⑤）。資料は「多文化教育ML」への投稿5通である。ウェブで公開されているものであるため、氏名等の個人情報も原文のまま記載してある。
　資料の中には筆者とHANBoardの名前も出てくるが、筆者の主観においては「攻撃されている」という実感はなかった。韓国・朝鮮にかかわる掲示板としては、“やや荒れ気味ながら平常運行”という程度の認識にすぎなかったからである。むしろ、「この程度の揺さぶりに対して、いったい何を騒いでいるのだろうか」という驚きと、「人権擁護をうたっておきながらその脆弱性か。空理空論ばかりでは、守るべき者も守れまい」という失望を今でもはっきり覚えている。ヘイトスピーチなどに良識的な言論が圧倒されるなどあるはずないし、そのようなことがあってはならない。そのためにはそれぞれの管理者が自分のサイトをきちんと管理すべきだし、まっとうに管理していれば右往左往する必要などないという感覚であった。資料中でも村岡和彦氏が同様の感情を表明しているが、今から思えば、楽観視しすぎていた面はあるだろう。当時の筆者の認知は、ある種の正常化バイアスにゆがめられていたように思う。
　ところで、東京エイリアンアイズへの攻撃を担ったのは、www.strategy.co.jpというサイトとその中心メンバーらしき「ライトウイングマン1号」。ネット上のアーカイブを探したところ、下記のページが見つかった。

《参考》「日本についての意見・反論3」
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/5737/19990227etc.htmlより
ライトウイングマン１号 - 99/02/12 04:45:54
ホームページアドレス:http://www.strategy.co.jp/angreiff/yamaichi.htm
上にあるＵＲＬをクリックしてほしい、あなたはこんなに自分の国が嫌いですか？要するにあなたは偽善だらけの「自由、平等思想」につっかり染まっているにすぎないと私のような右よりの人間には思われます。「グローバリズム」とか「国境が低くなる」というものって、結局一部の「国際ユダヤ資本」という、世界の経済を闇から操る奴等だけが肥え太るという意味じゃ無いか！！こんなものはユダヤ人だけが都合がいい世界を作り出す陰謀じゃないか！！

　http://www.idaten2.com/bbslog/b00051.htmlのウェブアーカイブには自作自演らしき宣伝も見られるが、日本において反ユダヤ主義はレイシズムの一般的な表出形態ではなく、この種の陰謀論が当時の日本において語られることは皆無に近かった。この投稿群も欧州のネオナチの行動様式や発言様式を模倣したものだと考えられる。そうした事実から、この攻撃の印象を形容するなら、少々エキセントリックな人格を持つ者による偏執的な妄想、もしくはそういう者による偏執的な表現様式を利用したゲーム、というところであろうか。
　本稿第1節で、「レイシズムを快とする悪貨」と「まじめさを引っかきまわそうとする悪貨」の2種類の《グレシャムの法則》があると書いたが、この事例は前者の代表である。

