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テレビが始まって50年余り，当初!電波が限られ，テレビのチャンネルがわずかだった時代と今

日のように技術革新によりチャンネル数が増えた時代とでは 放送の制度やテレビの表現である番組

や番組編成に大きな遣いが品る。本稿では， 20年前，国家のテレビから公共テレビと民間テレビの二

元制度へと劇的立変化を遂げたフランスの放送制度のもとで番組や番組編成がどのような変化を辿っ

たのか，研究者らの成果をもとに『テレビ表現の変遷』としてまとめた。

テレビの初期の時代，テレビは視聴者と視聴者の知らない外部世界をつなぐ世界に聞かれた窓であ

った。テレビは各番組のメソセージを伝える仲介者であった。次に，テレビは鏡として，視聴者の仲

間迷，身近立人々の日常生活を画面に映し出すようになる。すなわち τ 視聴者とテレビ画面に登場す

る人々の結びつきを重視する関係のテレビの出現である。関係のテレビは，当初，司会者やタレント!

ジャーナリストといったテレビの専門家の舞台であったが，次第に 般の視聴者が身の回りの話題τ

プライベ トの生活や体験をテレビという公共の場で語る親密なテレビへと深まる。一般の視聴者の

発言は社会問題や時事的な問題を扱った番組でも重視されるようになる一方で，テレビは慈善活動に

乗り出し，さらに裁判所や警察，心理カウンセラーの代行のようなことをし，行動するテレビとして

積極的に振舞う。そして，最近では，その行動するテレビは 1 いつもは受け子で品る視聴者を集団と

してスタジオや屋外の番組の舞台に登場させ演出する。これがリアリティー ショーと呼ばれる新た

な番組表現として世界的に広がる。日常生活など様々在世界をクイズやゲームの仕掛けを用い，明確

な筋書きのないままに，カメラワークで参加者の振る舞いや表情を克明に追いかけ，リアリティーさ

を演出しようとする。

こうして!テレビは，その独自性であるテレビ映像の接触の機能を発揮して。視聴者と送り手であ

る放送局の結びつきを深めていったが，その 方でメディアのコミュニケーションとして期待されて

いる外部世界と視聴者をつなく仲介の機能が軽視されているという批判もある。
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はじめに

テレビが登場しておよそ50年，今ではイン

ターネットの出現によって同じように映像番

組が流され，テレビとは一体何であるのか，

テレビの独自性とは何か，またテレビはどと

に向かっているのかなど，様々な聞いが浮か

んでくる。しかし，テレビの基本は，番組と

その編成であり，とれによって送り手である

テレビ局と視聴者・オーディエンスの結びつ

きがあることには変わりは無いだろう。本稿

は，テレビ制度の変遷の中でテレビ局と視聴

者の関係はどう変化してきたのか，テレビの

番組表現とこれを支える考え方の推移につい

て，主としてヨーロッパの研究者の見方を辿

り，新しいメディア環境の中でテレビを考え

る手がかりを得ょうとするものである。

⑪放送制度と時現の4段階

テレビの先進国だったアメリカと西ヨーロ

ツノfでは， 1950年代にテレビ放送が始まった

が，その際，自由主義経済の国アメリカでは，

テレビは規制された商業テレビの活動とし

て，また西ヨーロッパではほとんどの場合，

国家の独占による公共サービスとして位置づ

けられた 1)。その後， 1980年代に入って西ヨ

ーロツノtて、は公共放送の独占が崩壊し，公共

テレビと民間のテレビの二元体制となり，テ

レビ局間の視聴者獲得の競争が始まった。す

ると，アメリカのように，人々を引きつける

番組をどのように作っていくかが大きな課題

となっていった。 f見聴者を引きつけるために
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は，番組そのものだけでは十分でなく，放送

局のブランドやアイデンテイティー，つまり

番組編成が重要となる。テレビ局の工夫や努

力が始まった。それまでのテレビに全く見ら

れなかった，新しい番組表現や演出，さらに

番組編成が登場してくるようになった。

こうしたテレビ局の動向について，ヨーロ

ッパのテレビ研究者達の中には，テレビが政

治のコントロールから離れて自立していくと

みるものが現れ始めた 2)。テレビがもっ本来

の可能性に挑戦し始めたとみる学者も現れ始

めた。イタリアの記号学者，コミュニケーシ

ョン学者であるU，ヱーコ (1932-)はパレ

オテレビとネオテレビという表現で新しいテ

レビを古いテレビと比較した 3)。これを機に，

テレビと視聴者の関係をテレビ表現という見

方で捉える研究が始まる。

テレビ表現は，個々の番組とそれらを束に

したいわば放送局の顔である番組編成を通じ

て現れる。それは，放送局聞の競争が激しく

なれば，個々のテレビ局によっても異なって

くる。しかし，これらの研究者たちがもっと

も関心を寄せたのは，何といっても国家の独

占的なサービスとしての使命をもったテレビ

から広告を見せるために作られ編成される商

業テレビとの相違であり，またそのテレビ表

現に見られる放送局と視聴者の関係がどう変

わるかであった。

本稿では，これらの研究者の成果からテレ

ビの表現を大きく 4段階(もしくは 4類型と

呼んでもよLミ)に分け，それらをメッセージ

のテレビ，関係のテレビ，親密なテレビ，リ

アリティー・ショーとしたり。これは以下で

示すようにテレビの制度の変化と対応してい

る。しかし，こうしたテレビ表現の進化は，



の

年代の経過とともに，順次移り変わっていく

というわけではなく，むしろ，現実にはこれ

らの番組や演出は共存し，それぞれの機能を

発揮している点をまず強調しておきたい。

そこで，まずメソセージのテレビと関係の

テレビの区分である。この言葉は， U エー

コがノfレオテレビ(1日テレビ)とネオテレビ

(新しいテレビ)という表現で古いテレビか

ら新しいテレビの時代への移行を論じた際に

用いた 2つのテレビの考え方に基づく。ノfレ

オテレビ(旧テレビ)は国家がテレビの独占

的なサービスを行っていた時代であり，これ

に対応するのがメッセージのテレビである。

これに対してネオテレビ(新しいテレビ)は，

公共テレビと商業テレビによる二元体制に基

つくテレビ制度の中で誕生する商業テレビで

あり，関係のテレビという表現が対応する。

その後の研究では，時代が経過するに伴い新

たな研究が生まれ，その結果，新旧の時代区

分は意味をもたなくなるから，結局，その中

身を重視してメッセージのテレビと関係のテ

レビが，それぞれ用いられている 5)。

さて，テレビの最初の時期に登場したテレ

ビの考え方と表現がメッセージのテレビであ

り，いわゆる世界の窓としてのテレビである。

乙のテレビは報道や娯楽，文化などの番組を

通じて自分達の知らない未知の世界を制作者

の意図・メッセージにそってきちんと祝聴者

にf云えるととを旨とした。 L、わI;:J:'，テレビは

各番組の仲介者，伝達手段である。

次に登場するのが関係のテレビである。関

係のテレビでは，番組が対象とする世界は，

テレビを見る視聴者の仲間，近しい人達，あ

るいは自分遥であり，テレビは鏡である。関

係のテレビは，自分達の日常生活を伝える。

テレビ表現の変遷

そこでは，テレビは視聴者と登場人物との結

びつき，すなわちテレビと視聴者の関係が重

要となる。テレビの登場人物が，司会者であ

ろうと，タレントであろうと政治家やジャー

ナリストであろうと，視聴者と一人一人の

個々の登場人物との親密でくつろいだ関係が

重視され，テレビの信頼の基盤となる。関係

のテレビの主な舞台はスタジオである。スタ

ジオはくつろいだ雰囲気をもった自宅の居間

の延長のようなものとなる。

テレビはさらに進化し，第 3の段階を迎え

る。関係のテレビは，親密なテレビへと深ま

ってゆく 6)。関係のテレビのスタジオは，当

初，司会者やタレント，ジャーナリスト，そ

れに政治家，産業界や労組の代表，学者や専

門家の舞台であったが，次第に一般の視聴者

が登場し，自分を含めた身の回りの話題，プ

ライベートの生活や証言をスタジオで語るよ

うになる。話の内容も，それまでタブーとさ

れてきたものを次々と破ってゆく。さらにス

タジオでの話題は，私的な打ち明け話から社

会問題や時事的な問題にかかわりをもったも

のになる。

すると，テレビは行方不明になった家族の

捜索や人生相談などに大々的に乗り出し，裁

判所や警察の代行のように振る舞う。心理カ

ウンセラーの真似事のようなことをし，さら

に慈善活動にも取り組む。これらはテレビが

もっ芝居的，ショー的要索を生かしながら社

会的な制度や組織に対し，不十分な部分を補

完しようというものである。これらの活動や

その行き過ぎをめぐって議論はあるが，親密

なテレビはとにかく行動するテレビとして積

極的に社会活動に参加するのである 7)。

その行動するテレビは，いつもは受け手で
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ある視聴者を集団としてスタジオや屋外の番

組の舞台に登場させ演出する。リアリティー

・ショーと呼ばれる新たな番組表現が世界的

に広がる 8)。様々な日常生活が番組の題材と

して取り上げられるが，そこには明確な筋書

きもな1'0 クイズやゲームなど一定のルール

の下で，それぞれの諜題に挑戦する参加者の

振る舞いや表情がたくさんのカメラで克明に

映し出される。また，この参加者逮のゲーム

からのふるい落としが，テレビ視聴者の投票

によって決まる。双方向のテレピが実現する。

このようにテレヒ、の表現を歴史を追ってみ

ることで浮き上がってくるのは，テレビその

ものがもっ独自性であろうか，あるいはその

テレビを社会的に位置づける制度であろうか。

以下では，フランスの事例を研究した著者達

の書物や論文をベースに主として，フランス

におけるテレビ表現の推移を辿りながらこの

点について，明らかにしてゆく。フランスを

取り上げる理由は，諸外国と比べて，過去の

テレビ制度の変化が劇的であっただけに，ど

の先進国よりもテレビ表現の変化が明確で，

研究も進んでいるように見えるからである。

しかしながら，我々を含めテレビの先進国に

当てはまる点も少なくないように思われる。

。れ…テレビg)

