脱テレビ時代の到来
清水幾太郎の論じたテレビと社会，半世紀後の再訪
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50 年前，社会学者の清水幾太郎は，テレビの出現によって活字の独裁が終わり始めていること，
映像化できないものはテレビの世界には存在し得ないこと，テレビは保守的なメディアであること，
テレビは人間を「ノック・アウト」すること，テレビには保存性がないこと，テレビによって資本の
論理が家庭にまで浸透すること，メディア間の立体的な協力が必要であることを説いた。その後の歳
月の中で，技術の進歩はテレビを

現代社会の大動脈

とも言うべき地位につかせ，テレビは文化自

体を或る程度まで映像化し，
ほかの独立変数のいくつかと共に人々の意識や行動パタンを変えて来た。
その間に視聴率競争は一層熾烈なものとなったが，同じ技術の進歩が，他方では「脱テレビ時代」を
もたらした。清水のテレビ論を読み返し，その後のメディア環境の変化を

りながら，清水の提示し

た７つの論点をめぐるその後のメディアと社会の諸問題を考える。
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学問的に何かを「達成」するということは、新たな「問いを立てる」
ことを意味し、それは、乗り越えられ、古くなることを欲すること
なのです。……私たちは、後から来る誰彼が私たちよりも先まで進
むことを期待せずに研究を行うことはできません。
――マックス・ヴェーバー『職業としての学問』

１

年月を経て再録されるのは，かなり珍しいケ

問題と方法

ースである。
《再録》に当たって吉見俊哉が付した解題

１）問題設定

にも示されているように，58年の『思想』の

この稿は，今から 50 年前，日本がこれか

特集全体が「その質と密度においてその後の

らテレビの時代に入って行こうとする時点で

テレビ研究の大枠を予告し，……その後のテ

書かれた一本の論文を読み返しながら，その

レビ研究に大きな影響を与え１）」ることにな

後のテレビ――テレビ視聴およびテレビ研究

ったが，清水の巻頭論文も，「その後の放送

――の変化を

論，マス・コミュニケーション論の言説を長

り，放送の今後を考えようと

く制御するだけの影響力を持った論考２）」と

するものである。
清水幾太郎「テレビジョン時代」は，雑誌

評され，テレビ研究だけでなく，例えば，映

『思想』（岩波書店）が 1958 年 11 月号で「マ

像化できないものを映像化することに挑戦さ

ス・メディアとしてのテレビジョン」を特集

せるというような形で，番組制作者たちにも

した際に，その巻頭に置かれた論文である。

影響を与えたと言われている。まだ送り手側

周知のように，日本でテレビの本放送が始ま

の制作体験もリソースも乏しく，視聴者の視

ったのは1953年であるから，この雑誌の特集

聴体験も，研究や調査の蓄積もあまりなかっ

は放送開始後５年を経過した時期に編まれた

た時期に書かれた論文ではあるが，或る意味

もので，この年，清水は 51 歳。彼が書いた

では新聞の時代から，他の意味ではラジオの

あきら

巻頭論文は，日高六郎，高橋 徹，加藤秀俊，

時代からテレビの時代への転換をマクロに捉

……という中堅・若手研究者の諸論文を束

えた論文である。

ね，特集全体の骨格を示す形で書かれている。

テレビ放送開始から55年，論文が発表され

その後，初出と同じ雑誌『思想』が，2003

た時期から数えて50年を経過した現在，改め

年 12 月号で「テレビジョン再考」を特集し

て読み返してみると，すでにこの時点でいく

た際，その巻頭に同一のテクストを《再録》

つかの重要な論点が挙げられているだけでな

している。雑誌論文が後に単行本などに収録

く，その後の研究動向の変化の中でほとんど

されるケースは少なくないし，初出とは異な

失われてしまったような問題意識もある。し

る雑誌に掲載されたり，後から加筆・訂正な

かし，そのことは，58年における清水の問題

どを施したものが再び世に出るケースもない

意識が無意味なものになったということでは

わけではないが，一つの論文が全く同じテク

ないであろう。そこで，清水の提出した７つ

ストのまま同一の雑誌に，しかも 45 年もの

の論点を軸として，1958 年以降の 50 年間の
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メディア環境もしくはメディア地図（media

言語で描き出そうとする場合と映像で伝える

landscape）の変化を視野に入れながら，そ

場合の，緊張や努力の違いが述べられている。

の後の「テレビジョン時代」がどのように変

読書の場合には，書かれた文字に読者が「生

容して行ったのか，私たちは，今どこにいて，

命を吹き込んで，自分でリアリティらしいも

どこへ行こうとしているのかを考えてみるこ

のを作り上げ」なければならないのに対して，

３）

とにしたい

テレビの視聴という活動は，「読書活動の終

。

りに現われるイメージから始まる」という違

２）７つの主要な〈論点〉

いがある。このことから，「映像で始まるテ

清水がこの論文で論じている主要な論点

レビジョンでは，一切は映像として現われな

は，次の７点である。論点の数は，数え方に

ければならないし，映像に翻訳され得ないも

もより，１つの論点から派生する諸問題をど

のは，一般に存在する権利を十分に持つこと

う位置づけるかにもよるが，ここでは７つの

が出来ない」と清水は言う。

論点を抜き出してみた。それらを簡単に確認

そこから導かれる系として，「現在のとこ
ろ，ニュースはテレビジョンの番組のうちで

しておく。

最も少ない時間を与えられた，いわば虐待さ
〈論点１〉
《活字の独裁が終わり始めている》

れた番組」であることを指摘し，また，テレ

最初に示されているのは，テレビの出現に

ビ・カメラで撮影できる範囲の狭さやテレビ

よって本格的に「活字の独裁が終」わろうと

映りの良し悪しによって―カラーテレビに

しているという基本的な認識である。「活字

なれば，色彩の鮮やかさなどによって―ニ

の独裁」は，言うまでもなく，1454年にグー

ュースの選択が行われるだろうということに

テンベルクが聖書を印刷したことに始まって

言及して，「映像化され難いもの，鮮明な色

４）

いる。清水は言う。
「十九世紀の末にラジオ
と映画

５）

とが発明された瞬間，数千年にわ

たる文字の，数百年に及ぶ活字の独裁が終っ

彩を伴わぬもの，そういう事実は，テレビジ
ョンの世界においては影のようなもの，無に
近い存在にならざるを得ない」と述べている。

た。活字によるメディアの横に，音や映像に
よるメディアが慎ましく現れた。しかし，活

〈論点３〉
《テレビ・メディアは保守的である》

字の独裁が終ったことを本当に確認するため

第３に，「メディアとして進歩したもので

には，人類はなお半世紀の期間を待たなけれ

あればあるほど，その内容は保守的或いは反

ばならなかった。即ち，第二次世界大戦後に

動的なものになり易い」という論点が挙げら

おけるテレビジョンの本格的な出現まで待た

れている。書物，雑誌，新聞，ラジオ，テレ

なければならなかった。
」

ビの順に，利用できる映像や音声によって受
け手に与えられるリアリティが高度なものに

〈論点２〉
《活字・テレビとリアリティ》

なるが，技術としてより高度なものになる分，

第２に，書物とテレビのメディア特性の比

より大きな資本が必要であり，それだけ影響

較が行われていて，或る対象（イメージ）を

力も大きくなる。これを政治との関係で捉え
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れば，「進歩的イデオロギーがグーテンベル

レビ映像ならびに音声の一過性の問題という

ク以来の小銃に似たメディアしか利用できな

ことができる。書物は，廃棄しない限り，読

いのに反し，保守的或いは反動的イデオロギ

み終わった後も手許に残るのに反して，視聴

ーは原子爆弾に似たメディアを利用すること

したテレビの映像と音声はその瞬間に消えて

が出来る」と清水は言う。

しまい，後から確認しようとしても物的「証

テレビは，このように，原子爆弾に比せら

拠」を残していない。「活字の時代から映像

れるほど強力なメディアであるが，その政治

の時代への変化は，われわれが証拠を握る時

的利用について「不思議なほど無関心なのは，

代から証拠を奪われる時代への変化である」

日本の社会党である」ことが指摘され，それ

と清水は言う。

が唯物論に対する素朴な信仰から生まれたも
のだという分析が加えられている。この辺り

〈論点６〉
《家庭にまで入り込む資本の論理》

には，1948年のパリのユネスコ声明に応える

第６の〈論点〉について，清水は２つの節

「戦争と平和に関する日本の科学者の声明」

にわたる比較的長い叙述を施しているが，そ

に関与して以降，平和問題談話会，内灘闘争，

の骨格は次のようなものである。当時，テレ

砂川闘争とさまざまな政治活動にコミットす

ビは家庭で見るものだから，テレビの普及に

る中で，社会党との接触を重ねて行った清水

よって，社会的趨勢としては亡びつつある家

の政治的な問題意識を見ることができる。

庭が復活するのではないか，という見方があ
ったらしいが，清水はこれを斥け，むしろテ

〈論点４〉
《テレビは人間を「ノック・アウト
する」
》
第４の〈論点〉は，テレビは開始から終了

レビを見るということは家族間の会話を減少
させ，家族の機能を喪失させる方向に作用す
るのではないか，という懸念を示している。

に向かってそれが提示する時間の流れに視聴

テレビの出現は夜の時間における読書の減少

者を引きずり込み，中断や勝手な方向への精

を惹き起こしている，というアメリカの調査

神の遊びを許さないという点である。このこ

結果を引用して，「個人の自由な使用に委ね

とは，読書が「読みながら考える」という営

られている余暇」が失われることで，「人間

みであり，途中で立ち止まって考えるとか，

の成長」や「与えられた現実を越えて行くと

場合によっては逆戻りして読み返すとか，マ

いう人間の態度」が生まれにくい状況をテレ

イ・ペースでできること，また，自分なりの

ビはもたらすであろうというペシミスティッ

関心を持ち続けることができることと対比さ

クな見解が示されている。

れている。
〈論点７〉
《メディア間の立体的協力の必要性》
〈論点５〉
《テレビは証拠を残さない》

第７の〈論点〉として最後に指摘されてい

第５に，書物とテレビの間には，物的「証

るのは，テレビと文化の相互影響関係であり，

拠」が残るか残らないかという違いがある。

諸メディア間の棲み分け（分業，「立体的協

その後一般的になった術語を用いるなら，テ

力」）の必要性である。ここでは，テレビは
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テレビだけの問題としてではなく，一つには

めぐる実態は，どう変化して来ているのか。

その社会で培われてきた視聴者の要求水準と

ここに提起されている問題はいずれも大きな

の関係の問題として論じられる。また，もう

ものなので，到底，簡単に答えの得られるも

一つには，メディア環境全体の中の一つのメ

のではないが，上記の７つの論点に関して，

ディアとして，先行の他のメディア―書物，

その後の時代の変化と研究の試みを視野に入

なかんずく新聞―との間で，映像化され得

れた上で，現時点での再考察を試みることに

るものについてはテレビが伝え，新聞は映像

したい。

化され得ないものを扱う，というように，メ

なお，後で触れることになると思うが，こ

ディア特性に適った役割分担をすることが提

の50年は著しく研究の専門化・実証化・細分

言されている。

化が進んだ時期であった。そのため，近年は
とみに文明論的な問題意識が取扱い難くなっ

３）方法と基本的な考え方

て来たという事情がある。しかし，ここでは，

繰返しになるが，この特集が編まれたのは

むしろ，その「文明論」的な関心を大切にし

1958年のことで，すでに「テレビジョン時代」

たマクロな考察を目指して，鳥瞰的にテレビ

という呼び方が用いられてはいるけれども，

ならびにそれを取り囲むメディア地図の変化

57年度末（58年３月）現在のテレビ受信契約

を捉え，1958年の清水の分析にできるだけ近

世帯数は全国で 90 万 8,710（普及率 5.1 ％），

い抽象度で考えることに努めたい。ここでの

翌 58 年度末―テレビ普及の引き金になっ

筆者の関心は，一つ一つの論点について実証

たと言われる皇太子ご成婚パレード１か月前

的に精緻に跡づけて行くというよりは，むし

の 59 年３月現在― でも 198 万 2,379 世帯

ろ，これらの論点を一望に収めるという点に

（同 11.0 ％）にしかテレビ受信機のない時代
であった。清水自身，「活字の独裁の終り」

ある。
以下，７つの〈論点〉について見て行く。

を指摘した直後に，慎重に，われわれは「ま
だ終りの始めに立っている」と言い添えてい
る。
周知のように，その後の50年で，放送およ
びそれを取り巻く技術的・経済的・社会的・
文化的・政治的環境は大きく変わった。半世
紀前には，いわば

期待の新人

のような，

２

「テレビジョン時代」の
変容
〜７つの〈論点〉とその後〜

〈論点１〉
「活字の独裁」

ア環境の中心にあって，インターネットなど

この点について注意しておかなければなら
、、
ないことは，「活字の独裁の終り」は，「活字
、、
の終り」ではなく，「活字の独裁の終り」だ

の挑戦を受ける形になっている。その中で，

ということである。確かに，19世紀末にラジ

清水が指摘した「活字の独裁の終り」はどこ

オができた時，それは識字能力を持たない人

まで進んだのであろうか。また，現在のメデ

たちに対する言語コミュニケーションの可能

ィア環境に照らして，その他の６つの論点を

性を開き，同じく映画ができた時には，映像

新参のメディアだったテレビは，今やメディ
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によるコミュニケーションの可能性が生まれ
た。しかし，識字率の高い国々においては，

られるメディアとなった。
受信機の普及にともなって，テレビは日本

それはラジオや映画が活字メディアに完全に

人の生活の中に深く入り込んで行った。1960

取って代わったということを意味するもので

年に行われた NHK の「国民生活時間調査」

はない。その後のテレビジョン時代になって

では国民平均の「テレビ」視聴時間は１時間

も活字は，依然，重要なメディアとして存在

であったが，65年には，それが３時間に達し

している。ただ，従来，ニュースの伝達につ

た。この差は，この期間にテレビが全国の多

いてはほぼ独占的地位を有していた新聞が或

くの家庭に普及し，それぞれの家庭で毎日見

る程度まで背景に退きつつあることは間違い

られるようになって行ったことを示してい

ない。

る。この時期以来，１日３時間以上という平

この 50 年のメディア環境の変化を示すいく

均テレビ視聴時間量の水準はほとんど変わっ
ていない。

つかの事実を，以下に確認しておく。

このように1960年代の日本でテレビが急激

１）急速な普及と国民生活への浸透

に普及して行った主な要因として，NHK の

1953 年２月に 866 件の受信契約で始まった
テレビは，図１のような典型的な

Ｓ字型普

及曲線 を描いて普及して行った。1964年の

『20 世紀放送史』は，「経済の高度成長」，
「日
本人の国民性」と共に，
「放送サービスの拡充」
を挙げている７）。

東京オリンピックをはさんで契約世帯数が急
増し，1960年代の後半には８割という水準に
達した６）。その後，白黒テレビと入れ替わり

２）中核的メディアとなったテレビ
①テレビ・ニュースの充実

に急増していったカラーテレビの浸透と併せ

新しいメディアが娯楽の手段として始まる

て，テレビは，事実上，誰もが見たい時に見

というのは，避けがたい事柄のように思われ
る。グーテンベルクの聖書を取りあえず措く

図 1 受信契約者数（テレビ普及）の推移
(%)

100

とすれば，新聞にも客観報道を掲げる以前に

白黒テレビの普及率(1953-1970)
各年3月末時点での受信契約数による

はイェロー・ジャーナリズムの時代があった
94.8

90

84.2

83.0

80

75.9

70

75.6

91.7
88.1

79.8

ば見られないものであるから，それでも「テ

50

レビを買って家庭で見たい」と思わせるほど

49.5

40

のためには大衆受けする娯楽が不可欠だった

23.1

20

であろう。その結果，清水が書いたように，

11.0
5.1
19
71

19
69

19
67

19
65

19
63

ニュースは「テレビジョンの番組のうちで最
19
61

19
59

19
57

19
55

0.0 0.1 0.3 0.9 2.3

19
53
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魅力のある番組がなければ普及はしない。そ

33.2

30

0

熱烈なファンの間に浸透して行った。テレビ
の場合も，高い受信機セットを購入しなけれ

64.8

60

10

し，ラジオも最初は娯楽の提供によってまず

も少ない時間を与えられた，いわば虐待され

脱テレビ時代の到来

た番組」という位置を与えられていた。しか

おくれて使用される例が珍しくなかった 10）」

し，その後，ニュースはしだいにテレビの番

という。外部の現像所に委託していたニュー

組編成の中で確固たる位置を占め始める。こ

ス・フィルムの現像を自前化し，全国の放送

の変化は，

局を結ぶマイクロ波中継回線網が完成するな

a）総放送時間量の増大

どで，しだいに速報性が向上した。とりわけ，

b）技術革新による実質的速報性の向上

その後，フィルム・カメラに代わってビデオ・

c）大イベントの中継によるメディアとし

カメラが用いられるようになったことで，現

てのイメージの確立によってもたらさ

像時間のロスがなくなっただけでなく，マイ

８）

クロ波無線中継装置（FPU ＝ Field Pickup

a）総放送時間量の増大

Unit 英語圏ではMicrowave Link）と組み合

れた

。

NHK の放送時間量の変化を見てみると，

わせて発生現場からの生放送が可能になった。

今日の状況からは想像しにくいことである

さらには衛星通信の実現ならびに低価格化に

が，放送開始時の一日の総放送時間は４時間

よって海外からでも，事件・事故の生放送が

しかなかった。1953年から57年までの５年間

行われるようになった。初期のテレビにとっ

は昼の時間帯と晩の時間帯だけの放送で，57

ては

年でも11時30分までは放送がなく，昼の放送

が，こうして本格的なものになり，テレビ・

が終わった 13 時 30 分から 18 時までが放送休

ニュースの魅力が増した。

止時間帯，そして，晩の放送が18時00分から

c）大イベントの中継によるメディアとしての

22 時 30 分までという編成であった。しかし，

絵に描いた

に過ぎなかった速報性

イメージの確立

翌 58年から朝の放送が始まり，その後，朝・

周知のように，日本のテレビ放送は，1959

昼・晩のそれぞれの時間帯の放送が前後に拡

年４月の「皇太子御成婚パレード」や1964年

大される形で，62年に朝から深夜まで隙間な

の東京オリンピックの中継によって普及が促

くテレビが放送されるという，「テレビ放送

進された。しかし，それだけでなく，1970年

の全日化」が実現した。80年代末には地上テ

の「よど号ハイジャック事件」，1972 年の

レビ放送が 24 時間化して今日に至っている。

「浅間山荘事件」などの事件も含め，中継で

総放送時間量の増大にともなって，ニュース

全国津々浦々にまで伝えられた大イベントに

の時間量も増え，定時ニュースなど生活習慣

よって，中継の映像と音声で見ることができ

９）

に溶け込む形で定着して行く

るというテレビのメディア特性が多くの人々

。

b）技術革新による実質的速報性の向上

に印象づけられた。

テレビは最初期から速報性が強みだと言わ
れていた。しかしフィルム・ニュースの時代
には，同時性など

夢のまた夢

で，撮影済

②速報性のメディアとしてのテレビ
初期のテレビは上述のような取材・編集・

みフィルムの搬送〜現像〜編集に相当の時間

送出環境に置かれていたため，言ってみれば，

がかかり，
「国内でも地方素材は２〜３日おく

ニュースは

れ，海外素材は，発生から５日ないし１週間

かった。したがって，それを見る人々の意識

おまけ

のような存在でしかな
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の中で「ニュースは新聞で」という意識が切