　さて、2000年から2001年にかけて、東京エイリアンアイズだけでなく、リベラル系の電子掲示板をターゲットとした同様のレイシスト的攻撃が頻発するようになっていった。そして、管理が頑健でないサイトは、攻撃を受けるとすぐに掲示板を閉鎖するという逃避策を採ることになった。
　おそらく、レイシストが実名社会ではなかなか口にできないようなヘイトスピーチを「本音」として語り、それが脆弱なリベラリストを圧倒する様にカタルシスを覚えたネットユーザーも少なくはなかっただろう。
　そうしたカタルシスこそが、２ちゃんねるの急激な成長を背景に、「まじめさを引っかきまわそうとする悪貨」をネットの言論市場に引き出していったのではないか。
　なお、２ちゃんねるに「HANBoardについて考える」という一連のスレッドがたつのは、2000年5月からのことだ。以後は継続的かつ執拗な攻撃が常態化するようになった。
7．ヘイトスピーチの大流出（2002年）
　2002年は、２ちゃんねるの「ハングル板」 Wikipedia「2ちゃんねる」には次のような記述がある。「特定の国家や団体・集団に対する批判方法を巡る論議一部の「板」や「スレッド」において、中華人民共和国（中国）、大韓民国（韓国）、朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）および、日本などの国およびその国民に対して、時には、差別的用語を使用するなど相互の批判の応酬があまりにも激しいとの指摘がある。これらの批判は開設当初は目立った動きではなく、むしろ避けられたためハングル板などに隔離されていたのだが、時代と共に2ちゃんねる内だけでなく社会的にもその内容がかなり一般化していった。」
　2002年以前は韓国に対するヘイトスピーチがネットユーザーから嫌われ、「ハングル板」に追い込まれていたが、2002年ワールドカップなどを機にそれがインターネットユーザー全体に拡散していった様を表現したものであろう。に囲い込まれていた嫌韓ヘイトスピーチが、ハングル版の外へ、そして２ちゃんねるの外へと一気に流出した。
　第一のインパクトは、FIFAワールドカップの日韓共催である。ワールドカップは、それまでの日本社会における韓国の認識を、《記号にすぎないアジアの小国》から、《リアリティを備えた隣国》へと変化させる効力をもった。その結果、ナショナルチームの応援を通して、自然とナショナリズムが高揚したことに加えて、競争的共催国として隣国を意識することで、日本のナショナリズムは新たな位相を迎えることになった。香山リカがいち早く『ぷちナショナリズム症候群』（2002年）と名付けた現象である。
　この現象を説明しようとした研究者は少なくないが、筆者としては、それまでナショナリスティックな要素を表面的には否定してきたにもかかわらず、自分の中に初めて国家に貢献したいという欲動が存在することを発見して、驚き、それに理由付けをしようとして、様々な物語を動員する人々が大量発生したことに注目している。言い換えると、日本人は韓国との接触によって、日本にいながら、ある種のカルチャーショックを体験したということだ。そこへナショナリズムの高揚が重なったことで、一部の人々に嫌韓ヘイトスピーチの需要が急激に拡大したものと思われる。
　ネット上では6月のFIFAワールドカップで一気にヘイトスピーチの大流出が起こった。そして、これ以後、ネット上のあらゆる掲示板で嫌韓ヘイトスピーチが常態化するようになった。
　さらに、テレビでは日韓共催や韓国の活躍を美談として語る番組が多かったこともあり、ネットにあふれるヘイトスピーチとの格差に驚いた人々も多かった。中には、レイシズムを背景にねつ造されたデマを目にして、「ネットで真実を知った」と思い込む人も少なくなかった。
　第二のインパクトは、9月の小泉首相訪朝による拉致問題発覚である。ワールドカップのインパクトがネット内にとどまっていたのに対して、拉致問題のインパクトはマスコミに到達した。「拉致」という正義を手にした欠席裁判は連日エスカレートしてゆき、半年ほどもメディアスクラムが継続することとなった。そのプロセスで、自然と嫌朝ヘイトスピーチが参照されることとなった。
　この時期、在日コリアンであることを表明していたウェブサイト運営者は、韓国籍、朝鮮籍を問わず、いずれもかなり激しい攻撃にさらされることになった。
　元WBC世界スーパーフライ級王者の徳山昌守氏が、公式サイトの掲示板を一時閉鎖したことは有名だが、他にも、在日関連サイトは次々と閉鎖に追い込まれていった。この時期の出来事は、在日コリアンを対象とした「ネットいじめ」と呼んで差し支えないだろう。
8．HANBoardの閉鎖（2003年）
　ただし、HANBoardにかぎっていえば、2002年のインパクトは劇的に大きかったとまではいえない。2000～2002年までの間に、すでに攻撃は質的にも量的にも高度化してしまっていて、それ以上、拡大する余地は乏しかったためだと思われる。俗悪な投稿は複数の管理人が発見次第、処理するという体制が成立していたことも有効に作用した。
　ただし、ヘイトスピーチの大流出は、ネットユーザーをその源流である「ハングル板」へと惹きつける効果があったと推察される。というのも、２ちゃんねる経由でHANBoardにアクセスする人が激増したからである。ヘイトスピーチに同調するにせよ反発するにせよ、あの時期、２ちゃんねるへのアクセスは爆発的に増えたはずだ。
　筆者がHANBoardの閉鎖を決定した理由もそこにある。閉鎖理由を整理すると、以下の通り HANBoardを閉鎖した後、筆者が情報発信を一時期停止していた理由について、下記のブログ記事を参照のこと。http://han.org/blog/2010/02/post-117.html
。