テレビの役割，機能を説明するのにしばし

ば，“窓"や“鏡"という言葉が用いられる10)。

あまりに分かりやすく，当然のように見える

これらの言葉がもっ様々な意味合いについて

考えてみる。
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仲介機能

まず，窓から。テレビは世界に聞かれた窓

である，と言われる。世界の紀行，世界の旅，

世界の人々の生活，風習，科学の世界，動物

の世界，芸術の世界，等々の盛りだくさんの

番組がある。テレビの番組は自分迷(視聴者)

の知らない世界を見せてくれる，という意味

である。その世界は，国墳を越えた外国であ

ったり，科学や歴史，文化，芸術，といった

知識や教養の世界であったりする。番組は情

報やアイディアをもたらし，新しいものや秘

密を発見させる。いずれも，テレビを見るも

のにとっては他者であり，未知の世界である。

ここでは，知り，学ぶことが重要であり，

番組は当然，うそ偽りのない真実や事実を伝

えることが求められる。したがって，番組の

仕分けは，事実かフィクションかが基本的な

基準となる。また，伝えられる内容，すなわ

ちメッセージが重要なものとなる。番組は中

立で客観的でなければならない。制作に当た

っては，情緒や感情に働きかけるのではなく，

説得力をもたせ，視聴者の知識欲や好奇心，

そして理性に訴えるよう配慮される。その意
せい

昧でこのテレビの目的は意識の覚醒であり，

そのもっとも基本的な部分で文化的手段であ

る。プランスの社会学者でコミュニケーショ

ン学者のD メール(1947ー)は，このよう

なテレビについて，テレビは説明をするより

も，むしろ人々に対して何ものかへの関心を

抱かせるものなのだ，と述べている11)。

番組にかかわる人達で，もっとも重要なの

は，制作者や監督である。司会者も出演者も，

その役割は，コンテンツの媒体に過ぎず，メ

ッセージを伝える道具である。ここでテレビ



を支配しているのは，仲介の考え方である。

コミュニケーションの概念の中で基本的なこ

とは，テレビが受け手と外部世界の仲介であ

り，テレビがマイクを差し出し，カメラを用

いるのは，あくまでも伝えられる世界や人々

の代弁者としてであり，テレビ局の考えや意

見を主張するためではな1'0

たとえば，メッセージのテレビは，政府の

メッセージを伝え討論する場を用意し，政治

の動きを伝える。それだけでなく，逆に市民

の反応や世論をフィードパックする。そして，

政治の社会化の中心的な道具となる。それは，

あくまでも政治に介入するためではなく，政

治家が無視できない仲介役としてである。

この仲介役で際立った役割jを果たすのは，

社会的分野でなされるものである。それは全

てのテーマに近づき，いま起きているものの

中に飛び込んで社会的な結びつきを作り上げ

る。人々は，あるときは中継で，またあると

きは録画により，全国に散らばっていても家

庭の居間で見るテレビで、情報や娯楽を共有す

る。そして，それらの番組が家族や友人，仲

間，職場での話題や社会問題を考える材料と

なる。テレビは情報や番組を伝えるだけでな

く，人々の出会いの場を提供し，それが他者

の理解を深め，結局，社会的レベルでの統合

の役割を果たす。

現在のテレビもとのような機能を発揮して

いる。しかし，これがテレビの支配的な姿で

あったのはどの国も，テレビの創成期である。

とりわけその典型的な例とされるのは，フラ

ンスなど大陸ヨーロッパの国々のテレビであ

った。テレビ放送は，オールマイティーの送

り手である国家と政府が市民である視聴者に

教育や文化，情報を授ける手段であり，テレ

テレビ表現の変遷

ビはそのメ yセージを伝える仲介的な伝送路

であった。そこには，視聴者が消費者である

という考え方は，ほとんど見あたらない。

このようなテレビについて フランスの 2

人のメディアの社会学者， D.ウオルトン

(1947 -)と J.-Jミシカ (1951-)は，テレ

ビの専門家が先生である一種の巨大なクラス

(学級)に，視聴者が参加するようなものだ

と説明している 12)。そしてそのコミュニケー

ションの特徴として，第 lにその目標が知識

を伝える点，第 2にテレビの受け手，視聴者

に対する語りかけが指導的，干渉的である点，

第3として知識階層とそうでない人々の役割

が異なることが前提になっている点を上げて

いる。この教育的姿勢は，番組やジャンルが

どうであろうとも，多少とも全ての番組に浸

透していた。

こうした明確な目標をもった番組の編成で

重要視されたのは，視聴者が各番組を苦労せ

ず見分けられるように，フィクション，情報，

スポーツ，文化番組，娯楽番組など明確なジ

ャンル分けを行い，同時に，子供向け番組，

自動車ファン，音楽ファン，動物ファンなど

様々な視聴者に基準をあわせた様々な番組を

l幅広く総合的に供給することであった。

こうした番組表現の背景には，一方に電波

の希少性という技術の制約があり，他方で国

民国家という枠組みに基づく考え方があっ

た。受信料による財源調達は，公共テレビに

割り当てられた乙の役割lの当然の帰結であ

る。国家が新しいメディアの利用とその財源

を支配するという乙の極めて 貫したモデル

は， 19由紀以降，電信やラジオに適用された

コミュニケーションの伝統的規制から着想を

得たものであった13)。
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メッセージのテレビと公共空間14)

今日の定説では，公衆が公共の意見を作り

上げる場である公共空間の現代的形態は， 18 

世紀に国家と市民社会を仲介するものとして

出現した。公共空間は，少数の啓蒙されたエ

リート達が，小サークルの中で，個人的な接

触や新聞，会員制向けの出版物によって知識

を子に入れ，仲間の聞で討議する場として生

まれた。そこでは〈公開性>，と〈世俗化，

脱宗教化〉の原則が支配した。それは，また

民主主義が機能するための条件でもあった。

プレスとジャーナリズムは，こうした中で発

展してゆき，公共空間は， <メディア化され

た公共空間〉の色彩を帯びてゆく。

さらに自由と平等に基つく 20世紀の大衆民

主主義の時代に入り，ラジオ，次いでテレビ

が登場することでこの公共空間は大きく修正

され， <拡大化された公共空間〉となる。大

衆民主主義は，多くの人が色々なテーマにつ

いて意見を自由に表明することであるが，

人々が自由と平等を主張しすぎてとの 2つの

矛盾が激しくならないように大衆が参加する

メディアの拡大化された公共空間が必要とさ

れたのである，とウオルトンは言う 15)。テレ

ビは，まさにこの公共空間であり，この民主

主義が機能するための不可欠な道具である。

テレビの初期の時代，つまりメッセージの

テレビが支配的な時代，これらの意見の表明

は，主として正当な発言権をもっ次の 4タイ

プの人々に限定されていた16)。それは政治家

であり，ジャーナリストであり，社会的・職

業的な集団を代表する人達，そして知識人で

あった。もちろん他の個人や集団が，社会に

ついて発言し，それが完全に妥当であれば，

170 

正統性や信頼性を得ることはできた。しかし，

彼らは上記の 4つのタイプのように行動や社

会に関する言説の機能があらかじめ付与され

ているわけではない。この 4つのタイプは，

コミュニケーションで果たす役割に基づい

て，法や規則により社会に関する分析や意見

を表明することが認められている。正当性と

代表性が何に基づくかは，タイプによって異

なっている。

政治家と政府高官の正当性は，選挙民の委

託や法に基づく政治権力の行使に拠っている。

ジャーナリストの正当性は，情報の収集と処

理の機能による。これに対して，社会的・職

業的な代表者は，組合や団体など様々な社会

的勢力の代表の正当性がある。それは，代表

するグループの重要性や位置に対応してい

る。知識人については，その正当性は，知の

レベルである。知識人による意見の表明は，

書物や社会の機能を分析し，意味を引き出す

能力に基づいている。

。関係のテレビ17)