く転換点の一つは，1974 年に始まった NHK

り替わらなかったのも無理のないことであ

の「ニュースセンター９時（NC9）」であっ

る。しかし，その後のインフラや取材機器の

たように思われる。このような考え方は，85

充実などにともなって，テレビはまず「出来

年に始まったテレビ朝日の「ニュースステー

事を最初に知るメディア」として台頭する。

ション」で新たな段階を迎えることになるが，

読売新聞社が行った調査によれば，1958年

この頃から，テレビは，ワイド化したニュー

の時点では「出来事を最初に知るメディア」

ス番組枠の中で，詳報性や解説にも力を入れ

は，図２のように「新聞」が 51 ％で第１位，

るようになり，ニュース・メディアとしての

次いで「ラジオ」が 43 ％。これに対して

信頼性を高めていった。かなり長い間，「速

「テレビ」は僅かに２％に過ぎなかった。そ

報性のテレビ，詳報性と掘り下げの新聞」と

の後テレビは，61年に「ラジオ」を抜き，62

いうイメージが定着していたが，やがてテレ

年には「新聞」を抜いて第１位に躍り出る。

ビは，詳報性などの面でも新聞よりも人々に

62 年の時点では「テレビ」が 41 ％，「新聞」

評価されるようになって行く。

が35％，
「ラジオ」は18％となっている

11）

。

放送文化研究所が1985年から５年ごとに行
っている「日本人とテレビ」調査によれば，
「政治や社会の問題について考えるうえで，

図 2 出来事を最初に知るメディア

いちばん役に立っている」メディアは，1985

（読売新聞社調査）

年には新聞が 46 ％，テレビが 43 ％であった

80

が，90年以降では両者の関係が逆転し，テレ

70
68
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56
51
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39
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30

図 3 政治や社会の問題について考えるうえで，
いちばん役立っているメディア
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ビが第１位を占めている（図３）12）。

30

新聞 35.7

35.4

20
10

③詳報性と信頼のメディアへ
テレビの本放送が始まって 20 年余りの間，

0

1985

1990

1995

2000

2005

テレビ・ニュースは， 新聞の編集システム
を踏襲したニュース

を放送していた。それ

が， テレビらしいニュース
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に変わって行

また，〈いちばん詳しく知ることのできる
メディア〉でも，2005年には，新聞の46％に

脱テレビ時代の到来

対して，テレビは37％の回答を得ている 13）。

2007

2003

1999

1995

1991

0

1987

1,000
1983

たに登場したインターネットによるメディア

2,000

1979

止符を打たれた活字メディアのその後と，新

3,000

1975

うな変化があったのだろうか。「独裁」に終

4,000

1971

他方，テレビ以外のメディアには，どのよ

5,000

1967

３）活字メディアとインターネット

6,000

1963

を持つようになって行った。

7,000

1959

となり，大きな影響力

1955

現代社会の大動脈

1951

新聞を抜いて，「基幹的メディア」もしくは

1947

こうして，テレビは，先行メディアである

図 4 新聞発行部数の推移
（朝夕刊をそれぞれ１部として計算）

（万部）
8,000

地図の変容を見ておくことにしたい。
①活字メディア
既成メディアとしての新聞も書籍も雑誌も，

大きく拡大されている。敗戦後しばらくの間
は新聞の頁数も少なく，テレビ放送が開始さ

テレビが普及したからといって，一気に勢い

れた 1953 年には朝日新聞の朝刊が８ページ，

がなくなったわけではなかった。とりわけ新

夕刊は４ページしかなかった。増加した広告

聞については，テレビが放送を開始した頃，

の紙面や大きな活字を採用するようになった

「テレビが普及すると，みなテレビでニュース

分を差し引いても，新聞が伝える情報量は相

を見るようになるから，新聞の購読者が激減

当に増えているはずである。

する」というような懸念があったと伝えられ

b）書籍・雑誌・コミック

ているが，実際には，そのような現象は起こ

図５に見られるように，書籍の発行部数は

らなかった。心配されていたような現象が起
こり始めたのは，90 年代中葉以降のことで，
それまでは，放送メディアの運ぶ情報量だけ
でなく，活字メディアの伝える情報量も増え
続け，この50年の間に一般市民が簡単に入手
することのできる情報量は，飛躍的に増大し

図 5 書籍出回り・雑誌推定発行部数の推移
（億部）

（『出版指標年報』をもとに作成）

60

50

40

た。以下，新聞，書籍，雑誌について概略を
見ておこう。
a）新聞

30

雑誌推定発行部数
20

書籍出回り部数

まず新聞の発行部数から見て行くと，新聞
忘れがちなことであるが，発行部数が増えた
だけでなく，この 50 年の間に新聞の紙面も
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ス出回
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の総発行部数は， 図４ のようになっている。

NHK 放送文化研究所年報 2008

│209

80年代の中頃まで上昇を続け，その後，横ば

日曜

21分

21分

21分

いからやや減少に転じている。雑誌とコミッ
クの場合はもう少し後にピークがあり，95年

こうして見ると，この 50 年の間に「新聞」

頃まで直線的に増加し，そこから減少が始ま

を読む時間にはそれほど大きな変化はなかっ

っている。いずれも最盛期を過ぎてはいるが，

たように見えるが，実際には三つの相異なる

50年前の水準に比べれば，非常に多くの情報

変化が進行している。その一つは，女性高年

を運び続けていることは間違いない。

層で，以前よりも「新聞」を読む人の割合が

c）活字メディアへの接触の変化

大幅に増えていることである。女性ほど顕著

発行部数ではなく，人々の日常生活の中で，

ではないが，男性でも同様の変化が見られ，

活字メディアへの接触はどのように変わって

これらの背景としては，産業構造の変化や高

来たのであろうか。次に，メディア接触時間

学歴化の影響などが考えられる。第二の変化

の変化を「国民生活時間調査」のデータで追

は，「新聞を読む習慣のない」若い世代が増

ってみることにしたい。

えてきていることであり，第三の変化は，

1960年の時点では，平日「新聞雑誌」を読

「現在の男 40 ・ 50 代の少なからぬ部分が，こ

む時間は，全員平均で29分であった。ただし，

の10年の間に，新聞を読むのをやめてしまっ

男女の時間差がかなりあり，男性では39分で

た」ことである 15）。

あるのに対して女性では 20 分しかなかった。

「雑誌・マンガ・本」についても，「国民生

この「新聞雑誌」という行動分類には「書籍」

活時間調査」では行動分類の変更などがあり，

も含まれていたが，その大部分は「新聞」で

直接の比較はできないので，2005年の様子だ

あったという

14）

。近年の生活時間調査は，調

けをざっと見ておくことにしたい。2005年調

査方法が日記式からプリコード方式に変更さ

査における「雑誌・マンガ・本」の曜日別行

れ，行動分類も「新聞」と「雑誌・マンガ・

為者率，行為者平均時間および全員平均時間

本」に分けられていて，95年以降の行為者率

は次のとおりである。

と全員平均時間は，次のようになっている。
「雑誌・マンガ・本」
新聞〔行為者率〕
1995年 2000年 2005年
平日

52％

49％

44％

土曜

50％

49％

47％

日曜

48％

47％

43％

平日

土曜

日曜

行為者率

18％

19％

21％

行為者
平均時間

１時間
09 分

１時間
23 分

１時間
22 分

13分

16分

17分

全員平均時間

男女年層別の特徴に触れておくと，①男女
ともに「雑誌・マンガ・本」を読む人は 10 代

〔全員平均時間〕

1995年 2000年 2005年

で多く，行為者率が30％を超えている，②30

平日

24分

23分

21分

〜 50 代では女性の方が「雑誌・マンガ・本」

土曜

23分

23分

25分

を読む人の率が高く（男 13 〜 15 ％に対して
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女では18 〜 22 ％），逆に，60 代以上では男性

論じ，それが，第一に，発生の時間的順序で

の方が行為者率が高い（男 17 〜 18 ％，女 10

あり，第二に，後のものほど，受け手として

〜14％）
。

の読者・オーディエンスの規模が大きいこと

なお，その他のメディア接触として，
「CD・

を示し，第三に，そのための設備や発信に費

MD ・テープ」，「ビデオ」，「趣味・娯楽・教

用がかかることを意味しているという。最後

養のインターネット」の利用が次のように行

に誕生したテレビにおいては，全国視聴率の

われている。

1 ％はおよそ 118 万人という規模のオーディ
エンスであり，新聞にしても全国紙の中には
1,000 万部を超える発行部数を持つものもあ

〔パッケージ系メディアへの接触〕
行為者率

行為者平均 全員平均

「CD・MD
テープ」 10％

１時間41分

10分

「ビデオ」

１時間43分

09分

９％

十万部，専門的書籍なら数千部というオーダ
ーである。通常，これらのメディア・サービ
スは商業ベースで行われるから，想定される
お客さんの数によって，内容や分量，体裁な

「趣味・娯楽・教養
のインターネット」 13％

る 16）。これに反して，雑誌なら数万部から数

１時間49分

14分

どが決まって来ることになる。
そういうこれまでの常識の中で，インター

②インターネット

ネットにおける発信者と受信者の数というの

衛星やケーブルによる多チャンネル化も大

は，極めて例外的なものである。第一に，内

きな出来事ではあったが，テレビジョン時代

容次第で，ごく限られた好事家だけが見るも

を文明論的に見た場合の意味合いからする

のにもなるが，非常に多くの人が訪れるサイ

と，インターネットの登場と普及はより大き

トになることもある。一般に，コミュニケー

な影響を与えたように思われる。どのような

ションにおける送り手と受け手の対比は，

点でインターネットはインパクトを与えたの

「１： N」で表され，電話のようなパーソナ

であろうか。その技術と内容という二つの側

ル・コミュニケーションにおける送り手と受

面から見てみよう。

け手は１対１，テレビや新聞のようなマス・

a）インターネットの技術的メディア特性

メディアにおけるそれは，先に見たように，

まずインターネットの技術的側面につい

１対何百万というオーダーである。これに対

て，３つのメディア特性を挙げておく。第１

して，インターネットの場合は，受け手の数

が受け手のサイズ，第２がコンテンツのボリ

を示す「N」がそれらの中間の，かなり広い

ュームに関する自由，そして第３が保存性で

範囲に分布している。

ある。

特性２

特性１ 受け手のサイズについて

ボリュームに関する自由

プレス・リリースや関連資料などをインタ

コミュニケーションには，送り手と受け手

ーネットで探してみると，すぐに明らかにな

の数による違いがある。清水はメディアを，

ることだが，インターネット・サイトにおけ

書籍，雑誌，新聞，ラジオ，テレビと並べて

る情報のボリュームは，テレビや新聞とは相
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当に異なるものである。立花隆は，なぜ新聞

新聞について分量の制約があるのと同様

には「田中角栄研究」ができなかったのか，

に，テレビには時間の制約がある。仮に１項

という問題に触れて，次のように書いている。

目を１分で伝えるとして，そのためのニュー
ス原稿は，通常，漢字仮名交じりの文章で

メディアにはメディアの特質がある。あるい
は固有の条件といってもよい。新聞の持つ条件
に「角栄研究」はそもそもなじまないのである。

300 字からせいぜい 500 字である 18）。そこに
盛り込める情報の量は限られている。
それに対して，インターネットのサイトに

それは第一に量の問題である。正確な記憶では

は，サーバーに置いておける量の制約という

ないが，あれは百五十枚（四百字詰原稿用紙）

のは無論あるけれども，例えば 100 ページを

に近い百数十枚のボリュームがあった。

超すような分厚い報告書をまるまる全部公開

新聞の記事というのが，どれだけの長さのも
のかご存知だろうか。新聞は通常，一段が十五

しておくことができる。
特性３

保存性について

字詰め，九十二行，すなわち千三百八十字であ

新聞やテレビと異なるインターネットの利

る。これが一ページ十五段あるが，広告，見出

便性の第三は，保存性である。このことは，

し，写真をのぞくと，普通のページで，記事本

1958年の論文で清水が「テレビは証拠を残さ

文のスペースは一ページの半分以下になる。つ

ない」と述べたこととも関連するが，インタ

まり，二十五，六枚見当ということである。こ

ーネットには，或る程度の保存性がある 19）。

の中に，沢山のニュースを押し込めなければな

テレビの映像と音声が―自分で録画をセッ

らない。

トしておかない限り―放送と同時に消えて

短い記事なら，原稿用紙一枚に満たない記事

しまい，後から入手することが事実上不可能

が無数にある。三段抜き，四段抜きの記事で，

であるのに対し，また，新聞の記事が―資

原稿用紙，二，三枚。五枚のスペースがあった

源回収に出してしまった後には―縮刷版を

ら，その紙面のトップにくる大ニュースである。

購入するとか，図書館へ出向いて調べるとか，

かなり大きな囲みの記事だなと思うものでも，

要するに特別な手間ヒマをかけなければ確認

四，五枚がいいところである。

できないのに対して，インターネットでは，

つまり，「角栄研究」のようなものを，新聞

その後しばらくの間，アクセスが可能である

でやろうと思うなら，六ページぶち抜きで，そ

ことが多い。さらに，ニュースとは別次元の

の記事だけをのせるという異常な紙面構成をす

話であるが，仏教のパーリ語仏典やその現代

るか，大きな囲みの連載物にして一カ月続ける

語訳，プラトンやアリストテレス，聖書から

かということになる。前者は論外だし，後者は

ニーチェやマックス・ヴェーバーの著作，日

不可能ではないが，全く性格がちがったものに

本語なら漱石や

なろう。というのは，一回五枚で三十回連載の

ストがインターネットのサイトにはアップさ

百五十枚と，一回読み切りで百五十枚の記事と

れていて，恐らくは，今後，いつでも必要に

では，その構成から書き方まで全くちがうから

応じて参照したりダウンロードすることが可

である。……
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17）

外に至るまでのフル・テク

能であり続けるようになっている 20）。

脱テレビ時代の到来

b）職業的ジャーナリスト以外からの発信
次に，インターネットのコンテンツの特徴

る，という点で，ブログとは異なる信頼性が
あることが強調された。

として，従来メディアを通じて発信すること

しかし，こういったことを声を大にして言

のできなかったさまざまな個人が不特定多数

わなければならないのは，それだけブログの

に向けて発信を始めているという点に触れて

台頭が著しいからである。上記の点とは逆に，

おきたい。そこには，発信メディアとしての

ブログにもブログの強みがある。

経済性が作用している。

ジャーナリストに取材者としての専門性が

インターネットのホームページを開設した

あるとすれば，ブログの執筆者には，当該の

りブログを書いたりすることは，書籍，雑誌，

事柄に関する専門性があり得る。例えば，

新聞，ラジオ，テレビでの発信に比べると，

1976年９月にソ連の当時最新鋭戦闘機だった

はるかに安価に行うことができる。それは，

ミグ 25 が函館空港に強行着陸した時，現場

サラリーマンの小遣い程度でも可能なことで

に行った記者も，その原稿をチェックしたデ

あり，主婦や学生にとっても，手を伸ばせば

スクその他の関係者も，その飛行機の種類す

届く範囲内にある。テレビの場合，地上波で

ら知らなかった。それに対して，現場で，着

テレビの番組を送信するには，そのための送

陸した機体を見ていた―恐らくは航空ファ

信設備の維持に多額の経費がかかるが，CS

「あれはミグ25じゃないか」
ンの―少年は，

を使った場合の送信コストは，トランスポン

と言っていたという。ふだん警察や市役所を

ダ１チャンネル分（4MHz）の年間使用料が

担当している記者は知らなくても，関心を持

約１億円と言われているから，参入の敷居は

っているアマチュアなら知っているというケ

ずっと低くなる。しかし，インターネット・

ースは限りなくある。記者は調べて書く―

ホームページを開設するのに要する費用の

または，しゃべって伝える―ことが専門的

「敷居の低さ」は，この CS の場合とも比較に

職能なのであって，常に彼（女）らが伝えて

ならない。こういった条件があるため，イン

いる事柄の専門家なのではない。それに対し

ターネットは，放送局や新聞社とは無縁の

て，ブログは―常にそうだという保証はな

人々― 職業的ジャーナリスト以外の人々

く，それがブログを読む側にとっては悩みの

―が，不特定多数に向けて発信する道を大

タネなのだが―自分の専門のことを書くこ

きく拓いたのだった。

とができる。もし，ブログの執筆者がその道

2005年５月，BBC Worldの担当者や米コロ

の専門家であるなら，その事柄についての知

ンビア大学などの研究者を招いて NHK が行

識や理解は，ジャーナリストのそれよりも深

った国際シンポジウムでも，ひとしきり，ブ

いものであり得るであろう。

ログの信頼性をどう考えるかが議論の的とな

c）インターネットは何を発信しているか

った

21）

。BBC や NHK のような既成のメディ

現在，インターネットのウェブ・サイト

アでは，①専門的職能を持ったジャーナリス

（以下，サイトと略す）で公開されている情

トによって取材が行われ，②事実関係のチェ

報には，その形式から言えば，文字，静止画，

ックが義務づけられ，③適切に編集されてい

動画，データやフリーソフトなどさまざまな
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形態があるし，その内容もニュース，広報，