	HANBoardはリベラル系のサイトとしては頑健な管理体制を敷いていたため、逆に愉悦を目的とした集合的な攻撃を呼び寄せる構図が出来上がっていた。その結果、相互理解のメディアというよりヘイトスピーチを露出するメディアになりつつあった。
	それでも、多様な関心を持つ多様な参加者が集っていれば維持を考えたが、アクセスログをみると、9割以上のリファラーが２ちゃんねるを指していた。
	もはや、日本のインターネットにおける民主主義は終わった、という確信を持つにいたった。

9．ヘイトスピーチの隆盛（2003年～）
　この時期について簡単に整理するなら、おそらく3つの展開があったと整理できるだろう。
　一つは、在日コリアンのネットユーザーが、日本人ユーザー以上に「タコツボ化」したことである。民族的出自を明確にすれば集中的なヘイトスピーチの攻撃にさらされるため、現実の対人関係を中心として、在日サイトであることを公言せずに、小さなネットワークを維持しようとするサイトが細々と電子掲示板を維持していた。
　もう一つは、２ちゃんねるに横溢するヘイトスピーチを忌避したネットユーザーが、新たに登場したSNSであるmixiに退避したこと。しかし、数年後にはmixi自体が「悪貨」化したことである。
　最後に、一部の在日コリアンが、北朝鮮による拉致問題への贖罪意識から、あるいはマジョリティへの過剰同調によって、ヘイトスピーチの正当化に加担するようになったことである。ごく一部ではあるが、『現代コリア』やいわゆる「救う会」に協力する在日コリアンも登場するようになった。のみならず、過激な排外主義団体である在特会（在日特権を許さない市民の会）の中心メンバーとなった者もいる。
　同じ在日コリアンを内部から批判し、在日コリアンに対するヘイトスピーチを称揚するこうした在日コリアンの存在は、差別を訴える《わるい在日》とマジョリティの感情に従順な《いい在日》とを弁別する形で、さらにヘイトスピーチを正当化する道具となっていった。
10．「悪貨」とは何か
　以上の経緯を踏まえて、あらためて、「悪貨」とは何かについて検討してみよう。
　「1. はじめに」で、「2つの《グレシャムの法則》」とは、（a）レイシズムを不快とする勢力と快とする勢力の衝突で後者がつねに勝利すること、（b）誠実に話をしようとする勢力と、まじめさを引っかきまわそうとする勢力の衝突で後者がつねに勝利すること、だと述べた。
　筆者としては、「悪貨（a）」の正体は「排除的レイシズム」であり、一部のレイシストにとっての対抗的感性を代表している、と考えている。一方、「悪貨（b）」の正体は「同化的レイシズム」 同化的レイシズム「悪貨（b）」については、「crash barrier: 《自分探し》のための新しい差別」http://han.org/blog/2010/02/crash-barrier.htmlも参照のこと。であり、大多数のマジョリティにとっての利己的感性を代表している、というのが筆者の見解である。
　そして、二つの悪貨は、1998年ごろからほぼ同時進行でネットに流布していった。マジョリティはその素朴な実感をもとに良貨を批判し、「悪貨（b）」を振りまわった。また、一部のマイノリティを「他者化」する言説を「悪貨（a）」から動員することで、規範を相対化するゲームに興じることができた。しかし、マジョリティは愉悦のためにゲームに興じているはずが、その背後で「悪貨（a）」に言論空間を奪われていくことを食い止められはしなかった。
　以上が、筆者がインターネット利用史からとらえた、現代日本社会における排外主義の展開である。






参考資料①　HANBoard 利用上の注意点
--------------------------------------------------------------------------------
＜HANBoardの目的＞ 
　この社会には多様な価値観があり、異なる価値観はときとして衝突します。そして日本と韓朝鮮をめぐる議論の多くが、そうした衝突の可能性をはらんでいます。HANBoardは、日本と韓朝鮮の真の友好と相互理解のために、そうした衝突を克服し、合意にいたることを目的として運営される知的コミュニティです。 