ところで，他者や外界の世界を映し伝えて

いたマイクとカメラが，一転してテレビを見

ている自分達の仲間(世界)に照準を合わせ

たときどうなるか。テレビは自分遠の複製を

映し出す“鏡"に変化する。メッセージのテ

レビのわきに，少しずつ関係のテレビが芽生

えてゆく。

鏡と関係のテレビ

関係のテレビに早い段階から注目したイタ



リアの記号学者U.エーコは，パレオテレビ

とネオテレビをめぐって関係のテレビについ

て次のように書いた。〈自立したテレビは，

カメラを田舎に向け，ピアチェンザ18)の視

聴者に，ピアチェンザの人々を見せる。ピア

チェンザの宝石庖の広告を見に集まる人々，

その一方でピアチェンザの司会者は，望遠鏡

を動かしながら，ピアチェンザの夫人の胸元

を覗き込む)19)つまりテレビは身近な人々の

生活，我々の日常生活を番組にし始めたので

ある。

テレビ画面は，家族や街角と同じように最

小限の連帯と日々の楽しみを共有する場とな

る。テレビは情報や娯楽，メッセージを届け

る単なる道具というよりも，視聴者との問で

親密でくつろいだ“関係"を作り出す手段と

して捉えられるようになる。その仕掛けの中

心にいるのは一人一人の個人である。テレビ

のコミュニケーションは，政党と市民の聞で

展開されるのではなく，気概と熱意をもって

表情豊かに語る政治家と個々の市民の聞で行

われる。コミュニケーションの流れは，芝居

の世界と見物人の聞に作られるのではなく，

コメディアンや歌い手と感性をもった視聴者

の闘に作られるのである。相互交流は，テレ

ビの専門家と視聴者の聞ではなく，我々の好

みの司会者やジャーナリズムと消費者である

視聴者の聞に生まれるととになる。

演出の中心は，次第にスタジオになってゆ

く。スタジオはトークショーの空間となる。

パラエティーやマガジンの形をとったトーク

ショーが現れ，大きな事件や出来事がこのや

り方で扱われる。番組は人々が打ち解けてお

しゃべりする場所となる。もはや知識を伝え

るのが重要なのではない。考察よりも情緒や

テレビ表現の変遺

陵情に力点がおかれ，憎悪や愛着ーまでもが言

葉遣いや諮り口と同じように重視される。関

係のテレビは司会者と出演者が中心である。

各出演者の役回りも重さをます。司会役が神

聖視されるようになる。視聴者をひきつけ視

聴者との結びつきを聞くし，維持するのは，

それこそ司会者であり，視聴者の友のように

位置づけられるからである。こうして新しい

タイプの司会者が登場してくる。単なる進行

役として言葉をつなぐだけにとどまらない

で，より多く発言し，番組に積極的に参加し

てゆく。

乙のように，関係のテレビは，メッセージ

のモデルと違って，教育のモデルからはるか

に遠ざかっている却)。

日常生活の視点は，番組の編成にも影響を

及ぼす21)。関係のテレビの番組表は，それま

でのメッセージのテレビの場合のように，各

番組がその内容とジャンルを明確にするよう

なものではなくなってゆく。関係のテレビの

番組編成は，広告をはさんで流れのようにな

る。連続ドラマ番組，バラエティ-マガジ

ンの大部分は全ての家族に見てもらえるよう

に作る。番組は，テーマや特徴が何であろう

と番組表の中にパラパラに分散され，同ーの

番組が同ーの週に何度も出てくるように再放

送される。番組はテーマにあわせた特定の視

聴者を対象としなくなり，個々の視聴者が求

める特定の番組との出会いは失われがちにな

ってゆく。

伝統的なジャンルの細分化は，総合的な混

在に席を談る。それは編成の原理に基ついて

組み立てられた混成であり，融合であり，テ

レビ画面の人物達とそれを見る視聴者との合

F本ということになる。
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関係のテレビの本家は，明らかにアメリカ

である。ヨーロッパでは1980年代半ば以降，

それまで支配的だった公共サービスのテレビ

に加え，広告を財源とする商業放送が登場し，

この関係のテレビが次第に力を持ち始めてゆ

く。それまでの国民国家の市民としての視聴

者に，大衆の大量消費時代の消費者という考

え方が加わる。また，テレビの視聴も，一般

消費と同じように消費であるという考え方が

広まり，視聴者はすなわち消費者そのものだ

という考え方が強まってゆく。そしてリモコ

ンの時代に入ると，テレビの番組の流れは，

視聴者のザッピングに対応して断片化されて

いく一方で，広告が商品の購買意欲をそそる

ように広告と番組が組み合わされてゆく。

結局，関係のテレビは，送り手側がテレビの

前の視聴者一消費者に近づこうとして， ¥、ゎ

ば複製を作り出そうとする試みである。社会

学者でフランスのレンヌ大学教授のムッソー

らによればそれは後に親密なテレビで深めら

れるように，スタジオで自分遠の生い立ちゃ

苦しみ，喜びゃ成功を語る視聴者の複製と司

会者，それにテレビの前の視聴者の三者が作

り上げる表明のコミュニケーションである幻)。

視聴者への語りかけ

ところで，関係のテレビの土台は視聴者へ

の語りかけであるが，もともと放送の主要な

課題は，どのようにして放送のサービスを公

衆と結びつけるかということであったお)。

最初の取り組み。それは，ラジオの場合，

アナウンサーの視聴者への語りかけの工夫で

あった。テレビの場合，それはアナウンサー

の表情であり，ニュースの場合，当初，その

表情は，視線であった。ジャーナリストもリ
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ポータ一色，インタビューアーも司会者も皆，

カメラのほうを向く。つまり，伝え，たずね，

問いかけるために視聴者に目を向けるのであ

る。テレビ画面の中では，司会者が直接，対

話する相手の他にテレビの前の視聴者を加え

た3項関係の中に引き込み，一体感を作り上

げるのである。

第2の取り組みは，視聴者を番組制作のパ

ートナーにすることである。それは視聴者が

テレビの画面に現れることである。まずは，

象徴的なパートナーとしてスタジオの観客席

から静かに舞台を見つめる視聴者が映し出さ

れる。次いで，スタジオの観客は舞台の笑い

や演技，催しにあわせ，笑ったり，拍手した

り，口笛をふいたりする能動的なパートナー

として登場する。

最後に，視聴者を番組に取り込む統合の段

階がある。その完成された形態は，無名の大

衆がスタジオの役者となる形態である。それ

は，リアリティー・ショーである。

テレビ映像の独自性

関係のテレビこそ，様々なメディアの中で，

テレビの真骨頂を発揮すると見るのは記号学

者逮である。では，それはなぜか。

アメリカの記号学者のc.s.パース (1839-

1914)は，記号と記号が表す対象との関係に

基づき，その記号の特徴や性質を類像性，指

標性，象徴性の 3つに分類した24)。まず，類

像性は，対象との関係で記号が類推的関係を

結んでいる性質である。指標性は，記号が対

象との物理的あるいは身体的な結びつきや接

触を表している性質である。記号は対象と事

実(現実)において結びついており，対象か

ら実際に影響を受ける。さらに，象徴性は，



対象と記号の関係が取り決め(約束や習慣な

ど)に基づいている性質である。テレビ映像

はこれら 3つの性質をもっているお)。

まず，類像性については，本来の対象とそ

れを映像で表したものが類似しているという

点では，テレビはまさにこの性質をもってい

る。

指標性については，画面に映し出される映

像は，カメラが追う対象の動きに合わせ，我々

にもそれを体験させてゆく(=指示作用)と

いう点で，テレビは映像の成立と現在の体験

が完全に一致している。しかし，現実界をパ

ラパラに映像で指示し続けたとしても現実に

ついてまとまった表象をもてない。

指標としてのテレビ記号も類像としてのテ

レビ記号もそれ自体ではまとまった表象を作

れない。指標とは，そのつど記号によって生

成する出来事の断片的な痕跡であり，類像と

は対象との無限定な類似の束である。それを

いくら積み重ねても，“テレビの語り"が生

み出されることはない。テレビ映像は，言語

のようなもので文化的にコード化されること

によって(=参照作用)，意味をもつように

なる。

結局，指標記号としての指示作用と言葉に

よる参照作用が組み合わされ，類像記号が，

慣習的な約束事を示す象徴記号によって補完

されてテレビ記号言語は成立する。

ところで，関係のテレビを考える上で極め

て重要なのが，この指標性である。だが，こ

の指標性がもっ接触という特徴は，すでにテ

レビの初期の時代，メッセージのテレビでも

考慮、されている。アルゼンチンの記号学者E

ウ守エロン(1938-)は，テレビニュースの分

析を通じて，この点在明らかにしているお)。

テレビ表現の変遷

テレビニュースの映像は，特に人物の姿を

映す。当該の事件・出来事にかかわる人々だ

けでなく，テレビニュースを{云える話し手

(発話者)を映し出す。 E ウ守エロンは，この

話し手(発話者)の役割jを記号学を用いて解

明し， <目と目〉のコミュニケーションがテ

レビニュースからフィクション性を取り除く

機能をもつことや，身体の利用が視聴者の信

頼と直接結びついていることを，次のように

して明らかにした。

テレビニュースは， i:云えるアナウンサー(発

話者)の発話行為とともに，言葉，映像，接

触の 3つの階層で構成されている。言うまで

もなく，映像は〈事実そのもの〉であり，言

葉は必要に応じてその事実をコメン卜する。

発話者と受け手の関係を支える土台は，視線

の軸の聞で開始される接触である。つまり，

信頼である。

ここで，E.ヴエロンが強調するのは「接触

と信頼の関係Jである。ウeエロンは次のよう

に言う。「接触は身体の仕事である。身体の

記号表現は，部分/全体，前/後，内/外，

中心/周辺というように近隣関係によって行

われる。つまり，身体表現は換喰的27)であ

る。発生論的視点、からは，之の接触の層はコ

ミュニケーションの意味を理解する土台であ

り，次に指標の階層のアナロジーが働き，最

後に接触と指標の階層に，象徴の階層の言葉

が加わって，コミュニケーションが成立する。

乙の中で，身体は無意識のうちに記号表現の

材料を提供している。そして，視線こそは，

記号表現の身体の換輸の階層と映像のアナロ

ジー的階層の接点となっているのである。…

…身体表現に固有のこの接触の階層は，接近

や隔たり，近接と距離によって作られる。言
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葉がない場合， Zの接触の次元は，全てのや