◆Photo Gallery（プライベートな写真，彼が

広告，書籍（全文，抜粋，紹介）やビデオ・

広告に出演しているデジタル・カメラで撮

音楽クリップなどなど極めて多岐にわたって

影した本人撮影の写真，試合の写真）

いて，一言でそれらが何を発信していると言
うことは不可能である。しかし，新聞やテレ

◆CM Theater（出演している各種テレビCM
の動画）

ビなど既成のメディアが決して伝えられなか

◆Fan Mail（ファンからのメール）

った情報のいくつかを挙げておくことはでき

◆ Shop（書籍，写真，DVD，イタリアものの

る。ここでは，この稿の主題に関連する３種
類の事例に触れておく。

ワインなど公式グッズの直売）
◆ Archives（過去に掲載されていたコンテン

事例１「自分の言葉で真実を伝えたい」
―中田英寿公式ホームページ
第一のケースは，既成のメディアによらず，
むしろ，既成メディアの報道に対する批判・

ツ）
◆Kids（子どもとのQ ＆ Aなど）
◆Columns（関係者によるリポート）
などである。

対抗手段として，個人が発信するサイトであ

インターネットの出現によって，或る程度

る。宣伝広報としてのタレントの公式サイト

の費用と人手をかければ，メディアの報道に

は日常化しているし，これから売り出そうと

対抗したり，それを修正したりするような情

いうタレントの卵の方がサイトでの PR にも

報を発信することができるようになった。今，

っと熱心であるかも知れないが，ここで言お

インターネットのサイバー空間には，この種

うとしているのは，ただ単に沢山の情報を関

の個人からの発信が多数行われている。

心のある人々に向けて発信しようとするもの

事例２

告発サイト―東芝クレーマー事件

ではない。ここでは，その一例として中田英

第二のケースは，これまで組織に対してほ

寿という，もう引退してしまったサッカー選

とんど無力であった個人の異議申し立てが，

手の公式サイトの場合を引くが，それは彼が

時に，大きな反響を呼び，組織を動かす可能

メディアの報道に不満を持ち，恐らくそれゆ

性が出て来たことを示唆するものである。そ

えに，自分のホームページを立ち上げた人物

のような事例として，ここでは，東芝クレー

の一人だからであり，メディアに歪曲されず

マー事件を見ておく。

に「自分の言葉で真実を伝えたい

22）

」という

朝日新聞の縮刷版は，1999年７月号の索引

意図から制作されているサイトの一例だから

目次のページに【７月のおもなニュース】25

である

23）

。

サイトの構成だけ確認しておくと，次のよ

項目の１つとして「東芝機器購入者の暴言暴
露 HP に 160 万ヒット」という見出しを掲げ

うになっている。

ている。前後４回にわたって掲載された同紙

◆Hides Mail（本人による日記のようなもの）

の記事によって，この事件の経緯を確認して

◆Hide Chaser（
「OFFピッチのヒデ関連情報

おく 24）。

をチェック」とあり，中田のテレビ番組出
演などの動向について記してある）
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◆福岡市の男性会社員がビデオデッキを購入
したところ具合が悪く，電話でメーカーに

脱テレビ時代の到来

対応を求めた。

事例３

詳細情報の暴露

◆何度かやりとりをしているうちに，東芝の

第３のタイプとしては，新聞やテレビなど

担当者から「お宅さんみたいなのはお客さ

のマス・メディアが「品位」の問題として詳

んじゃない，クレーマー（苦情常習者）っ

細を公表して来なかったような詳細情報を暴

ていうの

25）

」と言われた。

露するサイトがある。

◆これに怒った会社員が，この問題について

少し前の事例だが，1998年１月，アメリカ

のホームページを作り，上記のやりとりの

のビル・クリントン元大統領にモニカ・ルイ

電話録音を公開したところ，一か月余で

ンスキーという女性との「不適切な」関係を

160 万件を超えるアクセスがあり，そのこ

めぐる問題が浮上し，調査が行われた。この

とがビジネス雑誌や新聞などで取り上げら

件については詳細な描写を施した公的な報告

れた。

書があるが，当初，アメリカのメディアは，

◆東芝は，「名誉権と営業権に基づく妨害排

その詳細な描写の報道を行うことを控えてい

除の請求」として，このホームページの内

た。しかし，その全文がインターネット上に

容の一部削除を求める仮処分を福岡地裁に

流れたため，ニューヨーク・タイムズも含め

申請したが，最終的に暴言を認めて謝罪，

てその全文を掲載せざるを得ない状況に追い

担当者の処分を検討することを明らかにし

こまれ，結局，それを掲載することになった。

た。

類似の出来事は，その後も，何度となく繰返

◆会社員は，７月 21 日に，抗議のホームペ

されている。

ージを閉鎖する旨のメッセージを掲載し
た。
この事件について，『現代用語の基礎知識』
（2000年版）は，
「ネット告発」という項目を
立て，次のように記している。

ここで触れておきたいのは，取りあえずこ
のような情報が流通することによって，一つ
には，メディアと個人との関係が変化して来
ているということ，もう一つには，既成メデ
ィアと新しいメディア―とりわけ，インタ

ホームページを利用して，特定の組織や製品，
サービスなどを告発すること。ネット告発のサ

ーネット―との間に，力関係の変化が起こ
っているということである。

イトはこれまでにも見られたが，1999 年（平

さらに，インターネットの問題点として指

成 11 年）６月の東芝クレーマー事件で注目さ

摘しておかねばならないことは，このメディ

れることになった。これまで個人の主張を伝え

アが従来のテレビや新聞などのメディアには

たい場合，投書などをしてマス・メディアに取

なかった危険を含んでいるということであ

りあげてもらうか，効果は薄いが街頭演説など

る。或るページでクリックしただけで多額の

を行うしか手段がなかった。しかし，インター

料金が加算される，スパム・メールが送りつ

ネットは個人で操作できる一種のマス・メディ

けられる，利用者のプライバシーが侵害され

アとして機能することが，これまでの力関係を

たり人格的攻撃が行われたりする，自殺サイ

変えるものとして注目される。

トなど犯罪に関わるようなものに簡単にアク
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セスできてしまう，……などなど，さまざま

しかし，インターネットにおける文字を活

なリスクも存在している。インターネットの

字と同一のものと見なしてよいだろうか。と

仕組みに通じている人なら回避できるような

りわけ，不慣れな外国語のサイトを見ている

リスクでも，初心者には困難というケースが

時などは，インターネットが映像ではなく活

少なくない。インターネットは利用できる人

字のメディアであることを感じさせられる。

にとっては極めて便利なものである半面，デ

しかし，ここでは立ち入らないが，インター

ジタル・ディバイドを惹き起こす。これは，

ネットの文字は，印刷された新聞や書物とは

テレビの時代にはなかったことである。

どこかで異なる― 或る不確かさを含んだ
―活字であるようにも感じられる。このこ

③メディア地図はどう変わったか
1958年の清水論文で最初に指摘された「活
字の独裁の終り」という論点について，その
後，どのような変化が起こったかを見てきた。

とは，もう少し検討を要する問題であるよう
に思われる。
信頼感をめぐる変化
第二に，メディアに対する信頼感の変化と

ここで，何点か，確認しておきたい。

いう問題がある。この点については，「テレ

活字メディアと映像メディアのシェア

ビ」と一括りにして論ずることができない。

第一は，活字と映像のバランスがその後ど
うなったのかという点である。

というのは，テレビには，お笑い番組やドラ
マもあれば，ニュースや報道番組もあり，ま

50年余り前，まだテレビがごく僅かの世帯

た，同じ種別の番組でも，NHK と商業放送

にしか設置されていなかった時代に比べる

との間で視聴者の評価がかなり異なっている

と，テレビの普及は，大幅に映像文化の方向

からである。

へ振り子を振らせた。少なくとも相対的に見

NHK が 2002 年 11 月に行った「日本人のマ

る限り，活字の影はかなり薄くなったと言え

ス・メディアに関する意識」調査によれば，

るであろう。

〈最も信頼するメディア〉は，多い順に，

そこにインターネットが登場した。インタ

「NHK テレビ」が 45 ％，「新聞」が 36 ％，

ーネットは，当初は，この振り子を活字の側

「民放テレビ」が11％で，それ以外の「雑誌」

に戻す方向で作用するように見えた。しかし，

「インターネット」は１％以下であった 26）。

その後のコンピュータの技術的進歩ならびに

その後については，メディア地図の変化や

回線の性能が向上したことによって，静止画

NHK の不祥事問題などもあり，メディアに

や音声が扱えるようになり，現在では相当な

対する信頼感も多少は変化しているものと思

ボリュームの動画を扱うことも不可能ではな

われるが，50年前のメディア状況と比較して

くなっている。言い換えれば，メディアの歴

考えるなら，清水が提示した「活字の独裁の

史が書物から，雑誌，新聞，ラジオ，テレビ

終り」は着実に進んでいると言うことはでき

へ視覚化の道のりを

るであろう。

ってきたのと同様の変

化が，インターネットという一つのメディア
の歴史の中で繰返されている。
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もう一つ，この調査結果の分析で触れてお
きたいのは，最早，NHK テレビにしろ，新

脱テレビ時代の到来

聞にしろ，あるいは民放テレビにしろ，一つ

ビか活字メディアでしかできなかった不特定

のメディアだけに接してそれを信頼するとい

多数に向けての発信が，インターネットでも

う態度ではなく，複数のメディア情報を比較

できるようになったことによる変化としても

して本当のところを見極めようとする習慣が

たらされている。

広がっているということである。
及とも関連しているように思われる。上記の

〈論点２〉テレビ映像の伝えるリアリティ
をめぐって

調査結果で特別な反応を示していたのは，高

清水が提起した第２の〈論点〉は，読書活

年齢層，町村部，低学歴層の人で，これらの

動では，「書物が十分なリアリティを与えて

人々の間では，第一に「民放より NHK をよ

くれない」ために，「一所懸命にイマジネー

く見ている」割合が高く，第二に「メディア

ションを働かせて，自分の手でイメージを作

を信頼している」割合が高く，第三に，

り出」さねばならないのに反して，「テレビ

このことは，とりわけインターネットの普

「NHK を最も信頼している」割合が高い。三

ジョン聴視活動は，読書活動の終りに現われ

つの回答結果の関係を考えると，NHK を全

るイメージから始まる。……聴視者にとって

面的に信頼している，だから，NHK のテレ

は，映像が最初から与えられている。十分な

ビしか見ないし，その限りではメディアは信

リアリティが初めから投げ出されている」と

頼できる，と考えるタイプではないかと推察

いう点であった。

される。しかし，現在では，このような視聴

この点に関連して，映像の質的充実，映像

者は圧倒的少数派で，全体としてマス・メデ

化不能なものを映像化する試み，イメージと

ィアを「信頼している」という人は 12 ％に

映像との関係，という３つの角度から考えて

過ぎず，70％の人は「どちらかといえば，信

みることにしたい。

頼できる」という形でマス・メディアへの信
頼感を示している。これらの人々は，テレビ
や新聞，雑誌だけでなく，必要に応じてイン

１）テレビ映像の充実と挑戦
①技術革新による映像と音声の質的充実

ターネットなどを使い分け，欲しい情報に応

最初に触れておきたいのは，確かに，映像

じて探すメディアを選んだり，場合によって
は集めた情報を比較・照合しながら読み解く

は或る種のリアリティを与えたり，イメージ
．．
を伝えたりすることが可能であるが，すべて

ということを行っているようである 27）。

の映像がそれを実現しているわけではない，

信頼感からは離れるが，すでにテレビの

ということである。

CM の中には，インターネットのホームペー

2003 年２月，テレビ放送開始 50 年を記念

ジで詳細な情報を見ることを視聴者に求めて

して NHK ではさまざまな特別番組が編成さ

いるものがあり，CM それ自体は，そのため

れ，数多くの歴史的な映像が何十年もの歳月

のきっかけ，「案内板」に過ぎなくなってい

を経て，再びテレビの画面で紹介された。そ

るものがある。メディアの使い分けは，送り

れらを見ていて，改めて強く感じたことは，

手においても受け手においても，従来はテレ

私たち―私自身は「団塊」の世代の一人で
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あるが―が初期のテレビで見ていたのは，
a. 白黒で放送されていた
b. 小さな14インチ型の画面で
c. 現在に比べるとかなり鮮明度を欠いた

NHK の「ニュースセンター９時」（以下，
NC9と略称）の場合を取り上げておきたい。
テレビ・ニュースの源流としては，ラジオ
を経由して入って来た新聞の作法と，映画ニ
ュースからの流れとがある 28）が，取材・編

映像
だったということであった。白黒のテレビ画

集・送出のシステム全体について新聞社のや

面を記憶している人は，もうかなり少数派に

り方を模倣したこともあって，或る時期まで

なっているであろうが，すべてが明るいか暗

のテレビ・ニュースは，言ってみれば，新聞

いかというスケールに一元化されてしまうた

とそう変わらないニュースを作っていた。例

め，色が付いていれば容易に区別できるもの

えば，政治家などの談話映像も，オリジナル

でも，白黒のテレビ・カメラを通じてブラウ

のサウンドバイトを使うのではなくて，本人

ン管に映し出されると，見分けがつかなくな

がしゃべっている映像にかぶせて，アナウン

ってしまうことがある。また，小さな画面で，

サーが記者の書いた原稿で語られた内容を読

しかも解像度も低かったため，小さなものの

み上げていた。NC9は，そのような流れの中

表示には限界があり，テロップで表示するス

で，従来の報道のやり方ではなく，番組制作

ーパーの字幕やスタジオで使うパタンの文字

者たちのセンスを取り込んで，テレビらしい

にしても，かなり大きく書かなければならな

ニュースを創り出すことも目的に始められた

かった。

ワイド・ニュース番組である。

周知のように，その後，テレビはカラー化

NC9は，国鉄（現JR）のストライキを報じ

し，画面も大型化し，高精細度のハイビジョ

たニュースで，線路に下りて，レールを映し

ンが本放送として行われている。また，撮影

出したことがある。通常，ストライキである

機器の小型化や高感度化などによって，テレ

ことを伝える画作りとしては，閉鎖された改

ビの守備範囲も飛躍的に拡大した。清水が，

札口やストライキ決行中であることを示す貼

謂わば

メディア特性として描い

り紙，ガランとして利用客の一人もいないホ

たことは，こうした技術の進歩を以て次第に

ームや駅構内などを撮して使うのが一般的で

実現されて行った。

あったが，この日は，レールにうっすらと浮

理論上の

かび出した
②映像化の可能性を拡大する試み

を示して，電車が走っていない

ことを映像化したのだった。テレビの制作

第二に，テレビ番組の制作者や取材者，と

― とりわけ，デイリー・ニュースの取材

りわけカメラマンは，彼らの日々の仕事の中

―は，映画とは比較にならないほど短時間

で，「映像化不能なものを，いかに映像化す

の，しかも一回勝負の中で行われているが，

るか」という課題に取り組んで行った。この

そのような条件の中で，ディレクターやカメ

問題については，テレビ初期のディレクター

ラマンたちは，「見てわかる」画作りに腐心

やプロデューサーなどによる多くの記録があ

してきた。

るけれども，ここでは，1974 年に始まった
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これは日本に限らず世界のテレビがやること

２）イメージと映像

で，理念はどうであれ，現場ではどうしようも

〜テレビの画面は何を伝えたか〜

テレビが映像メディアであることに起因す
る問題については，例えば，「テレビ・ニュ

ない。だがそれは送り手の論理。受け手は番組
を注意深く，批判的に読み解かなければ，やっ
てられない。

ースのソフト化」とか，「インフォテインメ

テレビは，小泉首相の平壌での記者会見の生

ント（Infotainment）化」とかの傾向が近年

中継の際に，画面の隅に日本の拉致された人々

指摘されている

29）

。しかし，アメリカと違い，

の家族の表情を映し出す映像を埋め込んだ。

日本ではニュース・アーカイブというものが

NHK，民放を問わずに。僕はその映像に強い

存在しないため，過去に

違和感を覚えた。

ってテレビ・ニュ

ースの映像を見ることができない。したがっ

ひたすら待ちこがれた家族の方々の慟哭と，

て，テレビ・ニュースの映像を研究しようと

日朝国交正常化に踏み切り，記者の質問にぶっ

すると，自分で予め必要な素材を録画してお

きらぼうに答える首相が，白か黒かという二項

かなければならず，現実には大きな困難に直

対立で映し出されたのである。

面する。一方に，そのような素材事情があり，

自分を家族の立場におけば，胸がつぶれる。

他方に，映像を扱う方法の未発達という問題

しかし日朝と北東アジアの長くて複雑な歴史の

があるため，映像に関する研究成果はそれほ

織物を，あの人々の悲しみだけで染め上げてし

ど多くない

30）

。その中で，次のコラムは，テ

まうのは，やはりおかしい。映像の隅にはほか

レビ映像の作り方とそれがもたらす効果につ

にも映し出されるべき人々がたくさんいた。韓

いて重要な問題を提起した一つのケースであ

国にもたくさんいる同じ目にあった人々。在日

るように思える。少し長くなるが，全文を引

朝鮮人の人々。日韓米中の政府首脳。北朝鮮の

用しておこう。

難民救済に関わる NPO。テレビは多様な世論
を反映するべきではないのか。家族の涙を見る

悲しみと怒りの演出

水越伸

と，本当にやりきれないけれど。

九月十七日，テレビは終日，小泉首相の朝鮮

テレビに問いたい。あの日は，報道規制も厳

民主主義人民共和国（北朝鮮）訪問を取り上げ

しく，テレビ的な意味で絵になる映像が家族の

た。マラソンでも災害でも同じだが，大きな出

方々の表情しかなかった。だから首相の記者会

来事の生放送は，魅力的な映像が少ないのでプ

見の横に埋め込んだ。その演出が何をもたらし，

ロデューサーやディレクターは苦労する。

何が問題か，考えたことがありますか。北朝鮮

少しでもドラマチックな映像なら，それを何
度も繰り返す。現場の記者にその後の動きを語

は問題だ。それを映すテレビも問題だというこ
とを忘れないでおきたい 31）。

ってもらう。スタジオの専門家に感想を述べさ
せる。たいていこんなことを繰り返して，話を

マックス・ヴェーバーは行為がもたらす

つなぎ，時間を埋める。民放にはコマーシャル

「意図されなかった結果」（die ungewollten

という逃げ道もある。

Folgen）に注意を払っている 32）。行為には，
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ねらいどおりの結果を生むという側面と，思
いもよらぬ結果が生まれるという側面とがあ