　しかし、異なる価値観を持つものどうしで対立を克服しながらコミュニケーションを維持し、合意にいたるためには、ある種の理性とルールが厳しく必要とされます。 

　具体的に言うと、（1）理解可能な発言をおこなうこと、（2）可能なかぎり事実にもとづく発言をおこなうこと、（3）他者の発言を尊重し、みずからの発言を“常識的”なスタイルでおこなうこと、（4）本気で信じていることを発言すること、です。 

　HANBoardでは、このうち特に３――対話と議論の前提となる誠意――を重要視しています。なぜなら、他の条件は欠いても対立を排し合意にいたることもありえますが、誠意のない発言が対立する意見と合意にいたることはないからです。したがって、管理人が誠意が感じられないと判断した投稿は、内容いかんにかかわらず、削除いたします。こうした発言の条件を明文化したものが「HANBoardのルール」です。発言の前には、かならずお読みください。 

＜HANBoard参加者へのお願い＞ 

　上に、コミュニケーション的行為に要請される条件を４つあげました。 

　お願いと言うのは、その２番目――情報収集の努力――にかかわることです。日本と韓朝鮮は歴史的、社会的、地理的に密接な関係にあるにもかかわらず、残念なことに、たがいのことをあまり知りません。在日韓朝鮮人は比較的、両民族のことを知る立場にありますが、多くの日本人は在日韓朝鮮人のことを知りません。ハン・ワールドは、在日韓朝鮮人についての理解を促進するＷｅｂサイトであり、「在日コリアンについてのＦＡＱ」をはじめとして、さまざまな情報提供をおこなっています。HANBoardはハン・ワールドの一部にすぎません。HANBoardで発言するまえに、ハン・ワールドの情報にできるだけ目を通すようにお努めください。 

＜HANBoardのルール＞ 

	HANBoardでは，何らかのかたちでコリアにかかわるものであるかぎり広告行為を禁止しません。むしろ，Webサイトの宣伝などは積極的におこなってください。 　 
	HANBoardでは，みずからの発言の削除を禁止しません。発言ミスはもちろん，ある程度期限を区切って提示したいメッセージもありえますので。しかしながら，コメントの付いた投稿を削除することは禁止します。 　 
	感情的議論は，発言者の品位を落とすのみならず，ボードの参加者に不快感を与えることがあります。どうしても発言しなければならないと感じた場合をのぞいて，そのような議論に参加することを控えてください。　 
	HANBoardの運営に関する質問や批判はHANBoardadmin@han.orgあてにメールでお送りください。掲示板に投稿された場合は削除します。 
	HANBoardの目的や公序良俗に反すると管理人が判断した投稿は、警告ないし削除の対象となります。とりわけ下記の各項のに該当する投稿は厳禁します。警告が守られない場合，投稿は削除されます。

	故意に感情的議論を引き起こそうとする投稿 
	個人、団体、民族、国家等への誹謗、中傷を含む投稿 
	議論に不可欠な場合をのぞいて、差別表現を含む投稿 
	故意の有無にかかわらず差別性のある投稿 
	個人のプライバシーにかかわる投稿 
	A～E項を含むメディアの紹介 
	その他、公序良俗に反する投稿 

	管理人がルール違反の常習者と判断したメンバーは、登録を抹消し、以後の投稿を禁止します。 


＜HANBoardの管理＞ 

　1999年8月15日をもって、HANBoardは金明秀による単独管理方式から、複数の共同管理人を含む管理方式に移行しました。

　金明秀および共同管理人（以下、管理人）は、HANBoardシステムのメンテナンスを担うとともに、上記ルールにのっとって、適時、警告、削除、メンバー登録抹消、投稿禁止の作業を行います。また、HANBoard管理人は、管理者用の連絡網を通じて適正な管理指針を検討します。

　警告および削除については、原則として、管理人のうち一名の提案者があり、一名以上の支持者がある場合に警告・削除を行います。ただし、明白なルール違反については、管理人が単独で警告または削除を行うこともあります。