り取りの基本的条件である。犬や猫の相手を

する人々は，そのことをよく知っているJ28)。

E.ヴエロンは言う。

「産業社会がメディア化される過程で，技

術の媒体の出現によって，接触，映像，言葉

という意味を生成する 3つの層の情報が社会

的な規模をもった言説に置き換えることが可

能になった。しかし，この置き換えは，我々

がコミュニケーションの意味を理解する場合

におこなう接触→映像→言葉という階層の順

序と逆に行われた。すなわち，まず新聞が文

字による仲介(メディア化)を生み出し，そ

のあとに映像と音声が続Lミた。テレビの到来

によってのみ，我々は情報における身体表現

を語ることができるのであるJ29)。

そ乙で，まずこの視線について考えてみよ

う。テレビニュースの進行役は，スタジオの

アナウンサーであるが，E.ヴエロンによれば，

このアナウンサーがカメラのレンズに向ける

視線こそがテレビニュースの表現の基本であ

り，このカメラを見つめるという行為がテレ

ビニュースからフィクション性を取り除く機

能をもつ。「その行為は，視聴者に対して，

自分はいま見つめられているのだ，と感じさ

せる。進行役のアナウンサーはテレビ画面か

ら自分を見つめている。そして彼は自分にむ

かつて話しかけている。テレビニュースは，

最終的に，このカメラの基本的活動を軸に組

み立てられることになったのである。こうし

て，テレビカメラは，メディアのジャンルの

中で事実を伝えるニュースの象徴となる。

「目と目」をあわせる(lesyeux dans les ye回)

この作用を，我々は基本軸 (y-y軸)と呼ぼ

うJ初)。こうして， E ヴrエロンは，テレビニ
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ユースの進行が，アナウンサーと視聴者を結

ぶ軸を中心に展開されることを強調した。

y-y軌をめぐって，その意味するものは，

あくまでもアナウンサーが視聴者に向けて，

本人が語っていることが真実である，あるい

は何の手も加えていないフィクションでない

ことを主張するためである。従って，乙の手

法はテレビニュースの語りには，不可欠の演

出となる。スタジオでの出演者がいないドキ

ュメンタリ一番組などでも，番組の初めと終

りにスタジオのアナウンサーの語りをつけて

生放送であるような感覚を視聴者に与える手

法がとられたり，ニュース番組に出演する政

治家が，スタジオの記者やキャスターの向い

に答える場合，重要な問題については，ほん

のわず、かでも，視聴者・国民に直接，語りか

けようとテレビカメラを正面から見つめたり

するのは， y-y軸が，いかにテレビにとって

真実や事実を強調するための有効な手段であ

るかを示すものである。

しかし，按触のレベルが視線のみで，身振

りが抑制され，身体の姿勢はこわばり(非常

にしばしばアナウンサーの手が見えなLミ)顔

の表情も硬くなっているような場合，接触の

機能は十分発揮されない。話す言葉に話者に

よるテキストの印象づけの行為が見られず，

視聴者が聞かされるテキストは，説明的にな

る。この場合，アナウンサーは中立的な仲介

者(媒体)であり，いわば彼の口を借りて語

られる情報のディスクールの通過点にすぎな

い。 E ヴエロンは，このようなアナウンサー

を腹話術のアナウンサーと呼んだが，腹話術

のアナウンサーの場合，明らかに情報のもっ

ともらしさは，語られること，見せることに

基づいており，身体による表現は，ニュース



の事実の組み立てには参加しない。

そこで，視線はアナウンサーのその他の身

体的表現と結びついて，視聴者との結びつき，

信頼を作り上げることになるが，その場合，

この身体表現，つまり振る舞いの仕方によっ

ては信頼を損なうことも考えられる。従って，

情報，ニュースを伝える際の彼の身体表現は

言葉の理解をさらに深めるようなものでなけ

ればならなt"0 E.ヴエロンは，次のように言

う。「発話者のしぐさによって作り出される

距離が彼を視聴者との一体化を可能にするの

である。信頼を生み出すのは，との計算され

た距離であり，この距離によって視聴者の情

報に対する立場は，アナウンサーの立場と同

じものとなる。アナウンサーのニュースの受

け止め方と同じように視聴者も受け止めるこ

とになるのである」 3110

ところで，現代の司会者の配置は，スタジ

オの空間の拡大という別の側面と切り離せな

い，と E ヴエロンは言う。「腹話術のモデル

では，司会役を囲んでいる空間は最小限にさ

れ，映像は平板になっている。したがって，

この場合，司会者の表現行為と映像，そして

我々のところに伝えられてくる外の現実とを

うまく橋渡しする空間はない。身体が行う仕

事は，逆につまりスタジオ空間の拡大を必要

とする。そして司会者の身体表現が重要とな

るならば，その空間にボリュームがなければ

ならない。他方で，パネルやテーブル，アン

グルが増えるこの空間は，人が住むように作

られるようになる。つまり，我々はジャーナ

リストの数が増えるというあたりまえになっ

ている現象を日にしつつあるのであるJ321。

Eヴエロンが20年前に分析したテレビニュ

ースの分析は，テレビの際立つた特徴がその

テレビ表現の変遷

接触であることを明らかにしたが，その後の

テレビの演出・テレビ表現の発展は，ニュー

スにとどまらず幅広い分野でE.ヴエロンの見

方の正しさを裏づけているように見える331。

@親密なテレビ出)

フランスでは， 1990年代に入ると，新たな

テレビ表現が登場する。危機にある夫婦の不

和，家族の問題，隣近所とのトラブル，近親

者の失隠，偏見やタブー，不幸な出来事の犠

牲になった人々の話し。これら私的な生活や

個人のドラマが，スタジオに登場する本人に

よって語られ，カメラの前で演じられ，コメ

ン卜される。視聴者は役者になり，中心人物

となり，あたかもその場面の主人公のように

扱われる。その一方で，テレビは，慈善事業

に乗り出したり，警察や裁判所のようなこと

も行う。危機の夫婦を登場させ，精神科医の

助けを借りて問題を分析し，解決策を提案す

る。

との種の番組は，いまではどこでも放送さ

れており，それほど珍しくない。しかし，フ

ランスでは，とのような番組が相次いで登場

した際，激しい議論が交わされた。

番組とその司会者に対する道徳的な批判と

抗議の嵐。番組の出演者に対する恥知らずと

いった非難の声。ネットワーク聞の激しい競

争が，露H-1狂や覗き見趣味を誘発していると

いう批判であった。

しかも，これらの番組はそれまでの番組の

型を破って，主な登場人物は，無名の一般の

大衆であり，その発言も私的なものであった。
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さらに，背景に風俗やモラル，生活様式など

の問題があっても，専門家の発言は無く，素

人の発言に依存している。控えめな普通の市

民は知識ではなく，自分の体験を語ることを

期待される。地方の出来事や私的な出来事，

個人的な体験を通して，社会の事柄を明らか

にしようとする社会番組でも，関連するテー

マの一般的な情報をほとんど伝えな1'0 専門

家もほとんど招かれない。番組は公式な機関

に豊富な情報があるのに，その情報を伝えな

い。番組は警察や司法の専門家にも声をかけ

ない。公の場におけるこうした私的な証言が，

様々な番組に組み込まれていく。ドキュメン

タリーでさえ，その基本的な部分はますます，

私的な言葉がベースになっている。

ここに見られるものは，関係のテレビにお

ける視聴者の仲間，身近な普通の人々の重視

が，一般の視聴者のスタジオへの登場を生み

出し，さらに一般の視聴者がスタジオに現れ

ると，今度は，そこでの話題が私的なものか

ら社会的な問題に及んでいくというテレビの

ダイナミズムである。このような新しい番組

を総称して， D. ;1ールは“親密なテレビ"と

呼んだ35)。親密なテレビは，テレビ画面で上

演される場面へ，公衆が不断に参加する結果

であり，これらの番組は小さな草命を告げて

いると，メールは言う。テレビは，もはや目

撃者の役割にとどまっていない。つまり，テ

レビは純粋に仲介の役割から抜け出て，心理

学者や裁判官，警察と並んで，制度として社

会問題の解決に向けて参加するのである。関

係のテレビが，テレビと視聴者の親密な関係

を深めながら，行動するテレピに発展する。
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番組の特徴と演出