３）音声――見落とされた変数

る，ということである。記者会見の「画面の

もう一つ，清水の論文では触れられていな

隅に日本の拉致された人々の家族の表情を映

いが，テレビにおける音声というのは，極め

し出す映像を埋め込」むことが，「日朝と北

て重要な役割を担っていながら，これまでほ

東アジアの長くて複雑な歴史の織物を，あの

とんど研究の対象として扱われて来なかった

人々の悲しみだけで染め上げてしまう」こと

のではないかと思われる。〈論点５〉で清水

を意図して行われたのかどうかはわからない

が指摘したように，初期のテレビは録画とし

が，一般に，日本のメディアは「意図」さえ

て保存することが事実上できなかったため

正しければ― 自分がそう思っていれば

に，繰返し映像を見ながらニュースや番組を

―，「結果」はさほど問題ではないと考え

分析するということは不可能であった。しか

る傾向があるように思われる。もし，上記の

し，それだけでなく，テレビにおける音声要

画作りが「意図されなかった結果」を招いた

素は，いわば

のなら，画作りにはそういう効果を生み出す

で聞いてわかる用語法というごく限られた範

ことがあるということを，自覚しなければな

囲でしか扱われていない。僅かにアナウンサ

らないし，
「ねらいどおり」であったのなら，

ーが放送でニュース原稿を読む速さの変化に

ジャーナリズムとしての判断の適否を議論す

着目したものが目につく程度で，画面に示さ

る場がなければならないであろう。

れている映像とコメント（ニュース原稿やナ

見落とされた変数

で，音声

活字との比較を措くとすれば，その後のテ

レーション），BGM や効果音の影響などの問

レビの歴史の中で明らかになって来たことの

題についての研究はほとんどない。まだラジ

一つは，映像は多義的であり，視聴者が 100

オしかなかった昭和 20 年代には，実際に同

人いれば 100 通りの解釈・理解がある，とい

一のニュースについて２通りの原稿を読み上

うことであった。清水の論文は約二万字，四

げて，聞いてわかるニュースの書き方につい

百字詰の原稿用紙に換算して 50 枚余りの紙

ての比較実験を行うというような調査などが

数しかなく，しかも巻頭論文として網羅的に

何度も行われていたが，テレビには映像があ

トピックに触れなければならないという事情

って，ラジオよりわかりやすいはずだという

もあって，細部には立ち入れなかったのであ

暗黙の前提があるのか，テレビについての研

ろうし，清水自身，「今はイメージと映像と

究ではこういった問題はあまり扱われていな

の関係に立ち入ることは出来ない」と述べて

い。

いるが，テレビに映像があるためにイメージ
（伝えるべきメッセージ）が明確であるかど
うかは，もう少し細かな検討を必要とするよ
うに思われる。

〈論点３〉テレビの政治的利用
第三の〈論点〉はテレビというメディアと
政治との関係に関するものである。テレビと
政治の関係では，報道メディアとしてのテレ
ビが政治を公正中立に扱っているかどうかと
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いう側面と，政治家がメディアを自分に都合

話したくない」などと述べ，新聞記者たちが

の好いように利用することに関する側面とが

退席したガランとした会見室で，テレビカメ

ある。清水が指摘したのは後者の問題だけで，

ラに向かってひとりしゃべり続けた 33）。佐藤

それは，前者が，新聞にもラジオにも共通す

首相は，テレビはありのままを公正中立に伝

る，以前からのジャーナリズム一般の問題で

える，と信じていた。

あるのに対して，後者が，テレビという，当
時は新しかったメディアに固有の問題であっ
たことによるものと思われる。

２）中曽根首相のテレ・ポリティックス
政治家によるテレビの利用という問題がク
ローズアップされてきたのは，アメリカで映

１）「（テレビで）国民に直接話したい」

画俳優出身の大統領が生まれた1980年前後か

政治家によるテレビの利用として名高いの

らのことである。記者会見をする場所での大

は，1960年にアメリカで行われたニクソン対

統領の立ち位置からカメラの角度など，映画

ケネディの「グレート・ディベート」である。

並みに計算された映像で大統領がテレビに映

この時，ラジオだけ聴いていた人はニクソン

し出され，これまた計算されたコメントを元

に軍配を挙げ，テレビを見ていた人はケネデ

映画俳優の大統領がプロフェッショナルとし

ィが優勢だったと感じた。ニクソンは得意の

てのセリフ回しで語るということが行われ

弁舌では優っていたが，病み上がりだったの

た。イギリスのサッチャー首相も，1979年の

に加えてテレビ用のメークアップを拒否し，

総選挙前に，BBCがアメリカ大統領選挙と同

白いシャツを着ていたためテレビ映りが悪か

様の与野党党首のテレビ討論を企画した際，

った。他方，ケネディは，カリフォルニア州

「イメージコンサルタントを二人雇い入れ，

の遊説で日焼けした顔と青いシャツの組合せ

これとは別に，盟友のレーガン米大統領の勧

で健康的な印象を与えることに成功し，イメ

めで発音を矯正する訓練まで受けていた。選

ージで差をつけた。

挙向けに『鉄の女』のイメージを和らげよう

このことは日本でも早くから広く知れ渡っ
ていたが，政治家がテレビ映りやメディアの

というねらいだった 34）」と伝えられている。
「ロン−ヤス」関係として知られるように，

特性に気を配って有権者の支持を獲得すると

中曽根康弘の首相在任期間（1982―87 年）は

いうようなテレビの利用は，日米の政治風土

レーガン大統領の在任期間（1981―89 年）と

の違いによるものなのか，その後 20 年以上

同時代であり，サッチャー首相のそれ（1979

にわたって，日本では見られなかった。

―90 年）とも重なっている。日本におけるテ

日本でテレビと政治に関して話題になった
のは，1972 年６月 17 日に行われた佐藤栄作

レ・ポリティックスも，この時期に始まった
と見てよい。

首相の退陣表明記者会見の模様であった。記

中曽根首相とテレビに関しては多くのエピ

者会見に臨んだ佐藤首相は，「偏向的な新聞

ソードがあるが，ここでは，1985年４月９日

は大嫌いだ。（テレビカメラを通じて）国民

に行われた内閣記者会との会見に触れてお

に直接話したいんだ。新聞記者のいる所では

く。これは，深刻化している米国などとの経
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済摩擦を緩和するための包括的な対外経済対

像）; しばしば趣旨を誤り伝える》

策について，テレビを通じて「国民への呼び
かけ」として語られたもので，テレビの番組

と記述されている 37）。

で解説者がやるように，パネルの図表を差し

キク・アダットがアメリカ３大ネットワー

棒で示しながら，首相自ら，国民に外国製品

ク（当時）のイブニングニュースにおける大

の購入を呼びかけた。

統領選挙報道で検証したところによれば，

中曽根首相は，メディアの利用に早くから

1968年に43.2秒あった大統領候補のサウンド

関心を示していた。彼は，1982年 11 月 27 日，

バイトは，88 年までの 20 年間で 9.8 秒に短縮

首相就任後初めての記者会見に際して，「立

した。また，ダニエル・Ｃ・ハリンが異なる

って，記者会見をしたい」と官邸記者クラブ

方法で行った分析では，

35）

。また，アメリカ

68年

72年

76年

80年

84年

88年

のフランクリン・ D ・ローズヴェルト大統領

43.1秒

25.2

18.2

12.2

9.9

8.9

に申し入れたことがある
がラジオで行った

炉辺談話

のように，

「週に一回くらい，テレビを使って国民に語
りかける」番組をやりたいという希望を持っ

−17.9秒

−7.0

−6.0

−2.3

−1.0

というふうに短縮して行ったことが報告され
ている 38）。

ていたとも伝えられている 36）。これらの事実

こうしたテレビ・ニュースの変化を承け

が指し示しているように，中曽根康弘は，恐

て，アメリカの政治家や政府関係者などの中

らく，日本で初めてのメディア・コンシャス

には，インタビューがテレビではごく短いサ

な首相であった。

ウンドバイトとして使われることを意識し

しかし，藤竹暁が紹介しているところによ

て，５秒から８秒という時間内に，スローガ

れば，彼の希望は官邸記者クラブの反対にあ

ンのように印象に残るフレーズを巧みに織り

って実現しなかった。さらに，私見によれば，

込んで話す技能を持った人が現われ始めた。

彼はメディア・コンシャスではあったが，自

前置きが長くなってしまったが，小泉純一

らそれを演じ切るだけの俳優的諸技能を持っ

郎は，このようなサウンドバイトを強く意識

ていなかった。その点については，パフォー

し，かつ，それを使いこなすことのできた最

マンスの技能に長けた首相の登場を待たねば

初の日本の首相であった。2001年５月，大相

ならなかった。

撲夏場所千秋楽で優勝した貴乃花に,表彰状
を読み上げた後,「痛みに耐えてよく頑張っ

３）サウンドバイト・ポリティックス

た。感動した。おめでとう」と絶叫調で祝意

「サウンドバイト」というのは，放送用に

を述べたことは，広く知られている 39）。政治

短く編集された談話映像のことで，英語の辞

評論家の早坂茂三は，小泉首相の政治スタイ

書には

ルを「ワンフレーズ・ポリティックス」と表
現しているという 40）。

《テレビのニュース番組などで短く引用して放
送される，政治家などの発言（のビデオ映
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政治家のテレビ利用に対して，テレビ・メデ

間の中で，そのように集中してテレビを見ら

ィアの側では，政治家がどのようにイメージ

れる時間が，そうあるものではない。テレビ

作りの演出をして―もしくは，しようとし

が少しずつ普及し始め，その一方で，放送時

て―いるかを暴露する「演劇批評的ジャー

間帯が昼と晩だけから朝の時間帯に広がり，

41）

」で対抗するようになったが，そ

「全日化」してゆく過程で，一つの変化が起

れも，ただでさえ短いテレビ・ニュースの時

こる。「ながら視聴」を前提とした朝の連続

間のうち，肝腎の争点報道に割ける時間を限

テレビ小説の開発である。

ナリズム

られたものにしてしまうというマイナス面が
あると，キク・アダットは指摘している

42）

。

朝の時間帯は，多くの主婦がさまざまな家
事に追われている時間帯である。その主婦層
をターゲットとして取り込むために，連続テ

〈論点４〉視聴態度の移り変わり

レビ小説では二つの配慮が行われた。その一

第４の〈論点〉は，言い換えると，読書は

つは，ずっとテレビの前に座っていられない

マイ・ペースで行うことができるが，テレビ

時間帯だという事情を考慮して，音だけ聞い

はそれを許さない，ということに関する指摘

てもストーリーがわかるように，ナレーショ

である。

ンをつけたこと，もう一つは，一日二日見ら

確かに初期のテレビの見方は，相当程度ま

れない日があっても，大筋の理解ができるよ

で「没入的」であった。しかしその後，人々

うに，適度の反復―近ごろの言葉で言うな

のテレビを見る態度はしだいに変化をして行

ら「冗長性」―を持たせた作りにしたとい

った。

うことである。書物や映画の世界では，特別
な意味のない繰返しは忌避され，初期のテレ

１）専念視聴からながら視聴へ
初期のテレビは，それ自体がまだ珍しかっ
たせいもあったであろうし，今ほど競合する

ビもその常識に従っていたが，テレビは或る
意味でこの時期から，独自のメディア特性を
志向し始めたと見ることができる。

メディア環境

ついでに触れておくと，コマーシャルに対

のゆえでもあったであろうが，送り手も受け

する態度も，大きく変化した。初期のテレビ

手も，専念視聴が大前提であった。今となっ

においては，視聴者の側にまだコマーシャル

ては笑いを誘うエピソードであるかも知れな

による番組の中断に対する抵抗感があり，

メディアがなかった

牧歌的

いが，映画館と同じように部屋を暗くしてテ

「NHK の放送はコマーシャルがないからい

レビの画面に見入ったり，教養番組をノート

い」と言う人が多かったが，商業放送が勢い

を取りながら見る，というようなことが行わ

を増して行くのにつれて，しだいにコマーシ

れた。何かをしながらテレビを見る―ある

ャルのある番組の方がむしろ普通になって，

いは，テレビを見ながら何かをする―とい
うことは，やってはいけないことだ，という

「コマーシャルがないと途中でトイレにも行
けない」というような声が出てきた。

ような倫理的な感覚もあった。
しかし，改めて考えてみると，一日 24 時
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も，できるだけ自局から視聴者が離れないよ

２）受信機価格の低下とリモコン
マイペース型テレビ視聴の可否に関するも
う一つの変化は，リモコンの普及である。

うな 対ザッピング テクニックを駆使して，
視聴率競争が行われている。
なお，没入型視聴からザッピング視聴への

初期のテレビ受信機はまだ高価であったか

変化をどう評価するかについては，これを否

ら，壊れたからといって，直ぐに買い換える

定的に評価する立場と，肯定的に評価する立

というようなものではなかった。それに加え

場とがある。つまり，頻繁に切り換えながら

て，当時のチャンネル切り換え装置は，ロー

見るのは「落ち着きがない」とか「集中力が

タリー型のスイッチで，それをガチャガチャ

持続しない」とか，よくない見方と考える向

と回して，見たいチャンネルを選ぶというも

きと，同じ行為を「主体的選択の表れ」と見

のであった。この部分が当時のテレビでは最

る向きとがある。

も壊れやすい部分―或る意味で「消耗品」

また，受信機価格の低下がテレビ視聴に与

―であったから，そう頻繁にガチャガチャ

えたもう一つの影響としては，当初はブラウ

と切り換えるわけには行かなかった。また，

ン管を長持ちさせるために，長時間テレビを

テレビを見るのは，画面の対角線（通常は，

見ないよう注意をされることが多かった。そ

前述のように 14 インチ＝約 36 センチ）の６

こから，「見たい番組を見終わったらテレビ

倍だか７倍だかの距離を離れて見ないと近眼

を消す」というしつけが行われたが，受信機

になると言われていたので，チャンネルを切

価格が安価になったことで，テレビをつけっ

り換えるためには，一々，２メートルも移動

ぱなしにすることに対する抵抗感が薄れ，視

してテレビのところまで行かねばならなかっ

聴形態に変化をもたらした。

た。さらに，チャンネル切り換えのスイッチ

しかし，もう一つの変化として，生活にお

は，前述のようなロータリー式であったから，

けるテレビの重みが薄れて来ていることにも

１チャンネルから６チャンネルに切り換えた

触れておかねばならない。必要なら録画を予

い時は，180 度近くスイッチを回さねばなら

約しておけばよくなったという事情もあるけ

ず，要するに，十重二十重にチャンネルを切

れども，特定の番組を見るために早く帰宅す

り換えにくい環境があったのである。しかし，

るというようなことはほとんどなくなり，

リモコンの登場は，上記のようなチャンネル

「環境を監視するための窓」として，テレビ

切り換えの障壁をことごとく取り払った。か

をつけておくというような，環境監視型の視

くて，ザッピングが広く行われるようになっ

聴や，生活をより快適なものにするためにつ

た。

けておくというような視聴スタイルが増えて

今でも，番組制作者の素朴な気持としては，

いる 43）。

自分の番組を専念視聴してもらいたいのだろ
うと想像するが，競争状況はしだいにそれを

３）「視聴」とは何か

許さなくなった。現在では，個別番組の作り

これまで定義もせずに使って来たが，実は

方についても，またそれらの並べ方について

テレビを視聴するという時の「視聴」という
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概念については，一度，まじめに考えておく

だけ」
，exposure）

必要がある。何のためにテレビの「視聴」と

と分類しているが，青少年や大人の場合にも

いう行動を取り上げるのかという目的に応じ

同様の問題はある。しかも，一見，「専念」

た操作的定義が必要だからである。

して見ているように見える状態よりも，「つ

現行の視聴率調査では，機械式調査の場合
、、、、、、、、
には，その時間帯に「そのチャンネルに合わ
、、、、、、
、、、
せられていた」ことが，「その番組を見てい
、
た」ことと見なされ，日記式調査の場合は，
、、 、、、、、、、、、、
調査相手が「『見た』と判断して調査票に記
、、、
、、、、
入した」ことを以て「見ていた」ことと見な

いているだけ」ではあるがしっかり聞き耳を

されている。機械式視聴率調査の結果に対し

視聴者をスポンサーに売ったか，つまり，ス

て，古くから，「猫が見てても視聴率」とい

ポンサーの商品を買いそうな潜在的顧客をど

う揶揄があるように，テレビがついているこ

れだけ集めたかを検証するものであるが，公

とは，その画面の前に人が座ってそれを見て

共放送にとっての視聴率の意味― もしく

いることと同じではない。家族そろって熱心

は，ニュースや番組が「見られた」と判定さ

に見ていることもあるであろうが，テレビが

れることの意味―は，受信料に見合ったサ

ついてはいるものの，誰も画面を見ていない

ービスが提供されたかどうかを検証するもの

という状況もあるであろう。本当に見ている

である。ヨーロッパ諸国などでも，公共放送

かどうかをどうしたら正確に―しかし，簡

は旧来の「無線通信の送信 44）」だけでなく，

単に―測定できるか，ということは，機械

インターネットの利用などを含めた複数媒体

式視聴率調査の長年の懸案である。

での情報提供に移って来ていることにともな

立てている状態と，どちらが集中しているか，
また，どちらが影響が大きいかというような
ことになると，まだほとんど手が着けられて
いない。
商業放送にとっての視聴率は，どれだけの

日記式調査の場合には，回答者が何を以て

って，その使命達成度の測定・判定にも，ト

「見た」と判断するかという問題が含まれて

ータルな情報到達度―受信（許可）料支払

いる。乳幼児の発達に対するテレビの影響を

者の側から見ると，利用度―で測るという

検証するために NHK が外部研究者と共同で

考え方になって来ている。具体的に言うなら，

行っている「子どもに良い放送」プロジェク

ニュースについても番組についても，オン・

トのフォローアップ調査では，

エアされたものがテレビ画面で視聴されなく

A. ジッと集中して見入っている―清水の言

ても，インターネットなどで人々がそれらの

う「ノック・アウト」されている―状態

情報を知ることができれば，そのことは情報

（
「専念視聴」
）
B. 何かをしながら，ところどころで視線を画

伝達機関として使命を達成していることにな
る，という考え方である。

面に向ける状態（
「ながら視聴」
）
C. 居る場所でテレビの音が聞こえていて，見

〈論点５〉保存性は確保されたか

ようと思えば見ることはできるが当人はテ

第５の〈論点〉は，保存性もしくは記録性

レビを意識していない状況（「ついている

に関わるものである。この点については，技
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術の発達と普及にともなって，事情は，時々