　なお、管理人から推薦があった場合、共同管理人は適宜補充されます。また、共同管理人は本人の希望により任を離れることができます。
【メール①】http://groups.yahoo.co.jp/group/niji/message/248
Date:  2000年1月5日(水) 午後5時53分
タイトル:  [NIJI] ネオナチどもの掲示板荒らしについて、続報

入管問題調査会の高橋です。

「東京エイリアンアイズ」の高野さんより以下のようなメッセージが届きました。
ネオナチどもの書き込みは削除してもなお今も続いているようです。

みなさんも是非応援の書き込みをしてください。

http://www.annie.ne.jp/~ishn/（東京エイリアンアイズ）

****************************************
（入管問題調査会）
　　　　　　　高橋徹　　（はちおうじ）　　　　　　　
Tohru Takahashi
　　　　　　　sasara@p...
http://www2.odn.ne.jp/nyukan
　　　　　　　携帯：090-4000-7438
　　　　　　　FAX:0426-37-8570
***************************************

（以下引用）

東京エイリアンアイズの高野と申します。
メールありがとうございました。
あまりのひどさにそろそろ何とかしなくては、となやんでいました。
かれらのホームページを見て、すべて納得がいきました。
こんな事態を引き起こし、大変恥ずかしく、申し訳ない気持ちです。
ご助言、ほんとうにありがとうございました。
早急に対処したいと思います。
また、応援のよびかけ、心より感謝いたします。
早急に対処したいと思います。

----------
>差出人 : 高橋徹 <sasara@p...>
>宛先 : "Jp Ishn@A... Ne." <ishn@a...>
>件名 : 掲示板荒らしについて
>送信日時 : 2000年 1月 4日 (火) 10:21 AM
>

> エイリアンアイズの管理者の方へ
>
> ドラゴンこと、入管問題調査会の高橋です
>
>
> 現在そちらの掲示板を荒らしている輩はもうご存じかと思いますが
> ヒトラー崇拝を標榜する、ネオナチどもの組織的犯行です。
> 念のため、奴らのＵＲＬを下に記します。
> http://www.strategy.co.jp/bbs/index.html
>
> 彼らの暴言表明の場にみなさんの掲示板を提供してはいけません。
> 管理者の責任で是非対処してください。
>
>
> ****************************************
> （入管問題調査会）
> 　　　　　　　高橋徹　　（はちおうじ）　　　　　　　
> Tohru Takahashi
> 　　　　　　　sasara@p...
> http://www2.odn.ne.jp/nyukan
> 　　　　　　　携帯：090-4000-7438
> 　　　　　　　FAX:0426-37-8570
> ***************************************


【メール②】http://groups.yahoo.co.jp/group/niji/message/249
Date:  2000年1月5日(水) 午後7時46分
タイトル:  [NIJI] Re: ネオナチどもの掲示板荒らしについて、続報

風巻です。

「戦争被害調査会法を実現する市民会議」
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Keyaki/5481/の掲示板荒らしもひどいもの
でした。
ここは今日、掲示板を閉鎖したようです。

在日韓国・朝鮮人関係の「ハンワールド」の掲示板HANBoardもねらわれていました。
（「かき込みができない・・・残念」とのコメントが
「世界戦研」http://www.strategy.co.jp/のサイトにありました。）

このような勢力が一方には存在することを常に頭に入れておかなくてはなりませんね。
このメーリングリストの参加方法を、住所、電話、という個人情報を管理人が把握し、
本名で参加というスタイルにしたのも、当MLでこのようなことが起こらないとも限ら
ないと考えたからでした。


【メール③】http://groups.yahoo.co.jp/group/niji/message/251
Date:  2000年1月5日(水) 午後9時58分
タイトル:  [NIJI] ネオナチ掲示板荒らしに対し、協力のお願い

風巻さん情報ありがとうございます。

被害を受けている「東京エイリアンアイズ」の高野さんと電話で話をしました。
「全く無視をする方法もありますが。」とお話ししてみました。
高野さんの意見としては
「一時は一般的な意見かと思って落ち込みました。何とか持ちこたえたい。是非、み
なさんに書き込みをしてほしい。」
ということでした。

そこでこのＭＬに登録しているみなさん、
http://www.annie.ne.jp/~ishn/（東京エイリアンアイズ）
の掲示板およびチャットに毎日少しずつ書き込みをお願いしたい。
数が勝負です。