D メールは， Zれらの番組を分析して，

それらを次のように整理した36)。

第 lのタイプは，事前に決めていない様々

なテーマについて，出演者が私的なことをス

タジオで語る。目的はどれも同じで，周囲の

人々が気つかない欲求や押さえられない秘密

を聞いてほしいという.1国人的なメッセージ

を番組にしているもの。第 2のタイプは，出

演者の心の病とそれに対する不安，そうした

人に対する社会の無関心を取り上げるもの。

出演者の表情や振る舞いは患者のようであ

り，話し相手は治療や介護にあたる人のよう

に応対する。心理療法のような場面が，時々

テレビ画面に映し出される。第 3のタイプの

番組は，境遇や考え方，感情が周囲になかな

か受け入れてもらえない人達が，その告白に

より，アイデンティティーの追求やカタルシ

スを得ょうとするものである。第4のタイプ

は，個人的な体験であるが，それを伝えるこ

とが社会や集団の結びつきの強化につながる

ようなメッセージをもたらすものである。

これらの番組をそれまでの番組と比べ際立

たせているのが，その演出である。

まず，これらの番組は，これまでのタブー

に対する挑戦によって他の番組と区別される問。
ねやJさ

第 lは，閏房の秘事を含めて夫婦の私的な事

柄が，ごれまでの慣習を破って公共の場面で

白目の下にさらされる。第2に，これまで近

しい人々や仲間に限られ，他には隠されてき

た打ち明け話が全ての人々に語られる。第3

は，やりとりされる会話や用いられる言葉は，

品位がなく破廉恥で厚顔無恥なものも用いら

れる。第 4は，良き慣習や規範に対する侵害



が見られる。他人に抱く感情をはっきりと言

い表すことが強調され，登場人物の様々な側

面が人目にさらされる。

また，これらの番組では親密さの演出にテ

レビの視覚化が一段と重視されている。 D

メールは次の点、を注目する。私生活を取り上

げる番組は人間的側面を様々に表現する技術

にたけている刻。もちろん，言葉が秘密の何

らかの部分に触れなければ，番組は意味がな

いから，やりとりされる言葉は重要である。

だが，親密さを生み出すのに，言葉以上にテ

レビによる視覚化の演出が大きく，寄与して

いる。

番組全体の舞台上の仕掛けは，登場人物の

表情や感情を目に見えるようにすることを重

視して構想されている。親しみを作り出すの

は，何といってもカメラとカメラによる映像

の選択である。全ての番組で，クローズアッ

プが特別に重視される。全体を見せる映像は

極端に少なく，シークエンスの区切りを示す

だけである。プロデューサーは情緒や心の動

きが表情に現れるのを待ち伏せしている。身

体のこまやかな動きによって情緒や感情が映

し出される。視線が特に重要とされ，カメラ

の目はまず，証言者の限を捉える。こうして

親密さの演出に力が注がれる。

D.メールは，これらの番組について次の

ような意義を認める39)。

まず，親密なテレビは，コミュニケーショ

ンが一般化した社会におけるコミュニケーシ

ョンの難しさを表している。夫婦関係，世代

聞の関係，近隣との付き合いでは，互いに語

り合うべきととがあるのに様々な壁によって

表に出ない。そこで，親密なテレビは，対話

の時間，途絶えた会話の修復を試みている。

テレビ表現の変選

親密なテレビは，またたくさんの心の病に

苦しんでいる人々の橋渡しとなっている。心

の病に関しては，相談や治療の制度があまり

知られておらず，専門家への近づき難さが際

立っている。そうした中で，親密なテレビは

専門家を招き悩み苦しんでいる人々を迎え，

心の治療を手助けしている。

親密なテレビは，社会関係の欠陥について

も暴いている。社会の末席に追いやられてし

まっている人々，つまり，病気で孤立したり，

風変わりであることで日陰者扱いされている

人々，独特な慣習を非難されている集団，こ

れらの人々がメディアを用いて社会的承認を

求めようとしているのに応えている。

さらに，親密なテレビは人々が現代文化の

中で暮らすことの困難さを映し出している。

大きな規範的尺度の衰退の中で方向感覚を失

い，バランスと安定を求めている人々が番組

に慰められ，力づけられる。逆に自由主義の

文化を標傍する人々は，自分達のアイデンテ

イティーを確保し，社会集団の理解をひきつ

けるために番組へ向かう。

この他，親密なテレビは，硬直化がしばし

ば指摘される専門家や学会の知識だけに頼ら

ず，多くの番組が，一般市民の体験に基づく

証言を加えテレビのフォラムの旗を大きく掲

げて，様々な社会問題に立ち向かっている。

親密なテレビと公共空間'0)

以上のように，これまでのテレビと比べ大

きく異なるテレビ表現をもっ親密なテレビ

は，公共空間としてのテレビにどのような意

義をもつのか。 D.メールは， 3つの視点か

ら，その積極的な意味合いを評価する41)。

その第 lは，公私の境界をめぐる議論から
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のものである。 D.メールは， ドイツの哲学

者Jハーパーマス (1929-)から最近に至る

公共空間の研究や議論を検討した結果，明ら

かになった点を以下のように整理する。公私

の分離とその役割の仕わけは19世紀に始まっ

た。 20世紀になって，特に第 1次大戦後，逆

の動きが現れる。すなわち，民間にゆだねら

れた多くの機能の社会化が再び始まる。家庭

に属していた活動が少しずつ国家に移されて

ゆく。教育，保健が私的なものから集団の制

度の仕事となってゆく。さらに， 1970年代に

入ると集団の生活が[問主観性42)Jの関係と

して捉えられ，また政治的な問題も心理学的

な見方で捉えられるようになり，その一方で，

マスメディアのような公共メディアが，個人

の生活にかかわる分野にも進出するようにな

る。もっとも私的な場所である家族，夫婦，

家が，公衆の視線に侵食される。その一方で，

もっとも公共的な場所である新聞やラジオ，

テレビが，私的なテーマによって占領される。

そして，教育や保健，出産などが家庭や近親

者だけで話されるよりも制度に取り込まれる

ようになる。逆に，夫婦関係や離婚，性の役

割，教育信条，葬儀などが公共の規則や規範

からはずされ，私的領域に移ってLミく。

こうした中で，公共の場が私的な問題によ

って侵食され，また逆に私の領域がそのベー

ルをはがされ，無くなってしまうことに対し，

公共空間の消滅と「私」の空間の崩壊を恐れ

た研究者逮は警告した43)。しかし， ['私jの

位置づけは，今日では揺れ動く概念である，

とD メールは主張する 44)。個人的な感情や

性は，あるときは私生活に属し，あるときは

そうでなP，それぞれの社会的境遇や様々な

状況があり，各人がその場で決めてゆくもの
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である。親密さの定義は，完全に個人的なも

の(人によって異なる)で，社会的に変化す

るものである。

メディアによってコミュニケーションが仲

介される我々の社会では，透明性が中心テー

マになっている。スターの私生活や政治家の

動きはジャーナリスト遠のたえざる取材対象

である。プライパシーなどをめぐって行き過

ぎが問題となることもある。しかし，親密な

テレビの出演者の私生活の場合，それは自発

的になされる証言であり，公開化は同意され

たものであって，スタジオで強制されたりす

るものではない。各個人は，自分達が抱く疑

念や考え，私的な価値観，人生の選択を視聴

者の前で明らかにし，社会的判断を仰いでい

る。その際，それぞれのやりかたで，自分遥

の私的な問題について，公衆に見せることが

できるものと隠しておくものをふりわけてい

る。こうして各人の私の境界は決まってくる

のであり，私の領域は明確ではなく，再定義

されるのである。つまり，親密なテレビの出

演者達は，公共の対話の位置づけとプライパ

シーの見直しを求めているのであり，私生活

はもはや公開化なしでは構想、できないと， D. 

メールは言う 45)。

さらに， D.メールは，番組を通じて見たり

聴かされるものと親密さは全く関係ないこと

を次のように強調する46)。我々が番組に抱く

印象は，部屋をのぞかれていることに気がつ

いている人の私生活を見ているようなもので

ある。だが，見せられているものは，心の内

奥では，全くない。心の内奥は，苦しみ悩む

ことと関係している。ところが，その点に関

してテレビを見ている人々が苦しむことはな

い。結局，個人の領域がベールをはがされて



学

なくなってしまうと言うことはないのであ

る。今日，私生活は，もはや自明の概念では

ない。正しく言えば，誰もが，心の中のベー

ルを剥ぎながらも，それらは彼等の私生活で

はないと考えているのである。

結局，私的なものは，感情の深さや社会的

慣習による差恥心ともはや関係がない，とD

メールは言う 47)。私的なものは，公共の場面

との関係でたえず定義し直される。私と公の

関係は，見せる(見えるに見せない(見え

ない)という関係や読み取れる，読み取れな

いという関係によって境界線が引かれるので

ある。境界線をヲ|く主人はあくまでも個々人

である。テレビで演出された親密さは主体性，

人格，特異性の 3つの側面を表しているに過

ぎず，私の深いところは全ての視線を逃れて，

心の奥にそのまま残るのである。

第 2の視点。親密なテレビは，テレビとい

う公共空間の場でありながら，個人が私的な

テーマについてもっぱら体験に基づいて証言

したり話すという形をとっているが，このよ

うな特徴をもった会話の様式が，従来の公共

空間の会話の基本と方向づけをかなり修正す

ることになるという考え方である48)。公共空

間の会話，それは社会の場で人々が耳を傾け，

集団の討議を活発にし，世論構成に寄与する

ものである。この公共空間は理性に基づく公

共空間であり，知識や専門能力，世論，共有

された信念，思想体系の基準に支えられてい

る。ここでの主役は，専門家や学者，知識人，

芸術家，責任者であり，ある意味で門外漢

(俗人)達を低く見る。これに対して，乙の

親密なテレビの番組では，知識ではない体験

に基づく話の重視により，公共の場で話され

る会話は，期待や印象，個人の康情や秘密ま

テレビ表現の変遷

ではっきりと言い表される。この番組では，

素人の話を奨励し，特異性や奇抜さを重視し，

利用者や消費者，一般の市民に発言させる。

そこで，テレビは，知識よりも生活の教訓に

基づいた学習の形態を導くことになる。それ

はまた，聴衆に同情心を起こさせたり憤慨さ

せたりすることで，様々な問題に関心をもた

せる状況を作り出すのである。

公共空間には個人の体験がたくさん集積し

ており，従って公共空間には様々な感情もつ

まっている 49)。この感情を受け入れることは

学習の源泉になる，と考えられる。感情の受

容は，知識を蓄えたり，深めたりするのでは

なく，未知の世界の子ほどきをし，慣行や

様々な見方，ノウハウや文化を教えるのであ

る。それは学識ではなく，授業でもない。テ

レビは体験の情緒の側面を強調しながら，知

識の合理性よりも生活の教訓lに基づいた学習

の形態を導く。また，私的な会話や感情がカ

メラの前で，公衆のもとにさらされるごとに

よって，感情はもはや匿名ではなく，顔を也

ち責任を負う乙とになる。

第3の視点は，公共空間の性格に関するも

のである。公共空間の性格をめぐって，しば

しば].ハーパーマスとアメリカの政治学・哲

学者Hアーレント (1906-1975)の相違が指

摘される則。 D.メールはH.アーレントの系

譜であるフランスの社会学者Lケレーに依拠

しながら公共空間を次のように捉えている

51)" ["公共空間は 2つの基本的な考え方を含

んでいる。一つは自由な表現やコミュニケー

ション，そして討議の公共の場という考え方

である。それは，市民社会と国家の問で，ま

た市民と政府・行政権力の聞でメディアを介

して判断を生み出す空間である。もう一つは
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当事者と当事者の行為が，出来事や社会問題