RKB毎日放送，九州朝日放送，テレビ西日本

刻々，変化しているだけでなく，法的・経済

の４社に，事件当時のテレビ・ニュースのフ

的・文化的な側面からも，さまざまな力が働

ィルムを証拠として提出するよう要請し，４

いている。主要な変化に触れながら，テレビ

社がこれを拒否するという事態が起こった。

の保存性もしくは記録性の現在を考えてみる

このような出来事も，もしテレビ放送の結果

ことにしたい。

が，放送終了後に，新聞や書物のように，誰
にでも簡単にアクセスできるようなものであ

１）一過性
書籍，雑誌，新聞，映画，ラジオ，テレビ

ったとしたら，裁判所もわざわざこんな命令
を出す必要はなかったであろう。

というメディアを考えた場合，やはり，活字

流れ去るテレビの映像と音声を手許に留め

メディアとそれ以外の３つのメディアとの間

ておくには何らかの機械装置が必要になる。

で，保存の難易度が異なっているように思わ

民生用録画再生装置の開発はすでに1970年代

れる。

にはかなりのところまで進んでいたが，周知

書籍・雑誌・新聞の場合，スペースの問題

のように，先行したソニーのベータマックス

を別にすれば，保存は容易である。その限り

を長時間録画の松下VHSが追撃するという競

では，記録性があり，「証拠が残る」メディ

争があり，その間に立って消費者が或る時期

アだと言ってよい。それに対して，映画，ラ

まで購入を見合わせていたため，一般家庭へ

ジオ，テレビは，見終わった後，聞き終わっ

の普及が進んだのは 80 年代に入ってからの

た後には，物的証拠が何も残っていない。

ことであった。

「放送」は，関係者が，漢文の返り点を打っ

民生用ビデオの普及で一応テレビについて

て，「送りっ放し」と読んでいたように，流

も保存性の問題が解決したように見えるし，

れ去る時間と共にイメージが消えて行くメデ

そう考えている人もいるが，実は，そうでは

ィアであった。

ない。まだまだ，テレビ番組の保存性・記録

しかし，書物や新聞が後からでも参照して

性については，多くの障害がある。

確認することができるのに，テレビについて

メディア特性というのは，そのメディアに

それができないというのは，不自由なことで

固有のものではなく，他のメディアとの比較

ある。清水が指摘した「テレビは証拠を残さ

において明らかになって来るものなので，こ

ない」ことに起因する問題は，視聴者の私的

の場合も，比較が必要になって来る。そこで，

な生活の範囲内だけでなく，裁判というよう

書籍・雑誌・新聞と比較してみると，これら

な公的な事柄に関しても起こった。1968年１

のメディアについては，購入・購読したもの

月のアメリカの原子力航空母艦エンタープラ

であれば，それを捨ててしまわない限り，手

イズの佐世保入港に際して，国鉄博多駅で佐

許で何度でも再読することができる。記録が

世保に向かおうとした学生約 300 人と機動隊

手許に残るか残らないかは，基本的に，手に

が衝突した事件についての裁判で，福岡地方

入れた時点で決まる。それに対して，テレビ

裁判所は翌69年６月６日，NHK福岡放送局，

の番組やニュースの場合は，見て「面白かっ
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た」とか「これは問題だ」とか思った時点で

ス」問題と呼ばれている問題がある。これは，

は，もう遅い。予め，「これは面白そうだ」

デジタル化された映像情報の場合，アナログ

とか，「これは問題になるだろう」とかいう

とは違って，コピーを繰返しても画質・音質

予想を立てて，事前に録画をセットしておか

が著しく劣化しない，ということから生じた

ねばならない。具体的なことを付け加えてお

問題である。つまり，ビニール盤のレコード

けば，その時に，ビデオ・カセットか DVD

をカセットやオープンリールのテープにダビ

か，あるいは録画用ハード・ディスクの空き

ングした場合，コピーはオリジナルに比べて，

かがあり，自分の自由に使える録画機器があ

相当程度に音質が劣化する。ビデオの場合も

り，録画のセットができ（あるいは，できる

同様で，コピーからもう一度コピーした

人が身近にいて），他チャンネルの番組と競

コピー

合せず，しかもその機器が正常に作動すると

化がよくわかる。ところが，デジタルではそ

いう条件が満たされなければならない。前に

の劣化がない―極めて少ない―ので，海

も触れたように，研究用に一定期間のニュー

賊版とオリジナルとの差がなくなってしま

スを複数チャンネルについて録画をする，と

う。そこで，コピーの回数を技術的に 1 回だ

いうようなことができる環境は一般には中々

けにしてしまおう，というのが，「コピー・

ないし，特に長期間にわたって録画しなけれ

ワンス」である。現行の方式では，ハード・

ばならない場合などは，そのすべてを遺漏な

ディスクに録画したデジタル番組を，他のメ

く録画することは極めて困難なことである。

ディア（大容量ディスク，別のハード・ディ

もともと放送は，オン・エアされたその瞬

スクなど）に移すことはできるが，移すと元

間だけのものであるという思想で作られて来

のハード・ディスクに録画してあったデータ

たが，利用者の便宜という見地から，利用可

は消去されてしまう。それはそれで，理論的

能な時間幅の拡大，さらには視聴者の手許に

にはそう問題がないように見えるのだが，実

簡単に保存できることが求められるようにな

際には，録画の移動に失敗した場合，録画先

っている。ここから，一つには，アーカイブ

に保存できないだけでなく，録画元のデータ

の要請が生まれ，もう一つには，デジタル放

も消えてしまう，というようなケースが少な

送におけるコピー・ワンスの緩和を求める声

くないらしい 45）。

が起こっている。

孫

の場合などは，素人目にも画質の劣

このコピー・ワンス制限があることと，デ
ータ容量が相当に大きいために，デジタル放

２）デジタル化と著作権

送の録画利用は，まだビデオ・カセットがな

それでも技術的進歩は著しく，タイマー予

かった時代と同じとまでは言えないが，かな

約などはずいぶん便利になって来たが，他方

り不自由なものになっている。このような事

で，主としてデジタル化に関連して，著作権

態が起こっているのは，当初は，１回限りの

という問題が浮上して来ている。

放送が終わると同時に消え去ってしまい，後

体験者の間では広く知られているように，
デジタル放送には，いわゆる「コピー・ワン

には清水の言う「証拠が残らなかった」テレ
ビのニュースや番組が，民生用録画再生装置
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の普及によって，商品としての「コンテンツ」
になって行ったことと関係がある。

〈論点６〉資本の論理の浸透と人間性の
変容
第６の〈論点〉は，テレビがそれを視聴す

３）「コンテンツ」となった「番組」
ビデオ・カセットの時もそうであったよう

る人間の基本的な態度に及ぼす影響について
述べたものである。当時，軍事基地反対闘争

に，また DVD でもそうであるように，たい

などの政治運動に深く関わっていた清水は，

ていのデッキは，録画機能と再生機能とを持

次のように言う。

っている。自分で放送を録画して再生する場
合には，メディア（ビデオ・カセット・テー

「個人の自由な使用に委ねられている余暇が

プまたは DVD）の費用だけ負担をすれば，

なかったら，革命というものは容易に起こり得

あとはタダで見ることができるが，第一に，

なかったであろう。革命というのが少し大袈裟

自分で録画しなければならないという条件が

に聞こえるとしたら，人間の成長とでも言い換

あり，第二には，放送されたものしか見るこ

えよう。とにかく，余暇において初めて可能に

とができない，という範囲の限定がある。こ

なる苦悶，反省，勉強がテレビジョンによって

れに対して，市販のソフトを購入する場合，

不可能になり，人間が昼間は現実によって吸収

かなりの費用はかかるが，放送番組よりはる

され続け，夜はリアリティを持って迫る映像に

かに広い範囲の中から，好きなものを好きな

ノック・アウトされ続けていたら，与えられた

時に見ることができるというメリットがあ

現実を越えて行くという人間の態度はなかなか

る。加えて，或る時期からは，レンタルとい

生まれるチャンスがないであろう。過去の革命

う，より安価に非放送系ソフトを視聴できる

の細根は，恐らく，疲れ果てた人間が余暇を現

システムが普及している。

実超越的に利用したことのうちにあったと思

放送は，このような状況の中で，少なくとも
①市販ソフトと競合するコンテンツの制作者

う。テレビジョンは革命の細根が育つ条件を許
さないであろう。」

としての立場と，
②制作した番組を「ウィンドウ戦略」の放送

ここでの清水の基本的関心を今日的な言葉

以外の場面で販売して行く立場，それに，

で要約するなら，人間が仕事からも，プッシ

③番組編成と広報戦略の中で，自他のソフト

ュ型のメディアを通じて送られてくる政治的

についてのキャンペーン手段を所有してい

言説や商業主義的働きかけからも自由な時間

るという立場

はどのように確保され得るか，ということで

で，利潤の追求に深く関わっている。いわゆ

ある。

る多メディア化・多チャンネル化は，そのた
めの新しいビジネスの追求の結果でもあり，
また，そのこと自体が，競争の激化をもたら
している。競争の問題については，次の〈論
点〉でもう一度触れる。
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１）家庭におけるテレビ
①家族視聴から個人視聴へ
初期のテレビについては，常に「茶の間」
という言葉が，枕詞のようにセットで用いら

脱テレビ時代の到来

れていた。テレビは，一家に１台しかないも

ビデオ・リサーチの機械式視聴率が測定を

のであったし，それを見るのは，たいてい，

開始して以来の最高視聴率を達成した番組

家族といっしょであった。

が，1963 年 12 月の「NHK 紅白歌合戦」で，

その後の 50 年間のテレビと家庭をめぐる
変化は，少々乱暴に図式化するなら，「茶の

関東地区で 81.4 ％，関西地区では 81.5 ％であ
ったことは，広く知られている。しかし，

間」での「家族視聴」から個人視聴へ，「ユ

「紅白歌合戦」の視聴率も，近年では 50 ％前

ビキタスな視聴」への変化と言うことができ

後まで下がって来ている。その原因はいろい

る。これには，いろいろな原因が考えられる

ろ考えられるが，日本人全体の生活の中にお

が，主立ったもののいくつかに触れておくと，

ける歌謠曲の位置づけの変化と並んで， 老

次のようになるであろう。経済的諸条件とし

若男女

ては，受信機価格の低下や子どもの個室の増

ットにすることが困難になって来たことが挙

加などがあり，番組編成上は視聴者ターゲッ

げられるであろう。その他の娯楽番組にして

トの限定（セグメンテーション），考え方や

も，「私の秘密」や「ジェスチャー」の時代

視聴条件の変化としては，個人主義の浸透，

には，高年齢層から子どもまで，すべての

労働形態や生活の多様化などが作用した結果

性・年齢層で多くの人々に見られていたが，

であろう。

最近のドラマでは，「F1 層」と呼ばれる女性

複数所有世帯の増加

の若年層に強くアピールするような番組が制

テレビが一家に１台しかなかった時代には，

のすべての層を一つの番組でターゲ

作され，事実，主として，ターゲットとされ

同じ時間帯に家族の見たい番組が複数ある場

た層の人々が多く視聴している。

合，どちらのチャンネルを選ぶかをめぐって

減少した農業人口と生活時間の多様化

かなり深刻な問題が起こり，それは「チャン

生活時間のマクロな趨勢として，いわゆる

ネル権」の問題と呼ばれていた。時には，チ

「宵っ張り」化と「睡眠時間の短縮傾向」が

ャンネル権をめぐって，家族内の争いが起こ

ある。1990年代に入って漸く止まったようで

り，新聞種になったりもした。しかし，それ

あるが，それまでは人々がしだいに夜遅くま

は，第一に，２台目以上のテレビ受信機の購

で起きているようになり，しかし，朝は朝で，

入が可能になることで，第二に，ビデオが家

そういつまでも眠っていられないような事情

庭に入って来ることで解決された。

があるため，トータルとして「睡眠」時間が

子どもの個室

減少するという変化がゆっくりと，しかし60

経済成長と共に劣悪な住宅事情の改善が求

年代から80年代を通じて続いた。

められ，その中で，子どもたちの多くが自分

これは単純集計（国民平均）で見た結果な

（たち）の部屋を持つようになり，そこに自

ので，一見，同じ人が 60 年より 65 年，65 年

分（たち）だけのテレビを持つ子どもが増え

より 70 年というふうに，しだいに「宵っ張

た。

り」になったり，睡眠時間が短くなったりし

マーケット・セグメンテーション

ているように見えるが，実は，或る程度まで，

〜 老若男女 から特定のターゲットへ〜

国民全体の中における農業人口の減少の影響
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を受けたものである。農業機械の導入や離農

ビ視聴は基準的活動を構成していると述べて

などによって，農業人口が減るということは，

いる」ことに言及し，しかし，子どもでも

田畑に作業に出るために朝早く起きなければ

「テレビ視聴だけは，スイッチを入れればで

ならない人の割合が低下することを意味して

きる」ため，影響力が大きい，また，「彼ら

いる。たいていの勤め人や自営業者は，農家

は情報消化力にも弱いから，テレビによる情

ほど早起きではないから，そのような就業構

報を鵜呑みにしやすい。……子どもは勝手に

造の変化が生活時間の変化をもたらすことに

テレビを見ているとしたら，子どもに対する

なる。こうして労働形態がしだいに多様化し，

親の情報統制力の減退は，社会の将来にとっ

多様化した人々の生活時間に合わせるべく，

て深刻な問題である」と指摘している。

テレビの編成も変わって行くことになる。

２） お客さま
②家庭内における情報統制力の弱体化

メンタリティ

清水が紹介しているイギリスの研究者の

こうして視聴者は，言ってみれば，好きな

「テレビは，人間をノック・アウトする」と

時に好きな番組に―もし，その時間帯にど

いう言葉を，テレビが視聴者の精神に及ぼす

こかのチャンネルで放送していれば―接す

影響と考えるなら，この 50 年の変化の一つ

ることができる条件が出来上がった。NHKは

は， お客さま

公共放送としての使命を達成するために，商

ことではないかと思う。

業放送はより多くの視聴者をスポンサーに売
るために，日夜，努力をしている。
ところで，藤竹暁は，「従来，マスメディ

メンタリティの定着という

NHK やイギリスの BBC のような公共的財
源によってまかなわれる放送機関の場合は別
であるが，商業放送局の場合は，スポンサー

ア内容は子どもの成長過程のそれぞれの段階

に放送時間と番組を売っているのではなく，

に応じて，つまり成長の節目にふさわしく慎

実は，その時間にその番組を見る視聴者をス

重に吟味されなければならないと考えられて

ポンサーに売っているのだ，という見方が定

きた。また，人間は，生活場面のそれぞれに

着してきている。そのように考えれば，商業

ふさわしい形で，マスメディア内容に接触す

放送局にとっては，番組やニュースの中味が

るのが望ましいとも考えられてきた。われわ

どうであろうと，また，たとえ多少品位を欠

れの日常的なマスメディア接触にも，節目が

こうと，とにかくターゲット・オーディエン

46）

。しかし，

スが見続けてくれればいい，ということにな

テレビジョン時代には，テレビだけでなく，

るであろう。スポンサーにとって視聴者は重

他のメディアについても，乳児と幼児，少年

要な

と青年，あるいは未成年と成人のための情報

客さま

の節目を設けることは困難である。藤竹は，

を お客さま として扱わざるを得ない。

あるという考え方である」と言う

コムストックほかの研究者が「子どもにとっ

お客さま

―もしくは，将来の

お

―であり，商業放送局も，視聴者

商売のセオリーとして， お客さま

の機

てテレビは接近可能性のきわめて高いメディ

嫌を損じると売れ行きに差し障りが出るの

アであるために，子どもの生活においてテレ

で，客とケンカをしないのはもちろんのこと，
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意見をしたり，あからさまに指導をしたり，

る，あるいは，録画を後から確認するしか方

ましてや叱ったりすることは行われない。

法がなかったニュースをリアル・タイムで知

「テレビジョン時代」の子どもたちは，少な
くとも一日に何時間か，そういう環境の中で
時間を過ごしながら大人になって行く。

ることができるなどのメリットは小さくない
であろう。
しかし，テレビが各家庭に入り込むことに

或る時期から「指示待ち族」というような

ついて清水が表明したのは，むしろ懸念であ

ことが言われているが，それは，テレビによ

った。例えば勤め人が早く家に帰ってテレビ

って

として扱われることに慣れ

を見るようになる，というような―当時と

て来たことと関係があるのではないだろう

してはまだ将来のことに属する―生活に対

か。テレビが「指示待ち族」を生み出した，

して， 清水はＧ・アンダースの 「文化的水

というのは言い過ぎであるにしても，そのよ

道 47）」という表現を引いて，次のように言う。

お客さま

うな傾向を促進しているということは言える
のではないか。

実際，テレビジョンは電気やガスや水道に似

この点を含めて，メディアがその利用者で

たものとして考えた方が早い。水やガスや電気

ある人間にどのような影響を与えているのか

と同じように，映像も，家庭の外部の何処かで

という問題は，のちほど，もう一度考えてみ

尨大な資本や施設によって作り出され，絶えず

ることにしたい。

家庭へ供給されているものであって，必要な時
に，人間はコックをひねり，スイッチを入れれ

３）ユビキタス視聴の意味

ばよいのである。水道の水が消毒を施されてい

清水が論じたのは，それ以前には書物，新

るように，「文化的水道」の水も消毒を施され

聞およびラジオしか存在していなかった家庭

ている。一方からすれば，テレビジョンが家族

にテレビが入り込むことの意味であった。50

という集団の生命を回復したように見えるけれ

年後の現在に新たな傾向として生じている

ども，他方からすれば，シンボルのマス・プロ

―あるいは，生じ始めている―のは，移

ダクションが電気やガスや水の段階まで進ん

動しながら，もしくは出先のあちこちでテレ

で，人間を家庭の中へ追い込んだとも見ること

ビが見られるという， ユビキタス

が出来る。

視聴で

ある。携帯電話にテレビ受信機能が組み込ま
れていたり，パソコンにアタッチメントを接

何を懸念しているかと言えば，それは人間

続するだけでさまざまなテレビ放送を見るこ

が自己を回復する場所と時間を失うことに対

とができるようになっている。

してである。従来，家庭にいる人間は，「彼

このことは，無論，肯定的に捉えることも

が働いている企業の見地からすれば，彼はゼ

できる。以前なら，帰宅するか，どこかテレ

ロになった人間」であり，「人間は社会的に

ビ受信機の据えられた場所にいなければ視聴

ゼロになる瞬間に初めて自己を回復すること

できなかった番組が見られるようになり，か

が出来る」のであった。「だが，社会的にゼ

つては見ることを諦めていた番組を視聴でき

ロになった人間が家庭の内部で自由な時間を
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持つ場合，この時間は，罪のない気晴らし，
愚痴のこぼし合い，社会に対する不満や批判
など種々の方向に自由に消費されてきた。し
かし，余暇の消費における自由は，ラジオ，