その際の注意ですが、なにをするかわからない連中です。
書き込む際に自分のメールアドレス、電話などは書かない方がよいです。
名前もニックネームでお願いします。

一度に長文の書き込みをするよりも
単文を毎日書き込んでください。

****************************************
　　　　　　　高橋徹　　　　　　　　　
Tohru Takahashi
　　　　　　　sasara@p...
***************************************


【メール④】http://groups.yahoo.co.jp/group/niji/message/252
Date:  2000年1月5日(水) 午後11時43分
タイトル:  [NIJI] Re:ネオナチどもの掲示板荒らしについて、続報

　村岡＠大阪です。

| 在日韓国・朝鮮人関係の「ハンワールド」の掲示板HANBoardもねらわれていました。

　あそこも長い間覗いてませんけど、ＷＥＢマスターのきむ・みょんすさんは
ネットでは歴戦の強者ですから、そういうのは慣れっこになっているし大丈
夫ですね。

　ただ、ネットの「＋」の面しか知らずに（想定せずに）ボードを始めた人に
とっては、本当にショックだったろうと思います。……ネットがまともなコミュ
ニケーション手段として定着するための通過儀礼だとも言えるのですが。
　せいぜい、応援しに行ってみます。

村岡和彦拝


【メール⑤】http://groups.yahoo.co.jp/group/niji/message/266
Date:  2000年1月9日(日) 午後3時36分
タイトル:  [NIJI] 掲示板破壊対策

仕掛け人のドラゴンです。

ご協力をいただいて、掲示板の方もだいぶ盛り上がってきています。
幾人かの方がねっちっこく、頼もしく書き込んでくださっています。
とくに「匿名市民」さんの根気強さには頭が下がります。
はじめのうちは、気持ちがすさんでくる書き込みしかなく、見に行くのもいやなぐらいでしたが
仲間たちの書き込みが増えてくると、不思議に見に行くのがたのしみになります。

はじめてしまった以上、何とか決着がつくまでまでやりきりたいと思います。
お手数ですが引き続き書き込みのご協力をお願いします。

以下のようなフォームを作りました。良識ある人たちに広げてください。
あまりこちらの動きが相手にしれてしまうのも危険なので、
ホームページなどにいきなり添付するのはさけてください。
信頼できる筋を選んでチェーンメールしていただけるとありがたいです。
文言は適当にアレンジしてくださって結構です。

***********************************************

（以下引用）

ネオナチらによる掲示板荒らしに対し、協力のお願い

在日外国人や留学生の問題を扱っている「東京エイリアンアイズ」のホームページが
ヒットラー崇拝を標榜するネオナチストhttp://www.strategy.co.jp/たちによって、
掲示板荒らし攻撃をされています。

きっかけはローソンの「外国人お断り事件」に「東京エイリアンアイズ」が抗議したことによります。

被害を受けている「東京エイリアンアイズ」の、管理人さんのご了解のもと、
各方面にこのようなお願いを始めたしだいです。

http://www.annie.ne.jp/~ishn/（東京エイリアンアイズ）
の掲示板およびチャットに、良識ある方々の書き込みをお願いしたい。

一度に長文の書き込みをするよりも、短い文を毎日書き込んでください。数が勝負です。

その際の注意ですが、なにをするかわからない連中です。
書き込む際に自分のメールアドレス、電話などは書かないでください。
あなたの所属する組織、職場についても名乗らないでください。
名前もニックネームでお願いします。

冷静な文章で雰囲気をつくってください。

また他へ同様の呼びかけをする際は、呼びかけ主体がわからない工夫をしてください。

（次のような情報も寄せられています）

> 「戦争被害調査会法を実現する市民会議」
> http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Keyaki/5481/の掲示板荒らしもひどいものでした。
> ここは今日、掲示板を閉鎖したようです。
>
> 在日韓国・朝鮮人関係の「ハンワールド」の掲示板HANBoardもねらわれていました。
> （「かき込みができない・・・残念」とのコメントが
> 「世界戦研」http://www.strategy.co.jp/のサイトにありました。）

****************************************
　　　掲示板破壊を許さない、対策本部
****************************************
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