と同じように公共の視線の前に現れたり，身

近になる空間である。権力が全ての視線やコ

ントロールに服従するのは，この場を支える

公開化の装置(仕組み)によるのである。そ

れはまた，公共的なものごとに関心を持ち，

知覚と判断能力，そして発意と反応を示せる

能力を持った公衆の存在を前提するのであ

る」。つまり親密なテレビの位置づけは，こ

の2番目の考え方に支えられるというわけで

ある。

結局，親密なテレビは，新しい課題やテー

マを，感情の交流と体験による私的な表現に

よって構成しなおすということを示している。

親密なテレビは私と公の新しいつながりを演

出し，私の公開，公の個人化，という三重の

運動の中心的役割を担っているのである52)。

さらに，メールは親密なテレビの意味合い

を次のような比較で説明している53)。アメリ

カの社会学者， Rセネット (1943-)は， 19 

世紀の西欧社会の支配的な考え方として個人

化(個性化)を，またそれ以前の旧社会の体

制の特徴として，没個性の考え方を用いなが

ら，公共空間が私的なものに侵略されている

のを説明した日)。しかし，メディアの時代は

個性化でも，没個性の社会でもない第 3の時

代をスタートさせている。それは，対人関係

を重視する時代，私が人々と対話し，考え方

や見方，信条を交流させる時代であり，特に

この新しい親密なテレビによって，感情や情

緒を重視する時代が開かれると，考えられる。

私的な問題に対する集団的な考え方や公共

的扱いを深めるのに，社会的表象の中に，

“愛の感情"がどのよう表されるかを想、起す

ることが役立つ，としてD メールは次のよ

180 

うに説明した日)。

[没個性の仕掛けの中では，愛の感情は抽

象的，修辞的で英雄的，虚構的な姿の中に具

体化される。それは小説や芝居の帝国である。

個人化の仕掛けの中では，康情は生身の人

聞によって具現化される。しかし，それは，

象徴的な姿によってのみ表現される。その生

身の人聞は，感情によって視線をひきつけ，

その人間自身へ注意が向けられないようにし

なければならない。ドキュメンタリーは，こ

の論点によって制作されている。

対人関係を重視する仕掛けの中では，感情

は具体的な誰かによって担われ，人々の主観

が共通すれば，興味の対象となる。個人と個

人の心の状態は，感情の現れと同じ重要さを

もっ。親密なテレビはこの特徴をもってい

る」。

@リアリティー :;3_56
) 

リアリティー・ショーあるいはリアリティ

一番組と呼ばれるタイプの番組が2000年を境

に大きなブームとなってゆく。直接のきっか

けは， 1999年，オランダのテレビ局がG オー

ウェルの小説にヒントを得て， Iビッグブラ

ザ-JとLミう視聴者参加番組を放送し，その

後このフォー7 ットが輸出され，類似の番組

が広がっていったのである。

筋書きのないテレビ

番組のために特別に作られた郊外の一軒家

で，外界との接触を断たれた10人の男女の共

同生活が，多数のカメラとマイクによって24



時間，終始監視され収録される。毎週メンバ

ーと，視聴者の投票によって，この中から一

人ずつを退去させてゆき，最後に残った人が

賞金をもらう。これらの一部始終が放映され

る。また，別の番組は， 1か月を越える孤島

での生き残りをかけて，賞金を競う男女達の

生活を描く。パリ郊外のシャトーに全国各地

の応募者からオーディションで選ばれた若者

逮を，社会と接触を断って缶詰状態にし， 4 

か月にわたってプロを講師にしてダンス，発

戸，演技などを特訓する。インタビューをま

じえて乙れらが放送される。さらには，スタ

ジオでの1，000万ドルを目指すクイズ。出さ

れた難問に答える手段がいくつか用意されて

いるが，どの段階でやめてもよ"0司会者の

「ファイナルアンサー?Jという最後通告に

対し，クローズアップされる挑戦者の表情が

高視聴率を稼ぐ。

これらのリアリティー・ショーの番組は，

いまでは極めて幅広い種類がある。日本でも

この種の番組が色々と工夫されているが，そ

の共通した特徴は，まず，どれも視聴者参加

番組で商品つきであることである。また，番

組の演出にきちんとした脚本はなく，クイズ

やゲームなど一定のルールの下で，それぞれ

の諜題に挑戦する参加者達の振る舞いや表情

をたくさんのカメラで観察するように映し出

し，そのリアルさを売り物にするというのが

特徴である。

この技法は真実らしく表現するという意味

では，その監視カメラ的な映像に斬新さが見

られた。しかし，演出されたり，事実でない

ものが表現手法によって真実らしく見せられ

る{列もあって，フィクションとリアリティー

の境界をめぐる議論が活発になった。また，

テレビ表現の変遷

番組の中には，人聞を隔離し，極限状況にお

いた扱いに対する倫理的側面，演出や編集の

手法などをめぐって様々な点、から批判があ

り，フランスでは独立規制機関CSAが放送局

に対し，番組の手直しを要求する事態も起き

た。

新聞やメディアは，成功の要因として次の

ようなものを挙げた。

まず，視聴者にとっては，番組で自分や自

分遠の姿と同じものが映し出されているとい

うことに対する共感がある。またそれらは希

薄となっている人間関係，とりわけメディア

を介さない人と人とのコミュニケーションを

見つけたいとするj思いや作り物でない本物の

感情をみつけたい，という気持ちを充たして

くれるという側面がある。そして視聴者の覗

き見趣味とサデイズムがテレビに出て衆目の

的になりたいという出演者の有名願望と結び

ついている。

その上，制作者の利点としては， iliiJ作費が

安いこと，ジャンルが新しい，番組が狙う視

聴者層を絞りやすいなどが指摘された。

とにかく，こうしてリアリティ一番組が

つのテレビジャンルを獲得した感がある。で

は，メディアの研究者は，乙れをテレビ表現

の歴史の中でどう位置づけているのか。

大衆のテレビの究極，

E.ウ、工口ンの見方57)

早い時期からテレビを記号学の観点、から研

究してきたEヴエロンは，リアリティー・シ

ョーの番組を次のように捉える。リアリティ

ー・ショーは，大衆テレビの歴史の古典的な

ジャンル，つまりテレビの遊戯に基づいてい

る。遊戯にはそれなりのルールが伴うが，リ
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アリティー・ショーには，物語としては明確

な筋はない。一定の期間ごとにどの参加者が

ゲームから立ち去るべきかを視聴者の投票で

決める番組では，この不確実性はいっそう大

きくなり，挑戦者の戦略の余地を広げる。不

確実性の高まりは，不安や期待を大きくし，

大いに魅力的である。怒り，嫉妬，憎しみ，

友情，偽善。全ての人間感情のパレットがそ

こで表現されるからである。そとに見られる

のは，リアリティー・ショーによって歴史上

初めて，テレビを介した日常生活とテレビ，

メディアを介さない日常生活がどのように異

なっているかがふさわしい形態で示されるの

である。

E ヴエロンにとって，これらの番組におい

てリアリティーは，いわゆるリアリティーと

フィクションという対立関係で考えるべきも

のではない。彼は，次のように言う。「テレ

ビにとってテレビが作ったものでないもの全

て，テレビの外にあるもの全てがリアリティ

ーである。テレビゲームに参加するために選

ばれた視聴者(例えば郊外の家に閉じ込めら

れた男女やインタビューするために招かれる

専門家も同様)は現実(事実)から取り出さ

れたものなのである」。リアリティー・ショ

ーは，受け手である視聴者をどっぷりと漬か

っているメディア化された社会から引き離し，

メディアのない日常生活の現実をテレビで映

し出すことによってメディアの仲介過程がど

のようなものであるのかを明らかにするのだ，

とEヴエロンは言うのである。そこでは，視

聴者であった聴衆が，テレビによって，いか

なる効果や影響を受けるか，受けているのか

が明らかにされる。E.ヴエロンは，それは規

模の激変則と呼べるような効果であるとし
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て，次のように言う。「愛人を腕に抱き，耳

元で愛の言葉をささやく男の振る舞いが，多

くの人前でクローズアップされる時，この規

模の激変が起きる。メディアとは，それぞれ

の仕方で規模を変化させる仕掛けに他ならな

い。大衆のテレビは，発話における類像的レ

ベル，発話行為における指襟的レベルに関し

て，規模の激変をもたらす媒体なのである。

テレビは歴史的には視線の関係を軸に構成さ

れてきた。リアリティー・ショーは，大衆の

テレビに欠けている唯一の構造的な要素，す

なわち日常の記号過程を物語にした受け手の

解釈を番組制作に取り込みながら，大衆のテ

レビの仲介を視覚化する発話の仕組みを完成

させたのである」則。

Eヴエロンは，さらに4売ける。

i=こ数年間，公共空間の問題をめぐる極

めて多くの議論がなされてきた。テレビとい

う特別なケースにあって，それはなかんずく，

公私の境界に関する考察を生んできた。公共

空間，とりわけテレビにおける親密さの突然

の出現が，何度も指摘されてきたが，公私の

論点は，規模の激変の仕掛けに基づいている

のである。民主主義の公共空間は，歴史的に

文字のモデルに基づいてその概念が作り上げ

られてきたという事実がある。メディア化の

過程が，公共空間の中に 2つの別の記号過程，

つまり接触と映像の分野をゆっくりと導きい

れた。それは，個人の親密さと市民集団に結

びついた公開性の対立という問題ではない。

いわば，メディアは公共空間の記号過程を補

完しているのである。乙の事実が，文字(書

き物)の記号過程を原点にして作られた政治

制度に問題を投げかけるのは疑いなLリ印)。



と

テレビマーケテイングの時代，

F.ジョストの見方61)