１）メディア間の関係の変化
①公共放送と商業放送
テレビについては，前に多チャンネル化の

とりわけテレビジョンの発達によって急速に

傾向を指摘しておいたが，「立体的協力」に

制限されて行く」
。そこから228ページに引用

関係する要素として，ここでは，経営財源に

した「個人の自由な使用に委ねられている余

注目して，公共放送と商業放送の役割分担の

暇がなかったら，……人間の成長……，余暇

問題，また商業的テレビについてオーディエ

において初めて可能になる苦悶，反省，勉強

ンスのサイズと放送コンテンツの関係につい

がテレビジョンによって不可能になり，……

て見ておくことにする。

与えられた現実を越えて行くという人間の態

第１に，関東地区の場合，NHK 教育テレ

度はなかなか生まれるチャンスがないであろ

ビのほかに，日本教育テレビ（現テレビ朝日）

う」という一節へとつながってゆく。

と東京12 チャンネル（現テレビ東京）は教育

このような立場に立つならば，テレビ視聴

専門局の免許で事業を開始したが，いずれも

が ユビキタス なものになることの意味も，

十数年後，総合番組局に転じた。これは，事

自ずとネガティヴな色彩を帯びて来るであろ

実上，教育専門局は商業放送としては経営が

う。通常，私たちはテレビを自分の意思で見

成り立たないことを示している。一般に，商

ていると思っているが，上記のような見方に

業放送局では視聴率を取らねばならないとい

従えば，「シンボルのマス・プロダクション

う制約があるため，とりわけプライム・タイ

が電気やガスや水の段階まで進んで，人間を

ムでは，マイノリティのための番組，ドキュ

家庭の中へ追い込んだ」だけでなく，移動中

メンタリー，自然もの，音楽，芸術などの番

の人間までもその支配下に置けるようになっ

組を編成しにくいという事情がある。番組種

たと見ることもできる。

別についての公共放送と商業放送の役割分担
論にはいくつかのバリエーションがあるが，

〈論点７〉融合するメディアと批判的解
読者

上記のような番組は公共放送が中心的に扱う

最後の〈論点〉は，「メディアの間の立体

第２に，衛星放送とケーブル・テレビが実

的協力」という問題である。50年前から現在

用化されたことによって，放送がカバーする

にかけてのメディア環境の変化については，

地域，すなわち対象となる視聴者のサイズに

これまでに触れてきたので，ここでは「立体

大小のバラエティができた。従来は地上波の

的協力」に関連する事柄だけを簡単に確認し

全国ネットと県域放送しかなかったが，衛星

ておきたい。

から送信される放送はスピル・オーバーの関

べきだという点では一致している。

係で日本全国よりやや広く，韓国でも視聴で
きる。逆にケーブル・テレビは，県域より狭
く，市区町村やその一部など，要するにケー
232
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ブルの張りめぐらされているサービス・エリ
ア内だけの独自の内容を制作・送信すること
ができる。その結果，従来は全国一律か県域

③「場」の影響によるメディアの変質
〜テレビの中核メディア化と写真週刊誌，
新聞における写真の重用〜

内一律の内容を送信することで，一面ではス

ピエール・ブルデューは，放送局やそこで

ケール・メリットを享受し，他面では専門的

働く諸個人の意思だけでなく，彼らを取り囲

関心に対してあまり対応の利かない内容しか

んで彼らの行動に影響を与える「場」
（champs）

送れなかったのに対して，CS 放送では特定

の影響力に注目している 48）。50 年間の変化

の領域的関心に，ケーブル・テレビでは特定

は，メディアが多様化しただけではない。メ

の地域的関心に特化した番組をそれぞれ編成

ディア同士の間にも影響関係があって，テレ

できるようになった。妥当な利用価格と使い

ビがメディアの主役となったことで，その映

勝手の向上があれば，「立体的協力」は質的

像主義や制作手法は，新聞や雑誌にもメディ

向上につながるであろう。

アとしての変質をもたらした。新聞などの印
刷メディアでも，活字に比して写真などの映

②メディア数の増大

像の役割が従来より大きくなっている。見出

50年前にヨチヨチ歩きを始めていたテレビ

しやキャプションの付け方などにも変化が見

は，その後，中核的メディアに成長し， 社

られ，政治家の発言だけでなく，新聞や雑誌

会の大動脈

の作り方そのものも或る意味で

となったけれども，テレビを取

サウンドバ

り囲むメディア環境の全体に目を移すと，テ

イト化

レビ以外のメディア数も増大していて，「立

に，わかりやすく，より人目を引くような作

体的協力」に関わり得るプレイヤーも多種多

りに変わって来ている。確かに，どんなに優

様になっている。主要なポイントとしては，

れた筆をもってしても伝えられないことを，

さまざまな雑誌の登場と交代，スポーツ紙・

１葉の写真はわかりやすく雄弁に伝えること

夕刊紙の普及，インターネットの普及などが

ができる。少なくともそういうケースが存在

挙げられる。また，利用者数の上ではこれら

するために，映像は，新聞においてもしだい

よりも小規模ではあるが，市販およびレンタ

に多用されるようになり，やがて写真だけを

ルのCDやDVDなどのパッケージ型メディア

売り物にした週刊誌が生まれ，さらにそれが

もある。

書物に波及したり，新聞に逆輸入されたりす

ここから，ユーザーの側でも，メディアを
使い分ける必要が生じ，事実，目的に応じて，
これらのメディアが使い分けられてもいる。

して来ていて，テレビの CM のよう

ることとなった。新聞については

タブロイ

ダイゼーション という指摘もある。
このように，テレビジョン時代は，以前は

その限りでは，それぞれのメディアの技術

活字を読んでいた時間の或る部分をテレビを

的・経済的特性を介して，メディア間の「立

見る時間に置き換えたが，それだけでなく，

体的協力」の実現に近づく条件ができてきて

文化一般をも映像化した。こういったことも，

いると見ることができる。

メディア間の「立体的協力」を考える上で重
要な変化の一つと言ってよいであろう。
NHK 放送文化研究所年報 2008

│233

その結果，ケータイという本来はパーソナル

２）融合するメディアと熾烈な競争状況

なコミュニケーションのためのメディアに，

テレビが誕生して 30 年ほどの間，ブラウ

インターネットやワンセグなどのノン・パー

ン管はテレビ番組を映し出すだけのものであ

ソナルなコミュニケーションの可能性が組み

った。テレビ受信機はあくまでもテレビ放送

込まれるなど，メディア間の協力関係および

を見るためのものであり，それ以外の用途は

競合関係に影響を与える要因が，日々，目ま

あり得なかった。しかし，テレビゲームや民

ぐるしく変化しつつある。

生用ビデオデッキが普及すると，家庭の中で，

しかも，このような動きはボーダーレス化

今オン・エアされている放送を見るという行

していて，国境を越えて買収や協力関係締結

為は，テレビゲームで遊ぶという行為や，録

の申し入れ，ニュース・番組の提供や交換な

画してあるビデオを見るという行為と競合す

どが行われている。テレビ放送は，コンテン

るようになる。

ツについてもまた経営についても，単純な一

その後パソコンが職場や家庭に普及し，そ

国ローカルのものではあり得なくなった。

れらが通信回線と結びつき，やがて「通信と
放送の融合」という現象が起こることになる。

３）「幾何級数的経済」の時代

「融合」はconvergenceの訳語であるが，この

それらの帰結として，熾烈な競争状況が生

語の本来の意味は，もともと異なっていたも

じている。20世紀初頭から，コンピュータの

のに類似の特性が生じることを意味してい

コスト・パフォーマンスが18か月ごとに倍々

る。つまり，先にインターネットについて見

の伸びを示して来たことは「ムアの法則」と

たように，送り手と受け手が「１対１」であ

して知られているが，このように時間の経過

るものを「通信」，「１対多」（不特定多数）

と共に熾烈さを増すような競争状況を，アメ

であるものを「放送」と規定し，これらを分

リカの研究者は，「幾何級数的経済」
（expo-

けて考えていた。しかし，「融合」によって

nential economy）と呼んでいる 49）。

両者の中間にあってどちらに分類すべきか，
判断に迷うようなものが生まれて来た。
このことは，経済的には大きなビジネス・

幾何級数的経済下の放送について，次の３
点を指摘しておく。
第一

熾烈な競争に勝って生き残るために

チャンスを意味し，そこから，メディアの買

は，何よりも顧客が何を求めているのかを知

収や合併などが，さまざまな形で起こるよう

らなければならない。放送局の場合，それは

になった。最近マスコミを賑わした大きなメ

視聴率を取らなければならないということを

ディア融合の事例としては，2007 年７月に，

意味する。しかし，とりわけプライムタイム

暫定合意した米ニューズ・コーポレーション

では，十数パーセントの視聴率が求められる

社による米ダウ・ジョーンズ社買収がある。

ため，熱心なファンがいてもそれがマイノリ

この一事に象徴されるように，テレビと新聞，

ティであるような番組やドキュメンタリー，

あるいは電気通信やインターネットなども含

自然もの，音楽，芸術番組などをこの時間帯

めて，さまざまな 合従連衡 が進んでいる。

に編成することは困難だと言われている。他
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方，画一化の指摘されているワイドショーな

く，共同主催者に近いものになっている。50）」

どについても，そのような作り方になってし

第三

まうのは，そういうネタを，そういうふうに

競争が熾烈化した結果，それらに取り囲まれ

扱うことである程度の視聴率が取れるから，

た公共放送は，今，「第二の危機」に遭遇し

つまり，テレビの顧客である視聴者がそれを

ている。「第一の危機」はライバルである商

求めているからだと説明されている。今後，

業放送が力をつけて来た時に起こったもので

何らかの方法で，視聴者という顧客の求めて

あるが，「第二の危機」ではその時よりもさ

いるものが，一層正確に，一層詳細に明らか

らに厳しい状況に公共放送は置かれている。

になりでもしない限り，このような「顧客の

2000 年８月，BBC 会長だったグレッグ・ダ

ため」の編成は，必ずしも「顧客」である視

イクはマクタガート講演で，次のように述べ

聴者の満足をもたらしてはいないように見え

ている。

商業放送ならびに商業的メディア間の

る。
第二

メディアは，存在する出来事を視聴者

BBC が変革を考えなければならない第３の

に伝える「媒介」者であるということになっ

理由は，BBC を取り巻く競争関係が変化し，

ているが，オリンピックなどの大スポーツ・

とりわけ今後約十年の間に現在とは打って変わ

イベントのことを考えると，半ば実施主体化

ったものになるだろうということです。整理統

しているように思われる。オリンピックはテ

合や合併などは，メディア業界においては今や

レビの人気コンテンツの一つで，多くの人が

時代の要請と化しております。BBC の競争相

視聴する。オリンピックの中継と同じくらい

手は，これまでのどんな時代に直面してきたそ

視聴率を稼げるドラマその他の番組を制作す

れらよりも巨大で，資金も潤沢で，かつ容赦な

るためには，もっと多額の制作費が要るはず

くなってきていて，巨額の資本を利用すること

だという論理で，オリンピック放送権は高騰

の出来るグローバル・メディア産業が勢力を強

を続けて来た。近年，オリンピック経費の半

めています。現在 BBC が直面している競争は，

分以上は放送権料によっていると言われ，そ

歴史上前例のない規模のものなのです 51）。

の負担は放送局にとっても重いものになって
いる。オリンピック放送をめぐる変化につい

このような競争の熾烈化を考えると，清水

て，次のように書いたことがある。「それだ

の言うメディア間の「立体的協力」は 50 年

けの支出をしている以上，多くの人に中継を

前より一層複雑な問題になっていると見なけ

見てもらわなければ支払った金額に見合わな

ればならないのかも知れない。

い状況になっている。……ヒーローもしくは
ヒロインがいない競技の視聴率はよくないこ
とがこれまでの経験の中から明らかになって
いるから，テレビ局としては経営のためにヒ

３

考察

ーローやヒロインを必要としている。その意
味で，メディアは，今や単なる伝達者ではな

50年の歳月を振り返ってみると，テレビは，
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というような批判を

言ってもよい」と言う清水は，他方，書き手

浴びながら，他方では，視聴覚のメディアで

としても「売文業者 52）」を自称し，文章でイ

ある特性によって，また， プッシュ型

の

メージを伝えることの困難をよく知ってい

メディアであることによって，さらには電気

た。そういう経験もあり，また，テレビも放

信号によって送信されるメディアであること

送開始後まだ間もない頃のことで，どちらか

によって，人類史上かつてない大規模なマス

といえば理論的特性で考えられていたという

に対して，他のメディアが提供できなかった

こともあり，活字に比べて映像が直ちにイメ

量と質の情報を送り続けて来た。今でも，テ

ージを伝えることができるというような単純

レビは多くの領域における情報に関して，

化がなされているのだが，映像は，少なくと

人々が最も多く利用しているメディアであっ

も次の３つの点で，清水が言うほどにはイメ

て，その限りでは，「テレビジョン時代」が

ージを伝えられていない。

一方で

一億総白痴化

続いている。

第一は，映像のフィデリティ（忠実度）の

「テレビジョン時代」の入口に立って清水

問題である。これに類似したことは，音声の

が提起した 7 つの〈論点〉は，それぞれ独立

場合にもあった。まだ，CD のなかった時代

のものではなく，含み含まれるという関係も

に，レコードで再生する音楽が，原音にどれ

持ちながら，相互に結びついている。「テレ

だけ迫っているか，ということが問題にされ

ビジョン時代」の今後を考える上で重要と思

た。図式化して言うなら，

われる 3 つの点に触れて，小論を閉じること

①原音としての生演奏が，

にしたい。

②原テープに録音され，
③ミキシングを経て原盤がカッティングさ

１）「視聴覚」メディアとしてのテレビ

れ，
④原盤からプレスされた商品としてのレコ

第一は，テレビの新しさを「映像」として

ードを，

捉えることの当否という問題である。私見に

⑤オーディオ装置を有するリスナーが再生

よれば，清水の論文の最大の〈論点〉は，テ

する

レビの出現によって「活字の独裁」が終わり
始めているという点にある。その前提として，

というプロセスである。その各プロセスにお

書物・雑誌・新聞は「活字」，テレビは「映

いて伝えるべきイメージ（シグナル）に対す

像」という二分法があり，それがメディア間

るノイズ―もしくは，歪みが発生する。そ

の「立体的協力」における役割とも関わって

のため，折角の名演奏が貧弱な音でしか残っ

来るのだが，その後の経験に照らしてみると，

ていないというケースもあれば，元来は大し

この分類にはもう少し詳細な吟味が必要であ

た演奏ではなかったものが，加工段階におけ

るように思われる。

る

「永い間，私は書物を読んで暮らして来た。

お化粧

であたかも大演奏であるかのよ

うに出来上がっているものもある。映像の場

読むことは私の職業の一部分であり，この活

合も同様で，確かに映像としては何ものかが

動において私は一個のエキスパートであると

映ってはいるが，本来伝えるべきイメージを
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運んでいないというケースは，枚挙にいとま

うからである。キリスト教文化圏では，頭蓋

がない。例えば，1969 年７月 21 日の，宇宙

骨に蠅がたかり，鼠が食っている図が，「す

船アポロ 11 号の月面着陸の模様は日本中の

べてのものを容赦なく食う『時間』の猛威と，

テレビにも映し出されたが，月面の色は，そ

時間によって壊滅させられる物質，つまり肉

れぞれのブラウン管のメーカーや電波状況，

体の脆さを示す寓意」であることは，まだ想

機器の調整の工合などによって異なり，月面

像できるとしても，静物としての果物が，

の本当の色はどうなのか，というような議論

「甘さの故に虫が食いやすく，また腐りやす

を巻き起こした。また，NHK の「きょうの

いものと考えられ，甘美だがつかのまの快楽

料理 50 年

の寓意ともなった 54）」ことであったり，ルネ

懐かしのあの人

あの名調子」

で再放送された1978年の映像では，示された

サンスにおいては，
「裸体像の方が精神的な人

「生ごま」と「煎りごま」の違いはよくわか

物を表し……かえって衣服を身にまとうこと

らなかった

53）

。新しいところでは，2006 年

が物質的なものによって体を覆い隠すことを

12 月 31 日に行われた第 57 回 NHK 紅白歌合戦

意味していた 55）」ことなどは，予備知識がな

で，DJ OZMA の演奏中にバックで踊ってい

ければとうてい理解できないであろう 56）。ま

た女性ダンサーたちが，突如，一見裸に見え

た，NHK の中で語り伝えられて来た「アナ

るボディースーツで踊り出し，視聴者から抗

ウンサーのネクタイが曲がっていたので，ニ

議の電話が殺到したという出来事があった

ュースがよく理解できなかった」という場合

が，抗議してきたのは走査線 525 本のアナロ

のように，出演者や制作者が意識していなか

グ・テレビを見ていた視聴者だけで，ハイビ

った映像が，視聴者に見られるプロセスで

ジョンを見ていた視聴者には，それが「裸」

「意図されなかった効果」をあげてしまうこ

ではなく「ボディースーツ」であることは理

とも少なくない。一口にテレビと言っても，

解されていたという。こういったケースでは，

生中継のような即興的もしくは「出たとこ勝

テレビの映像が現物に対してどれだけの忠実

負」的な画作りしかできないものもあれば，

度を持っているのかを，時々は考えてみた方

映画に近い年月や手間ヒマをかけて，計算尽

がよさそうである。或る意味で，テレビの映

くで画作りのできるものもあるが，サイレン

像には今でも「見えども見えず」という部分

ト映画を想像すれば直ちに明らかなように，

がある。

映像だけで，一義的なイメージを運ぶことは

第二に，映像の多義性ということがある。

不可能である。

絵画を読み解くには，画家が生きていた時代

第三に，動画と結びついた音声の問題があ

と社会に立ち戻って，その時代における事物

る。多義的な映像の解釈を限定させるために，

の意味や考え方，支配的な様式などを考慮に

ナレーションを用いたり，近年多用されるよ

入れなければならないと言われている。それ

うになって来た発話内容を文字化し，イラス

は，そうしないと，映像として提示されてい

トまでつけたようなスーパーインポーズをテ

るものに多様な意味が考えられるため，メッ

ロップでつける必要が生じる。また，「スト

セージを読み解くことができなくなってしま

レート・ニュースには BGM や効果音をつけ
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ない」というセオリーが意味しているところ

し示すことになるであろう。

は，どのような音楽や効果音をつけるかによ

いずれにしても，「活字」に対比さるべき

って，同じ映像に対する印象が一変してしま

ものは，
「映像メディア」ではなく，「視聴覚

うので，事実としてのニュースの客観性が失

メディア」なのであろう。

われてしまう，ということである。
以上の３点からも明らかなように，映像だ

２）「公論の場」をどう確保するか

からといって，直ちにイメージから出発でき

第２の問題は，1958年の論文で清水が触れ

るものではなく，動画映像が音声（発話，ナ

なかったテレビの法制的側面，具体的に言え

レーション，BGM，効果音）をともなって

ば，公共放送と商業放送の役割の違いに関す

いることを忘れてはならない。例えば，テレ

る諸問題である。

ビ・ニュースの理解や研究についても，それ

この50年という歳月は，圧倒的に優勢だっ

が新聞記事の理解や研究でない以上，視聴覚

た公共放送がしだいにその存在感を失って行

的諸情報，つまり，ニュースを伝える人の身

った時期である。乱暴に要約するなら，今で

振り・表情や声の調子などの分析は不可欠の

言う視聴率三冠王とか四冠王の初代は NHK

ものであるはずだが，近年まで，そのような

であったが，それからほぼ10年ずつのサイク

問題はあまり取り上げられて来なかった。テ

ルでトップが交替してゆく。NHK が 1964 年

レビにおける映像と活字は，単純な「あれか，

の編成変えで報道・教養路線に切り換えた

これか」という関係ではない。

後，まず「ドラマと報道の TBS」の好調な一

2007年現在に立って，メディアにおける活

時代があり，次に「面白くなければテレビじ

字と映像の関係を考えようとする場合，かつ

ゃない」というキャッチフレーズで若者をと

てと大きく異なっているのは，インターネッ

らえたフジテレビが台頭し，グループ・イン

トの存在である。インターネットが登場して

タビューによる質的データを武器に日本テレ

来た当初は，振り子が再び活字の側に振れる

ビがトップの座を奪った。その後，再びフジ

ように見えたが，その後の技術の発達と普及

テレビがトップに返り咲いて現在に至ってい

は，インターネットというメディアの中でも，

る。このように，商業放送の間でも熾烈な視

活字から音声，映像へというメディア史的発

聴率競争が繰り広げられているが，公共放送

達と同じプロセスの変化を繰返している。こ

では，視聴率・接触率をどうやって上げるか

れからは，高速回線の普及・低料金化と共に，

ということが喫緊の課題になっている。

再び映像の側に振り子が振れてゆくことにな

商業放送が台頭してきた際に，公共放送が

るものと思われる。そうなれば，「映像化さ

視聴シェアを失うというのは，日本に限った

れ難いもの，鮮明な色彩を伴わぬもの，そう

ことではない。1950 年代後半の BBC もそう

いう事実は，テレビジョンの世界においては

であったし，1980 年代後半のドイツの ARD

影のようなもの，無に近い存在にならざるを

やZDFもそうであった。その際に，最も危惧

得ない」という清水の指摘は，テレビだけで

されたことは，民主主義的な社会の中で，社

なく，近未来のメディア地図全体の傾向を指

会の構成員すべてに関わりのあるような問題
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を提示し，それについて社会の構成員が判断

できない種類の番組に特化すべきだ」という

するのに必要な情報を提供する手段が失われ

主張がなされている 59）。これに対して公共放

ることであった。一言でいえば，「公論の場」

送の側は，公共放送にとって娯楽番組は不可

をどう設営し，判断材料をあまねく提供する

欠なものだという考えを保ち，例えば，娯楽

かをめぐる問題であった。日本におけるこの

が「社会的な議論を活発化させるという役割

問題の議論では，「公共性」というあいまい

を果たさなければならない」というような理

な概念が長らく用いられ，「公共性は商業放

由が挙げられている 60）。BBC やドイツの公

送にもある」という主張が，早くから商業放

共放送はその歴史を通じて娯楽番組を重視

送によって行われている

57）

が，例えば，ド

し，経営的危機に陥った際，常に娯楽番組を

イツでは，
「内部的多元性」，「外部的多元性」

テコ入れして危機を凌いで来た。そこに，広

というような考え方によって，公共放送と商

く視聴される娯楽番組で存在感を示し，財源

業放送の役割が明確に分けられている

58）

。

の安定を図るというねらいがあったことは否

多チャンネル化によって中核的もしくは基

定できないが，それと並んで，全社会規模の

幹的テレビ・チャンネルがなくなり，テレビ

「公論の場」を機能させるということが併せ

以外の，インターネットなどのメディアがテ

て意図されて来たように思われる。地上波と

レビのシェアを奪った場合，地震や津波など

衛星，ケーブルを含めたトータルなテレビ放

の非常災害を含めた自然的，政治的，経済的，

送環境の中で商業放送の勢力が強まったこと

社会的な問題が発生した時に，それをすべて

で，情報空間全体についても商業化の傾向が

の人々に速やかに伝えることは極めて困難に

生まれている。その中でテレビが民主主義的

なりはしないか。そのような使命は，もとも

社会にとって有意味なものであり続けるため

とテレビというメディアとワン・セットのも

には，デジタル時代の情報インフラストラク

のではなく，テレビにそれを課すかどうかは，

チャとしてどのようなサービスが求められる

一つの法制的判断である。このまま放置すれ

のか，また，そのための財源をどう確保する

ばテレビの視聴が細分化されてゆく状況の中

かなどについて，衆知を集める必要があるで

で，その役割を引き続き公共放送に担わせる

あろう。

のか，商業放送にその種の義務づけをするの
か，あるいは，携帯電話サービスなどの利用
に切り換えるのか，何らかの方策が講じられ
なければならないであろう。

３）メディアと人間の関係をめぐる変化
最後に触れておかねばならない点は，清水
が「テレビジョン時代」を論じて以来の 50

なお，この点に関連して，公共放送におけ

年の間に，メディアと人間の関係が大きく変

る「娯楽」番組をめぐる動きがある。公共放

貌したことである。ここでは，この点につい

送が娯楽番組を含む，報道・教育・教養番組

て，さらに３つに分けて考察を加えておきた

との総合編成を行っていることに対して，主

い。

として商業放送の側から，「娯楽番組は商業
放送に任せて，公共放送は商業放送では提供
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①台頭する「視聴者」
〜

二極構造

から

メディア・テクストの「読み解き」とかいう
四極構造

へ

ように，視聴者―活字メディアの場合は，

テレビ放送が始まった当初は，視聴者もま

読者―の主観的，主体的働きを強調する考

だナイーブであった。視聴覚ニュースに接す

え方も広がっている。それだけでなく，ブロ

る機会といえば，映画館へ行った時，本編の

グやパブリック・アクセス番組など，これま

前に上映される数項目の映画ニュースぐらい

で一方的にメディア情報を受信するだけだっ

しかなかった時代であるから，政治や社会の

たマスの中から，不特定多数の人々に向けて

出来事を映像で見ること自体が珍しかった

発信するケースが現れている。すでに見たよ

し，情報化も視聴者の高学歴化も進んではい

うに，このことが，マス・メディア情報の信

なかった。テレビの役割は，啓蒙的，家父長

頼性を相対化している。

的であった。2001年，内川芳美は日本マス・
コミュニケーション学会の 50 周年に際して，

②メディアを利用するのは人間だが，メディ

この間にマス・メディアの自由という問題

アも人間性を作り上げる

が，マス・メディアと政治権力および視聴者

上記の側面では，人間はメディアを利用す

との関係について，「政治権力対マス・メデ

る主体として現れている。そこに見られる人

ィアの自由という，いわゆる二極関係でなく，

間は，メディアを批判したり自ら不特定多数

市民を加えた三極関係の中でとらえるという

に向かって発信する強い存在である。しかし，

考え方」に移って来たことを指摘した

61）

。

メディアと人間の関係には，人間がメディア

しかし，ヨーロッパの公共放送が，例外な

を利用するという側面とは別に，メディアが

く，政治からの自由と共に経済からの自由を

人間に影響を与えるという受動的な側面があ

その基本理念として掲げていることを考える

る。メディアが人間を作る，と言った方が，

と，「権力」と「メディア」，それに「市民」

清水の問題意識に近づくであろうし，そうす

という三極関係ではなく，それに「商業的諸

ることで「テレビジョン時代」が発表された

勢力」を加えた四極関係の中で捉えなければ

少し後の1960年代に日本でブームになったマ

ならないように思われる。すでに見たように，

クルーハンのそれと重なっていることが見て

オリンピックなどの大スポーツ・イベントに

取れるであろう。

関しては，個別のスポンサーの意思というよ

清水とマクルーハンの共通点は少なくとも

りは，メディア自体が経営意思として当該の

二つあり，その一つが「メディアが人間を作

イベントの成功に向けて努力せざるを得なく

る」ということであり，もう一つがメディア

なっているし，公共放送もこの種の問題から

間の「立体的協力」ということである。

自由ではないからである。
内川が第三の極として挙げた「市民」は，

「メディアが人間を作る」という点に関す
るマクルーハンの主張は，グーテンベルクの

これまで「受け手」とか「視聴者」と呼ばれ

発明した印刷術が活字人間を作り，テレビは

て来た。少し前から，この語法は不適切であ

それとは別種の人間を作り上げたと要約して

るという主張が行われ
240

62）

，能動的視聴者とか，

よいであろう。そのことは，清水が「テレビ

脱テレビ時代の到来

ジョン時代」の中で述べたことと重なってい

『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の

る。再度引用しておけば，「余暇において初

精神』にしろ，マクロな傾向に関する社会学

めて可能になる苦悶，反省，勉強がテレビジ

説は，すべてある程度まで思弁的にならざる

ョンによって不可能になり，人間が昼間は現

を得ない。

実によって吸収され続け，夜はリアリティを

テレビメディアが人間性に与えた―今も

持って迫る映像にノック・アウトされ続けて
いたら，与えられた現実を越えて行くという

与えている―影響に戻ると，ここでも，テ
．．
レビだけが独立変数として作用した結果与え

人間の態度はなかなか生まれるチャンスがな

た影響というようなものは，取り出すことが

いであろう」ということになる。

できない。一般にテレビの影響と見なされて

バランおよびデービスの『マス・コミュニ

いるものの中には，家族構成や家庭のあり方

ケーション理論』によれば，メディアの影響

の変化や，一家の稼ぎ手が働いている企業や

をめぐる学説はメディアに圧倒的な影響力を

その企業を取り巻く経済的環境の変化，さら

認めるヨーロッパの大衆社会論から，アメリ

にその外側にある技術や政治，社会的風潮の

カにおける限定効果論を経て，再び強力効果

変化などが混じっている。

63）

その種の面倒な問題を一切捨象して言うこ

テレビ研究のあちこちで影響についての示唆

とが許されるなら，活字人間，テレビ人間の

が行われていながら，このように学説が分か

時代から，私たちは今，パソコンや

れ，流行のように振り子が振れているのは，

イ

影響についての科学的検証が困難だという事

人間性が形成される時代に入りつつあると考

情があるからである。因果関係の科学的検証

えられる。人間は可塑的な存在であり，日本

の手続きによれば，

人とアメリカ人，中国人の違い，あるいは都

論が見直されるという流れになっている

。

ケータ

などの電子機器の「影響」を強く受けて

①原因と結果と見られる二つの変数（独立

会の人間と農村の人間の違い，上層階級と下

変数と従属変数）の間に，一方が変化す

層階級の違いなどは，ほとんどすべて，人間

れば必ず他方が変化するという共変関係

の社会的な形成のされ方の違いと言ってよ

が存在すること

い。清水やマクルーハンの前例に倣って，そ

②独立変数の変化が従属変数の変化に先行

響を与えるという考え方は，依然として有意

していること

味なものであろう。

だけでなく，
③他の重要な変数の影響が存在していない

このことは，清水が論文の最後で触れたメ
ディア間の「立体的協力」についても影響を

こと
という条件を満たしていなければならない

の時代の主要なメディアが人間性の形成に影

64）

。

与えずにはおかないが，この点については，

しかし，現実には，社会的現象や歴史的現象

次のメディア・リテラシーとの関連で触れる

について他のすべての変数を統制することな

ことにする。

ど不可能である。したがって，デュルケムの
『自殺論』にしろマックス・ヴェーバーの
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③メディア・リテラシーとテレビをめぐる社

代背景も，ねらいや運動の担い手も大きく異

会的関係の新展開

なっている 65）が，それがどうであれ，メデ

清水もテレビと社会の関係を論じた第７節

ィア・リテラシーは全方位的でなければなら

で，その社会における演劇その他の芸術の発

ない。テレビのメディア・テクストは読み解

達段階，就学率・識字率，新聞・雑誌の発達

けるが新聞はダメだとか，雑誌には強いがイ

などのメディア状況との関係に触れている

ンターネットについては無知だとかでは，リ

が，その後の研究や実態の変化として明らか

テラシーがあるとは言えないであろう。

になって来たのは，テレビの理解ならびに享

以下，思いつくままに，いくつかの問題を

受の仕方が人によって大きく異なるというこ

指摘しておく。

とであった。テレビ研究の中で言えば，初期

視聴覚メディア・テクストの読み解きについて

の研究は，制作者の意図を視聴者がどれだけ

メディア・リテラシー教育の「発祥の地」

正確に理解したかということに主たる関心を

であるイギリスでは，これをメディア教育

持っていたけれども，それらの研究の中でし

（media education）と呼んでいるようであるが，

だいに明らかになって来たのは，視聴者が制

その始まりは1930年代のことであるという 66）。

作者の予想もしなかったような多様な見方を

しかし，イギリスの場合も含めて，メディ

しているという事実であった。悲劇を喜劇と

ア・リテラシー運動のきっかけは，映像を批

して見ることも可能であるし，ドラマをファ

判的に読み解くことがそれほど簡単なことで

ッションのスタイル・ブックとして見ること

はない，という認識にある。そこから，運動

も可能である。テレビをどう見るかは，視聴

のかなりの部分は，映像の文法を学ぶこと，

者の能力，人格，関心，気分，視聴状況，予

また，視聴覚作品制作の背後にある諸問題や

備知識などによる。

事情を知ることなどに費やされている。例え

歴史的に見れば，このことは，19世紀以来

ば，「やらせ」とか「再現」という問題があ

の哲学の変化とも呼応している。自然科学は

る。過去に実際に起こったことを，しかし，

客観的な世界の存在を前提としてニュートン

その時の実写映像ではなく再現して撮影した

物理学をその代表とするモデルでものごとを

場合，それは「やらせ」として非難されるべ

考えて来たが，その前提が崩れ，ニーチェが

きなのか。自然番組の中で動物の生態を示す

端的に述べたように，「存在するのは解釈だ

ために，人工的環境の中で撮影したシーンを

けである」ことが明らかになった。

挿入した場合，そこには必ずテロップのスー

近年盛んになって来ているメディア・リテ

パーインポーズで，そのシーンが「自然環境

ラシー運動は，上記のような認識に立って，

の中で撮影されたものではない」という断り

メディアの提供する情報をより正確に理解し

を入れるべきなのか。こういうことが，日本

たりよりよく利用したりするための知識と技

でも繰返し問題にされて来た。文章だけで伝

能を広めようとするものである。一口にメデ

える活字メディアの場合と，映像と音声がな

ィア・リテラシーといっても，イギリスとカ

ければニュースも番組も放送できないテレビ

ナダ，アメリカでは，それぞれ，始まった時

とでは，作法が異なるのは当然であるが，制
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作者にとって「常識」として前提されている

題意識は，これまで映像が理解できていなか

ことが視聴者には共有されていないことが少

ったのなら，活字については本当に理解でき

くろ こ

なくない。歌舞伎の舞台における黒衣は実際
には観客の目に映っているが，それは「見え

ていたのか，という反省を呼び起こす。
言語の重要性が再浮上して来ているのは，

ていない」という約束ごとになっている。そ

それだけの理由ではない。メディア・リテラ

ういった約束ごとが，テレビの制作者と視聴

シー教育が，すべてのメディア・テクストに

者の間にも必要なのではないか，あるいは，

ついての批判的読み解き能力の向上を目指す

少なくとも制作者がどういう約束に従って番

ということは，映像であれ活字であれ，苦手

組やニュースを作っているのかを知っておく

なメディアがあってはならないということで

ことは，テレビの提供するメディア・テクス

ある。生まれた時から生活の中にテレビがあ

トを批判的に理解する上で役に立つのではな

った世代にとっては，テレビを見るというこ

いかという発想が，関心を有する人々の間に

とは親しい体験であるが，先行する世代に比

広がっている。

べれば，活字を相手にして来た時間量はその

活字メディアの重要性について

分だけ少ないはずである。視聴覚メディアが

このように，メディア・リテラシーは，或

普及し浸透すればするほど，活字については

る程度まで視聴覚メディアの普及をきっかけ

練習時間の少なかった世代が増えることにな

として誕生して来たため，そこには「書き言

る。ところが，人類のこれまでの情報の蓄積

葉はエリートのコミュニケーション手段だと

からいって，最大の情報量を持っているメデ

考えるよからぬ伝統が今でもはびこってい

ィアは，今でも活字―書物―である。活

る

67）

」というような問題意識が見られること

字の独裁は終わりを告げつつあっても，私た

があるけれども，私見によれば，言語，それ

ちは，活字と縁を切って生きて行くことはで

も，書き言葉の重要性に回帰せざるを得ない

きない。

ように思える。

もう一つ，さらに根本的かつ重要な問題が

諸外国の事情はよく知らないが，日本の場

ある。それは，1958年の論文の中でも指摘さ

合，識字率がほぼ 100 ％になったことを「文

れていることであるが，抽象的なことがらは

盲率がゼロになった」と表現し，その時期が

映像化できないということによる。『本はど

早かったことを世界に対して誇るような雰囲

う読むか』の末尾で，清水はこの問題に再び

気があった。しかし，リテラシーは，「字が

触れている。

読める」だけで達成できるものではない。英
語の辞書を繰ってみると，そこには「識字」

……，テレビにも泣きどころがある。映像と

に当たる「読み書きの能力」という語義のほ

して私たちに示されるものは，現に存在する

かに，「教養」というような語義が示されて

物体的なものだけである。物体的なものに人

いる。「字が読める」ことと「書かれている

間も含めてよいが，いずれにしろ，映像化さ

ことがらが理解できる」こととは決定的に違

れるものは，眼に見えるものだけである。眼

う。映像が本当に理解できているかという問

に見えるものを生々と――というのは，受け
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手が想像力を働かせる必要もなく，余地もな

ような現場の反応もあり，全体としては，し

く――示す点において，書物はテレビと競争

だいに大きな流れになりつつある。

することは出来ない。しかし，現に存在する
物体でないもの，眼に見えないもの，過去の
こと，未来のこと，これらのものについては，
テレビは映像を与えることは出来ない。文字