フランスのコミュニケーション学者でテレ

ビ研究家のR ジョストは，リアリティー・シ

ョーの成功を次のように説明する。テレビ番

組の成功を決めるものは，番組を受け入れる

社会的背景 状況と，それに合致した番組コ

ンセプトやフォーマットの開発，そして演出

である。そこで，リアリティー・ショーの場

合，番組を受け入れる社会的状況としては，

ネットワーク時代の到来によるパソコンとイ

ンターネットの普及がある。 1996年，ロサン

ゼルスの若いアメリカ人のジェニー・ラング

リーは，寝室に小型カメラをすえつけ， 20分

ごとに彼女の生活の静止画を世界に向けて発

{言し始めたが， F.ジョストは，ここにリアリ

ティー ショーの原点(本質)があったと考

える。こ乙では，私的な空間である寝室が一

種のスタジオに変化し，ウェブを見る人はテ

レビの観衆と同じである。ここには，メディ

アの仲介によって有名になりたいという欲

望，人聞がもっ露出趣味/覗き趣味がある。

G.オーウェルの描いたカメラでたえず監視

され続けている全体主義社会の恐怖62)が姿

を消し，カメラによる監視に抵抗がないばか

りか，それを受け入れる若者さえ少なくない。

ごうした中で生まれたのが，ビッグブラザー

であり，ロフトである。つまり，プロデュー

サー達は，一人で用いるものであった仕掛け

をゲームと物語のフォーマットを見つけるこ

とによって，見世物の番組に変えたのである

問。とこに， 1990年代に入って次々と現れた

親密なテレビの番組の表現や演出が合流した

と見ることができる。

テレビ表現の変遷

F.ジョストは次のように言う。リアリティ

ー ショーでは，親密なテレビですでに取り

上げられた数々の演出が，効果的に用いられ

ている64)0 iまず夫婦の心理状況が見世物の

番組になり，無名の人々が有名人となってい

った。登場する素人が，スタジオで自分迷の

生活を演じるようになり，最後にはテレビの

企画にまで参加するJ0 iリアリティー・ショ

ーは，出演者の人物描写のルポ，近親者の証

言の演出，心理分析の利用などの多くを採用

している」。しカミしなカtら，こオ1らはテレビ

が市場に飲み込まれたテレビマーケティング

の時代の中で，真面目な調子で夫婦の問題を

扱っていた番組から大きく変質し，日常の告

白や真実のインタビューは，視聴者のために

構想されたショー，芝居となってLぺ。本来

なら，悲劇やドラ 7 の形式で演出されるべき

番組が喜劇lになる。この10年で，テレビマー

ケテイングは，この方法を丹念に仕上げた，

とF.ジョストは分析する。

そこで， Fジョストが，もっとも問題とす

るのは，リアリティー・ショーの番組が，実

態はテレビ本来の期待される機能であるはず

のリアリティーと大きくかけ離れており，商

業テレビがこれを徹底的に利用している点で

ある。元来，リアリティー・ショーという言

葉は，リアリティーとショーといういわば正

反対のものが一緒になっており，言葉上の矛

盾は明らかである。テレビのリアリティ一番

組としては，映画の伝統を引き継いだルポル

タージュという分野が当初からある。この場

合，取材者が実際に繰り広げられている現場

に出向き，そこでの事実を，カメラに収め映

像化し，視聴者に見せ報告するのである。た

とえフィルムに納められた人々は，テレビの
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見世物にされでも，いわば本来の生活環境の

枠の中で捉えられている。しかし，これがシ

ョーとなると，テレビカメラの監視と本来の

環境から離れた空間での一種の演出であるか

ら，リアリティーの性格をめぐって議論が起

きるのも当然だろう。

リアリティーという言葉の強調は，ビッグ

ブラザーの仕掛けをめぐって，各国で激しい

論議を巻き起乙した。フランスでは，大ヒッ

トとなった番組，ロフトストーリーをめぐっ

て，放送局のトップや幹部が，当初，リアリ

ティーを大々的に売り物にしながら，リアリ

ティーの定義を次々に変えてゆき，最後には

ゲーム番組にすぎないことを認めた。ジョス

トは言う。「ここに見られるのは，テレビ局

が自分遠の番組戦略，さらに，マーケッティン

グの戦略に基づく意味の押し付けであるJ65)。

そこには，テレビがもはや仲介者の役割でな

く，自分自身の尺度で行動する一企業の姿が

見られる田)。

さらにFジョストは，次のように指摘する。

「例えば，フランス最大の商業チャンネルの

地上波テレビTFlは，公共サービスのテレ

ビではないが，ある時は警察や司法，さらに

また別の時には精神科医の代わりをし，公衆

にサービスしている。外部で起きるものを伝

えることだけに満足せず，テレビはニュース

を作り出す事までしている。今日では，ニュ

ースの司会者が首相にインタビューすれば，

その日の主なニュースになる。テレビは，第

4の権力というよりも現実の中で我々がぶつ

かる様々な困りごとに対処してくれる完全に

独立した小宇宙を形成するようになった」問。

「現在は，テレビのショービジネスの時代

であり，テレビマーケットの時代の番組制作
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の論理が支配している。現実を伝えるマガジ

ンとは逆に， <テレビの真実〉と称される一

連の番組では，司会者のスターダムに頼って

いる。司会役にあたえられたとの役割は，現

実を全てゲーム化してしまうことである」田)。

このようにF.ジョストは，リアリティー・

ショーと現代のテレビマーケティングを結び

つけ， Iもはや，テレビにもっと文化的にな

れと要求するのは願っても無理だろうjと言

うのである。

確かに， Eヴエロンが言うように，テレビ

が政治から独立し，テレビメディアの独自性

を際立たせているが， F.ジョストの指摘する

ように，商業テレビの経済への従属が鮮明に

なっている。しかも，さらにとれに拍車がか

かる可能性がある。それはすでに急速な展開

を見せているマルチメディアの時代のテレビ

である。こ乙では，テレビがその製品で成果

を高めるためには，デジタル，多チャンネル，

オンライン，インターネットの技術を効果的

に結びつけ利用しなければならなL、テレビ

は自らがマルチメディア企業になるか，その

グループの一員になるかを迫られる。この企

業は巨大な番組のライブラリーと著作権のポ

ートブオリオを備え，様々なサーピスを組み

合わせて地球規模で提供できる能力をもっグ

ループである。テレビの番組はこれらのサー

ビスの一部に過ぎなくなる。このサービスへ

のアクセスの新しい形態は，番組と消費者が

出会うネットワークとポータルサイトである。

このテレビを象徴するもの，それは双方向映

像であり，特権的なクラブに属すということ

である。なぜなら，消費者は選択の自由をも

っ王様となり，視聴者は番組編集者となるが，

そのサービスは有料料金となるからである。



し
る
界
こ
ま
本

フ

しかし，それは限られた人々だけの世界であ

る。その場合， Iテレビはもはや他者や外部世

界に向かって開かれた窓や鏡とは言えなLリ田)

ととになる。

まとめ

本稿は，テレビ制度とその下で活動するテ

レビの番組および番組編成を“テレビの表現"

として捉え，テレビの制度の変化がテレビの

表現にどのような形で現れるかを，主として

フランスについての研究者らの成果をもとに

まとめた。ここではテレビが，国家の一元的

な管理のもとで行われてきた独占的な公共サ

ービスから，公民の二元的な制度に移ったこ

とで，新たに誕生した商業テレビの取り組み

とその行動を通じて，テレビの世界でどのよ

うなととが生じているかが明らかにされた。

その第 lは，かつてもっぱら番組を見る側

の受け手であった視聴者大衆が，番組に様々

な形で参加し，テレビとの結びつきを強めて

L、く姿である。テレピメディアの技術的特徴

は，記号学的に見ればテレビ映像とこの画面

を構成する中継や録影フィルム，スタジオや

出演者達であり，これらの組合せによる仕掛

けが，視聴者とテレビの聞に親密な関係を生

み出す素地を作っている。関係のテレビ，そ

して親密なテレビは，商業チャンネルが，視

聴者をテレビにひきつけるため，このような

点に着目し発展させたのであった。とれらは，

公共の議論を専門家や代表者に限定するので

はなく，幅広い一般大衆の参加を可能にさせ，

政治や社会などをめぐる議論を活性化するの

に貢献している。

しかし，その一方でテレビの視聴者参加が

行動するテレビとして警察や司法の真似事，

テレビ表現の変i聾

またときには精神科医の代行というような行

動を見せるとき，テレビのメディアとしての

役割，すなわち仲介の役割がおろそかにされ

ていないかという危倶が生まれる。この点、が

第2の点、であるが，テレビメディアは，情報

や知識を同時に多数の人々に伝えることので

きる技術的側面を也っている。これは経済的

な効率性においても優れているばかりか，国

民的行事の中継などによる社会の統合機能と

しても効果を発揮する。しかし， Zの情報や

知識の正確さは，テレビが陸界に聞かれた窓

として仲介の機能を果たすときに確保される。

そこで重要なのは，最小限 τ 明確にされてい

なければならないのはリアリティーか，フィ

クションか，遊びか(ゲームやショー)とい

ったジャンル分けであり，何もかもがこtった

煮のようになっているリアリティー・ショー

の先行きには懸念をいだかざるを得ない。

本稿では，もっぱら市場経済の商業テレビ

が考察の対象となったが，公民の二元体制の

もとで視聴者獲得の競争にさらされている公

共テレビも少なからぬ影響を受けているごと

は言うまでもない。それにはよい面と悪い面

があろう。これらの検討は今後の課題として

残される。

最後にF.ジョストの次の言葉を引用した

い。「テレビの力強さは， 2つの議論に支え

られている。すなわち，新規性と事実という

名で，我々に語りかけたり，現実を見せると

いう自負であり，あらゆる逸脱もこの点を変

えることはないのである。との自負は絶えず

テレビの出発点に我々を引き戻すj70)。

(こしかわひろし)
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注-

I放送制度とテレビ表現の4段階

1 )越川洋 (2003)を参照。

2 )代表的なのはVeronEliseo (1989) 