４ 「脱テレビ時代」の到来

や言葉という頼りのないものに辛うじて身を
託した精神的なもの，観念的なもの，抽象的

清水幾太郎が 1958 年に書いた「テレビジ

なものは，いかにテレビが発達しても，これ

ョン時代」を読み返しながら，日本における

を映像として示すことは出来ない。それは，

テレビが「いずこより来り」，「何者であった

書物という古いメディアの内容になるほかは

のか」を見て来たが，その今後を考えるに当

ない。映像から得られた観念や思想がある場

たって，テレビが単なるテレビでなくなりつ

合，それらを表現するノーマルなメディアは

つあることに触れておきたい。この時代を，

活字メディアになるであろう。

私は，ダニエル・ベルの「脱産業社会の到来 69）」
を思い返しながら，「脱テレビジョン時代」，

そこから清水は，58年の論文にも記されて

いや，「テレビジョン」が「テレビ」と省略

いたメディア間の「立体的協力」という問題

されて久しい現在では，「脱テレビ時代」と

に移って行くのだが，その基本的な考え方は，

名づけたいと思う。依然としてテレビはメデ

ほぼ近年のメディア・リテラシー運動のそれ

ィア地図の中心に存在してはいるが，質的な

と重なり合うものである。

転換をすでに遂げているという意味で，「脱」
という文字を冠することは，産業社会から脱

テレビ局とメディア・リテラシー運動，
もしくは「視聴者」とのネットワーク展開

産業社会への転換の場合と同じである。
本格的デジタル時代を迎えつつあるテレビ

諸外国に比べるとやや緩慢な動きのように

は，いくつかの点で，これまでのテレビとは

思われるが，MELL（メディア表現，学びと

質的に異なるものになろうとしている。その

68）

を初め，さまざ

第一はサービス形態の多様化，第二は事業理

まな活動が展開され，その中で放送局もメデ

念の変更であり，第三は視聴者との関係の変

ィア・リテラシーの運動に対応し始めている。

化である。

リテラシー）プロジェクト

放送に直接たずさわっている人々の間には，
この運動に対する 痛し痒し の感情があり，
より深く理解してくれる視聴者が増えること

「放送局」から「マルチ・デジタル・サー
ビス」へ

を喜ぶ一方で，「やらせ」や「政治的公正」な

一見，矛盾するような言い方になるが，放

どについてうるさいことを言われるようにな

送局が「放送」だけを行っていればよい時代

っては敵わないという懸念もある。しかし，

は，急速に過去のものとなりつつある。取材

実際に参加してみたら「勉強になった」という

した確かな情報を多くの人々に速やかに伝え
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るという使命には何ら変わりはないが，それ

だけでなく，番組制作や取材のほか，広く

を「無線通信の送信」という伝送路だけで送

BBCの業務に関わる文化・創造産業および作

り続けることはできなくなったといってよ

家・俳優・その他の芸術家といった諸個人を

い。利用者の事情や都合に合わせて，インタ

含んでいる。この選択は，公共放送がデジタ

ーネットや IPTV など，可能な限りの伝送路

ル時代を生き延びるための戦略なのであろう

を使って伝えることが必要になっている。

が，他面では，過度の商業主義に陥る危険が

BBCは従来の無線通信の送信以外に，オン・

ないでもない 72）。

ライン・サービスやオン・デマンドのiPlayer
サービスを開始しているし，ドイツの ARD

「視聴者」との新しい関係の構築

とZDFも，オン・デマンド・サービスを開始

同じく “Making it Happen” 運動の結果とし

している。フランスでも，研究者向けおよび

て，BBCは，視聴者中心主義をより明確に打

商用の放送番組デジタル・アーカイブがあ

ち出したが，実は，その際，「視聴者」の概

り，インターネットでアクセスできる一般向

念が変わっていることが重要である。前にも

けの公開も始まっている

70）

少し触れたように，現在の視聴者は，ただテ

。

利用者の便宜を追求すると，情報サービス

レビを見ているだけの視聴者ではない。その

はリアル・タイムからオン・デマンドにな

後の BBC が考えているらしい「視聴者」は，

る。無線通信の送信からデジタルへの転換は，

自分たちが求めている番組その他のサービス

フローだけのサービスからストックとの併用

を明確に述べることで，番組コンセプトやフ

へ移ることを意味している。しかし，このこ

ォーマットの開発に参考になる情報を提供し

とは，多くの人々が厳密な意味で「同時に」

たり，何らかの形で取材や番組制作に関わっ

一個所に集う「広場」の喪失と裏腹の関係に

たりするような存在で，単なるお客さまでは

ある。

なく，いっしょに放送を作ってゆく仲間とし
ての視聴者との関係を結ぼうとしている 73）。

視聴者のためだけでない「公共的価値」

「視聴者」が「仲間」に変わるということは，

BBCは2002年以来，“Making it Happen” と

放送局が「送り手」からみんなの集まる「広

いう職員意識改革プロジェクトを実施し，そ

場」に変わるということである。これは，古

の過程で，BBCは少なくとも２つの重要な路

い話を持ち出せば，ラジオの時代に NHK が

線変更を行っている。その一つが，「公共的

全国の地域放送局を，その地域の文化活動の

価値」という形で打ち出された考え方である。

中核にしようとしたのに似ているが，その活

この運動を通じて，BBCは，その究極的な目

動の広がりは，NHK の場合よりもずっと大

標が，社会全体にとっての「最大の公共的価

きいように見える。

値」
（the “greatest public value”）を供給する
71）

このように，BBCやヨーロッパの公共放送

。「社会

のサービスは，すでに旧来のテレビの概念か

全体」というのは，従来のような視聴者―

らはみ出し，視聴者との関係も，関連事業者

より正確にいうなら，受信許可料支払者―

との関係も変えて，新しい時代に分け入ろう

ことにあると考えるようになった
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としている。中村美子が言うようにこれが

４）マルコーニが電波の無線送信に成功したのは

「デジタル時代の公共放送モデル」であるな

1895 年のことであるが，一般に世界最初の放送局

ら，やはり「テレビジョン時代」はもう終わ
っていて，「脱テレビ時代」が始まっている
と見るべきであろう。

と言われている米ピッツバーグの KDKA が放送を
開始したのは 1920 年である。『20 世紀放送史』（上
日本放送出版協会，2001年 22ページ）
５）1895 年，パリでルイ・リュミエールが世界最初
の本格的上映映画「工場の出口」を上映した。

あたか

「恰も一身にして二生を経るが如 74）」き体
験をした福沢諭吉が，よくその先を見通せた
ように，「活字の独裁」が終わり始めようと
する時点に立った清水幾太郎の分析も長い生

６）図の数字は，『20 世紀放送史』（資料編，688 689 ページ）によった。同書によれば，1970 年度
の普及率は「94.8 ％」となっているが，これは同

･･

年度末の契約数 22,818,567 を，なぜか 1965 年 10 月
の国勢調査世帯数 24,081,803 で除したものである。

命を持ち続けている。今，こうして再訪を終

1970 年 10 月の国勢調査世帯数は 28,093,012 で計算

えてみると，ここでの清水の主張は，ほぼ，

すると，81.2 ％となる。

メディア・リテラシーの考え方と合致してい
るように感じられる。メディアの側で，「立
体的協力」に向けて，それぞれのメディアの
特性を生かしたサービスが提供されることは
必要であるが，他方では，受容者がそれを批
判的に利用するという姿勢の重要性も変わら
ないであろう。利用可能なメディアの数が増
し，それらの相互関係がさらに複雑になって

７）『20世紀放送史』（上），415ページ
８）以下の，テレビ・ニュースの歴史的変化の全体
については，横山滋「50 年のテレビ編成の変化と
その背景

〜報道番組を中心に〜」，『放送文化研

究所年報 47』（2003 年３月）を参照されたい。
９）横山滋「テレビ 50 年

番組編成はどう変わって

きたか」，『放送研究と調査』2003 年１月号，24 25ページ
10）テレビ報道研究会『テレビニュース研究』（日
本放送出版協会，1980年），18ページ

行くことを考えれば，清水が指摘した「個人

11）読売新聞社「新聞に関する定期調査」（1958 -

の自由な使用に委ねられている余暇」および

1966 年）引用は，牧田徹雄「テレビ視聴者調査の

その「余暇において初めて可能になる苦悶，
反省，勉強」は，一層，その重要性を増して
いるように思われる。

半世紀」
（『思想』2003年 12 月号，227ページ）から
12）上村修一／居駒千穂／中野佐知子「日本人とテ
レビ・ 2000

と調査』，2000 年８月号，２- 35ページ

（よこやま しげる）

13）白石信子／原美和子／照井大輔「日本人とテレ
ビ・ 2005

１）吉見俊哉，［解題］，『思想』2003 年 12 月号，７
ページ
２）水越伸「〔生き返るための処方箋〕ここに可能
市民との回路をつなぎ直す」，特集

「生き返れ！

テレビ」，『世界』1999 年５月号，

127 ページ
３）以下，清水幾太郎「テレビジョン時代」からの
引用については，すべて注を省略する。
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テレビ視聴の現在」，『放送研究と調

査』，2005 年８月号，26- 55ページ

注：

性がある

〜テレビ視聴の現在〜」，『放送研究

14）『日本人の生活時間』（日本放送出版協会，1963
年）には，「ここでは，新聞雑誌および書籍を読
んでいた場合を一括して集計したが，書籍を読ん
でいるものは全体の中ではきわめてわずかであっ
たので，これを新聞雑誌として総括することにし
た。また新聞と雑誌とを比べてみても，新聞の占
める割合の方がはるかに大きいが，ここでは，印
刷媒体に接している場合を総括するものとして新
聞雑誌ということばをあえて用いている」と記さ

脱テレビ時代の到来

頼』の構造『日本人のマス・メディアに関する意

れている。91ページ
15）NHK 放送文化研究所・編『日本人の生活時
間・ 2000

NHK 国民生活時間調査』（日本放送出

識』調査の再分析から」，『放送研究と調査』2003
年 12 月号，36- 51ページ
28）テレビ報道研究会『テレビニュース研究』（日

版協会，2006 年），53- 55ページ
16）読売新聞社のサイトに，日本 ABC 協会の報告に
よれば同紙の 2006 年３月の朝刊部数が全国で
10,018,373 部である旨の記載がある。

本放送出版協会，1980年）などを参照
29）萩原滋編著『変容するメディアとニュース報道』
（丸善，2001年）など
30）筆者自身の試みとしては，横山滋「村山新首相

http://info.yomiuri.co.jp/company/data/
17）立花隆『アメリカジャーナリズム報告』（文春

誕生はいかに伝えられたか」，『放送研究と調査』
1994 年 12 月号，同「テレビ・ニュース比較研究の

文庫，1984 年），12- 13ページ
18）第 1112 回放送用語委員会では，テレビの早口化
の問題を取り上げた。その中で，今福祝（1964 年）

試み（その２）−

自衛隊合憲

答弁を中心に」，

『放送研究と調査』1995 年８月号がある。その後，

がニュースを読む速度は，1 分間 318 字，磯村尚徳

伊藤守編『テレビニュースの社会学

キャスター（1974 年）は 304 字，平野次郎（1990

リティ分析の実践』（世界思想社，2006 年）など

年）420 字，久米宏（1992 年）561 字であったこと

マルチモダ

が出ている。

などが紹介されている。木佐敬久「テレビの早口

31）東京新聞「言いたい放談」2002 年９月 20 日（金）

を考える」，『放送研究と調査』1992 年８月号，59
19）もちろん，サイトの更新などで，当該のページ

32）例えば，『社会科学と社会政策にかかわる認識
、、、、、
、、、、
の「客観性」』では，「意欲された結果と意欲され
、、、、
なかったこの結果〔随伴〕結果との〔相互〕秤量

や資料が変更されたり，削除されてしまうケース

が，できるようにする」という記述がある（富永

も少なくない。

祐治・立野保男訳，折原浩補訳，岩波文庫，1998

ページ

20）日本人の作品を集めたものとしては，「青空文

年），32 ページ。また，『プロテスタンティズムの

庫」（http://www.aozora.gr.jp/）が知られている。

倫理と資本主義の精神』にも，「全然意図されな

テレビの場合は，いわゆるサーバ型テレビによる

かった結果」という言葉が使われている（大塚久

放送が一般化して初めて「一過性」というテレビ

雄訳，岩波文庫，1989 年），134ページ
33）『20世紀放送史』
（下），42 ページ

のメディア特性の一つが変化する。
21）国際シンポジウム「グローバル放送の時代

〜

34）簑葉信弘『BBC イギリス放送協会

パブリッ

多様化と多極化の中で〜」，『放送研究と調査』

ク・サービス放送の伝統』（東信堂，2002 年），

2005 年９月号，２- 15ページ

102ページ

22）http://nakata.net/jp/tv/2007 年 11月現在
23）http://nakata.net/jp/2007 年 11月現在
24）朝日新聞

1999 年７月 10 日夕刊，15 日夕刊，

20日，22 日
25）この問題を扱った Wikipedia の当該ページには，
「お宅さんみたいのはね，お客さんじゃないんで
すよ，もう。クレーマーっちゅうのお宅さんはね。
クレーマーっちゅうの」と記されている。

35）藤竹暁『ワイドショー政治は日本を救えるか
テレビの中の仮想政治劇』（KK ベストセラーズ，
2002 年），140 ページ
36）藤竹暁，前掲書，142ページ
37）『研究社リーダーズ英和辞典』
38）Kiku Adatto, “Sound Bite Democracy: Network
Evening News Presidential Campaign Coverage,
1968 and 1988,” June 1990, a research paper

26）横山滋／米倉律「同居する『信頼』と『批判』

published by Harvard University’s Kennedy School

〜「日本人のマス・メディアに関する意識」調査

of Government. なお，同論文は Kiku Adatto,

から〜」，『放送研究と調査』2003 年３月号，５ -

“Picture Perfect--The Art and Artifice of Public Image

６ページ

Making,” Basic Books, 1993, に“Sound Bite

27）横山滋／米倉律「マス・メディアに対する『信

Democracy” としてほぼ同じ内容で採録されてい
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る。Daniel C. Hallin, “Sound Bite News: Television

片』（文藝春秋，1975 年）には，彼の人生のキー

Coverage of Elections, 1968-1988,” Journal of

ワードのように，「こうして，私は売文業者とし

Communications 42 g 2 (Spring, 1992）: ５- 24. 横

ての生活の出発点に立った。」（下巻，29 ページ

山滋「アメリカ大統領選挙報道におけるサウンド

ここでの引用は文春文庫版によった），「私は売文

バイト研究について」，『放送研究と調査』1996 年

業者である。出版社から頼まれた原稿を書き，そ

11 月号を参照されたい。

れを売って，原稿料という代金を受取り，それで

39）横山滋「小泉首相誕生で脚光を浴びるサウンド
バイト」，『放送研究と調査』2001 年７月号，119

生活しているものである。」（下巻，211 ページ）
などの用例がある。
53）2007 年 11 月１日（木）午後９：00 〜午後９：25

ページ
40）藤竹暁，前掲書，192ページ

（25分）教育／デジタル教育テレビで放送された。

41）横山滋「アメリカ大統領選挙報道におけるサウ

54）若桑みどり『絵画を読む

イコノロジー入門』

（日本放送出版協会，1993年）32ページ

ンドバイト研究について」
（前掲），62ページ
42）横山滋，前掲38）論文，62-64ページ

55）若桑みどり，前掲書，49ページ

43）友宗由美子／原由美子「「時間快適化装置」と

56）若桑みどり『絵画を読む

してのテレビ−視聴態度と番組バラエティー化の

イコノロジー入門』

（日本放送出版協会，1993年）
57）日本民間放送連盟放送研究所 編『放送の公共性』
，

関係」，『放送研究と調査』2001年 11月号
44）放送法第二条における「放送」の定義

岩崎放送出版社，1966年

45）この点については，コピーできる回数を 10 回に

58）石川明「二元的放送体制と公共放送

西ドイツ

の第四次放送判決をめぐって」
，
『放送研究と調査』

するという新たな合意が形成されている。
46）藤竹暁『マス・メディアと現代』（日本放送出

1987年２月号，2-11ページなど
59）横山滋「公共放送と娯楽番組」，『放送研究と調

版協会，1992 年），87- 91ページ
47） Günther Anders, Die Antiquiertheit des

査』2007 年７月号，44-60ページ

Menschen: Uber die Seele im Zeitalter der zweiten

60）前掲 59）のワークショップにおける西部ドイツ

industriellen Revolution, 1956, S. 101. なお清水の表

放送協会（WDR ＝ ARD 加盟局の１つ）のアクセ

記では「アンデルス」となっている。

ル・バイヤー（テレビ・娯楽番組部長）の発言，

48）ピエール・ブルデュー『メディア批判』（藤原
49）横山滋「BBC の意識改革①

54ページ
61）「シンポジウム―日本マス・コミュニケーショ

書店，2007 年）
創造性向上のため

ン学会 50 年：『回顧と展望』」（2001 年秋期研究発

の Watering Hole の方法」，『放送研究と調査』

表会），『マス・コミュニケーション研究 61』，

2007 年１月号，36ページ

2002.7，8 ページ

50）横山滋「オリンピック・ニュースはなぜ
放送

応援

化するか―トリノ・オリンピック関連報

「ところが，これまた御承知のように，その一方
で，その後のマス・メディアの質的・量的な変化，

道から」，萩原滋編著『テレビニュースの世界像』，

発展の過程で，マス・メディアの自由を政治権力

勁草書房，2007 年

対マス・メディアの自由という，いわゆる二極関

51）http://www.bbc.co.uk/pressoffice/speeches/
stories/dyke̲mactaggart2000.shtml
52）清水は，この言葉に「正面にいる読者のことを
考えるより，横にいる同業者の眼を気にして，

係でなく，市民を加えた三極関係の中でとらえる
という考え方が台頭してまいりました。いわゆる
アクセス権の思想，あるいは知る権利の理論，あ
るいはプライバシー権の理論，さらには一般的な

『業績』の心算で不親切な文章を平気で書く」大

人権意識の高揚といったものが，マス・メディア

学教授と差別化する意図と，売り物になる文章の

対市民という新しい次元の関係軸を登場させるこ

書き手としての矜持を込めて，あちこちで「売文

とになって，マス・メディアの自由の価値を考え

業者」を自称している。例えば，『わが人生の断

る上での新たな構造として浮上してまいりました。
」
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62）例えば，山口誠「放送とオーディエンスの関係
を再考する

bunmei-1.htmlで公開されている。

―新たな放送モデルと公共性へのメ

ディア史的試論―」，
『放送メディア研究』第５号，
2008 年
63）Stanley J. Baran and Dennis K. Davis, Mass
Communication Theory, Foundations, Ferment,
Future, Wadsworth, 2003.

宮崎寿子監訳（李津

娥／李光鎬／鈴木万希枝／大坪寛子訳）『マス・
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 理 論 』（ 上 ・ 下 ， 新 曜 社 ，
2007 年）
64）高根正昭『創造の方法学』（講談社現代新書，
1979 年），83ページ
65）菅谷明子『メディア・リテラシー』（岩波新書，
2000 年）
66）菅谷，前掲書，14ページ
67）菅谷，前掲書，71ページ
68）MELL プロジェクトの終了に伴い，「MELL
platz（メル・プラッツ）」という新たなサイトを
開設して，活動を開始している。
http://www.mellplatz.com/
69）Daniel Bell, The Coming of Post-Industrial Society,
Basic Books, 1973. 邦訳は内田忠夫ほか訳『脱工業
社会の到来』（ダイヤモンド社，1975年）
70）ロドリグ・マイヤール「世界最大規模の放送番
組デジタル・アーカイブ

〜フランス INA と

INAthèque の実績〜，『放送研究と調査』2006 年
10 月号，64- 76 ページ
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