3) Eco Umberto (1983) p.l55 

4 )ごれらの研究によれば，テレビ表現は守基本的

には「メッセージのテレビJ，親密なテレビを含

む「関係のテレビJ，そして親密なテレビとリア

リティー・ショーにまたがる「行動するテレビ」

の3段階(もしくは3類型)に分けることができ

る。しかし?本稿では，親密なテレビと行動する

テレビ，リアリティー・ショーについてそれぞれ

テレビ表現の特徴を浮きぼりにするために 1 親密

なテレビとリアリティー ショーは表題にかか

げ，さらに行動するテレビは，それらに共通する

ものとして本文の中で説明した。

5) Mehl Dominique (1992) 1章

6) Mehl Dominique (19日6)p，8 

7)同上

8 )リアリティー・ンョーについては多くの論文が

あるが，手頃なものとして重森万紀 (2001)r世界

を席巻するリアリティーショーjを参照。

E メッセージのテレビ

9) Mehl Dominique (1992) pp23-29 

10) Mehl Dominique (1992)のタイトルはまさに

『窓と鏡Jである。またMissikaJean-Louis， et 

Wolton Dominique (1983)， Wolton Dominique 

(1990)也参照。

11) Mehl Dominique (1992) P.84 メールは番組研

究で面談したプロデューサーの言葉として，これ

を引用している。

12) Missika Jean-Louis， et Wolton Dominique (1983) 

pp128-129 

13) Pie町eMusso (2003) 

14) Wolton Dominique (1989)公共空間については

手ごろな入門書として斉藤純一 (2000)参照。

15) Wolton Dominique (19日2)p.96 

16) Mi田 ikaJean・Louis，et Wolton Dominique (1983) 

pp313-317 
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E 関係のテレビ

17)以下の記述は MehIDominique(1992) pp31-47 

18)イタリア北部の人口10万の都市

19) Eco Umberto (1985) p.l55 

20) Francesco Casetti， Roger Odin (1990) p.12 

21) Francesco Casetti， Roger Odin (1990) pp15-19 

22) Pierre Musso (2003)， Slez Lucien (1994) 

23)この点については多くの研究者が指摘すること

であるが， Mehl Dominique (1992) pp58-60， 

Scannell Paddy (1991)参照。

24) Peirce Charles Sanders/内田種臣編訳(1986)， 

米盛裕二 (1981)参照。

25) Veron Eliseo (1983)石田英敬 (2003a)，石田

英敬 (2003b)

26) Veron Eliseo (1983) 

27)原文はmetonomique

28) Veron Eliseo ppl11-112 

29)同上p.l12

30)向上p.l03

31 )向上p.1l2

32)同上p.l14

33)たとえば水島久光 (2002)が日本の情報パラエ

ティー番組について詳細に分析している。

U 事見密なテレビ

34)以下の記述は主にMehlDominique (1994) 

(1996)によっている。

35) Mehl Dominique (1996) p.8 

36)同上pp226-228

37)同上1章pp15-32

38) Mehl Dominique (1994) ppl00-l02 

39) MehIDominique (1996) ppl0-12 

40)同上6章， 7章

41)同上

42)問主観性とは複数の主観の聞で共通して成り立

つ主間性。

43) Mehl Dominique (1996) p.l58， p.l65， p.228 

44)同上6章

45)同上p.l63

46)同上p.l48

47)同上p.l64

48)向上p.226
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49)向上p.l81

50)斉藤純一 (2000)第 2章，第4章を参照。本書

も公共空間としてアーレントの「現われの空間」

を重視している。メール也MehlDominique (1996) 

p.l2の注 1で親密なテレビの考え方の基本にある

ことを書いている。

51) Mehl Dominique (1994) p.l05 

52) Mehl Dominique (1996) p.l55 

53)向上p.29

54) 5enne壮Richard(1991)第 I部参照

55) Mehl Dominique (1996) p.30 

V リアリティー・ショー

56) リアリティー・ショーについては，フランスで

は親密なテレビの中に新しい番組ジャンルとして

注目しているが 1 本稿では， 2000年を境にして世

界的な現象として用いられたリアリティー ショ

ーをテレビ表現の新たな段階として位置づけてい

る。

57) Veron Eliseo (2001) 

58)規模の激変はrup凶 ed'echelleの訳

59) Veron Eliseo (2001)，また本稿の注29)を参照

60) Veron Eliseo (2001) 

61) Jost Francois (2002) 

62) George Orwell (1903ー1950)の英国の小説家，

評論家。全体主義を風刺・批判した作品を書いた。

11984年jがリアリティー・ショ の番組で取り上

げられた。

63) JostFrancois (2002) pp72-76 

64)同上pp70-76

65)向上p.46

66)同上p.l36

67)向上p.l37

68)同上p.l37

69) Pierre Musso (2003) 

70) Jost Francois (2002) p.l52 

参考文献

Arendt Hannah/志水速雄 (1994)[人間の条件』ち

くま学芸文庫

Casetti Francesco， Odin Roger (1990) (De la paleo 

a la neo-television)， Com間開問ti仰 n051

テレピ表現の変澄

Eco Umberto (1985) (TV : la u'ansparence perdue) 

in La Guerre du fat叫 P町 is，Grasset 

Fisk John (1987) /伊藤守・藤田真文他訳(1996)

『テレビジョンカルチャーーポピュラ一文化の政

治学J梓出版社

石田英敬 (2ω3a)1テレビ記号論とは何かJr思想』

12号56-60ページ

石田英敬 (2003b)1テレビと日常生活Jr放送メデ

イア研究jNHK放送文化研究所

石田英敬 (2003c)r記号の知/メディァの知』東京

大学出版

Jost Francois (1999) lntroduction a l'analyse de la 

tel白山on，Ellipses， (Inlocom) 

Josl Francois (2002) L'EmPi開 du10ft， LA Dl5PUTE 
小林直樹 (2005)1テレビを見ることとは何かJr放

送メディア研究jNHK放送文化研究所

越川洋 (2003) 1放送制度と市場米欧の歴史的

変選Jr放送メテーイア研究jNHK放送文化研究所

越川 洋 (2005)1テレビと公共空間-D ウォルト

ンのテレピ諭-JNHK放j送主文化研究所年報NoAω9 
Luc口le叩n51ez (1994) La Com叩，

リチヤ一ド セネツト/北山克彦高稽悟訳(札19ω91)) 

『公共性の喪失J品文社

Mehl Dominique (1992) La jenet開 etle mir，由r.La 

tel白Jisionet s回 prog，問問問自， Paris， Payot 

Mehl Dorr羽田que(1994) (La vie publique priv仕〉

Hermes，n・13，Ed. du CNR5， Paris 

Mehl Dominique (1996) La television de l'iintimite， 
F町 18，Seuil 

Missika Jean.Louis， et Wolton Dominique (1983) La 

Folle du logis， la television dans 1.回 so口etesdemo-

cratique， Paris， Gallimard 

水島久光 (2002)1情報バラエティーのダイクシス

とアドレスJr社会の言語熊』石田英敬小森陽

編東大出版

米盛裕二 (1981)rパースの記号学』効草書房

Musso Pierre (2003) (Les trois ordres de l'economie 

symbolique de la television)， dans La television et 
S由 influenc回， DeBoeck 

Peirce Charles Sanders/内田種臣繍訳 (1986)rパ
ース著作集2記号学J勤草書房

斉藤純一 (2000)r公共性J岩波書后

NHK放送文化研究所年報2ω61187



   
       
 
      

   

         

   
   

  
     

      

  
   

     
    

      
   
   

Scannell Paddy (1989) Public service broadcasting 

and modern public life. Media，αtlture and Society， 

VoJ.11 ， pp135-166 

Scannell Paddy (1991) A So口alHis加ry01 British 

Broadc，田 ting，Oxford， UK， Blackwell 

重森万紀 (2001)r世界を席巻するリアリティーー

ショーJr放送研究と調査l11月号

重森万紀・原由美子 (2003)rテレビ編成の50年

生放送?ワイド，情報，報道化への軌跡Jr放送

研究と調査J7月号

Veron E1is白 (1983)<11 est la， je le vois， il me p町 le}

Communicat叩 n，n・38

V己ronEliseo (1989) (Interfaces/sur la democratie 

audiovisuelle avancee) He円nes，n・4，(La Nouvel 

Espace public) Ed.du CNRS， p，副首

Veron Eliseo (2001) <Les publics entre production et 

reception: problemes pour une theorie de la 

reconnaissance} 

http://publicostelevisao.no.sapo.pt/paper_e_veron 

h加

Wolton Dominique (1989) (l.a Communication 

politique:construction d'un modele) Hermes， n・4，

(La Nouvel Espace public) Ed.du CNRS， Paris 

Wolton Dominique (1990) Eloge de grand publ町s

Une theorie c判 tiquede television， Paris， Flammarion 

Wolton Dominique (1992) (l.es contradictions de 

I'espace public mediatise) Hermes， nOl0， Ed. du 

CNRS， Paris 

188 


