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イギリスBBCは，イラク戦争報道に関する「ギリガン事件」の反省として，局内に新たな研修機
関（College of Journalism）を設立して活発な活動を展開している。すべての新採用者にもれなく必
要な研修を施すだけでなく，既採用者に対しても希望に応じて再教育を行い，また，必要な時どこ
ででも学ぶことが可能なe-learningシステムを開発し実用化している。このシステムは，イギリス
国内であれば，誰でもアクセスでき，さまざまな形で利用され始めている。

ドイツの公共放送における再教育は，主として，公共放送ARDとZDFとで運営しているARD.
ZDF medienakademieで行われている。また，ARD傘下の州放送協会の中には，rbb（ベルリン・
ブランデンブルク放送協会）のように規制監督機関と共同で独自の研修所（ems）を有している例も
ある。いずれも伝統的な取材・制作の技能の向上からウェブコンテンツ関連の諸技能まで，広範な
プログラムが用意されている。ドイツのメディア全般について，ドルトムント大学のコッパー教授
は，“目に見えない変革”が進み，ジャーナリズムにとっては危機的な状況だと言う。

放送文化研究所のプロジェクトがこれまでに調べた範囲では，ジャーナリスト再教育をめぐって
2つの要因が大きく影響している。その1つは，報道に関連する不祥事や誤報という問題で，これは，
古典的なジャーナリストの諸技能や判断力の向上を目指す活動と結びついている。もう1つは，メ
ディアの経営に関する長期的および短期的圧迫で，こちらの方は，1人のジャーナリストにマルチ・
メディア諸技能を習得させ，より少ない人件費で報道諸活動を営もうとする動きにつながっている。

その結果，商業放送ではデジタル化に対応するための諸技能の習得に重点が置かれ，公共放送だ
けが伝統的ジャーナリスト諸技能の向上を目指す再教育に力を入れることが可能になっている。そ
の意味で，公共放送はジャーナリスト再教育に関して，イギリスでもドイツでも圧倒的に優位に立っ
ているが，公共放送の側にも受信（許可）料制度による財源を今後どのようにして確保してゆくか
という問題が生じていて，ジャーナリズムのレベルの維持・向上はその先行きに懸かっていると言
うことができるだろう。
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はじめに

「ジャーナリスト再教育」調査プロジェクト
本稿は，放送文化研究所が平成21年度に

行った「ジャーナリスト再教育」調査プロジェ

クトの中間的なまとめである。

NHKにおける放送関係の研修は，1961年

6月までは放送研修課が行っていたが，この

時の組織改正で技術研修課と統合されてでき

たNHK中央研修所の所管となった。中央研

修所の目的は「新採用者の研修をはじめ，全

職員を対象とした計画的で継続的な研修1）」

であった。その後，1985年に至って中央研

修所が廃止され，その研修業務は財団法人

NHK放 送 研 修 セ ン タ ー に 移 管 さ れ た2）。

NHKにおける記者教育については，小俣一

平が詳しく報告を行っている3）。

しかし，それにもかかわらず上記の小俣報

告でも触れられているように，「04年のプロ

デューサーによる制作費の不正支出，08年

の記者たちによるインサイダー取引原稿盗

用」といった “不祥事”が重なったことから，

現役ジャーナリストに対する教育を再検討す

る必要性などが指摘されている。

そこで，今回，新研究領域を創成するため

の共同研究プロジェクトの一つとして，諸外

国における放送機関の「ジャーナリスト再教

育」事情を調査することになった。放送文化

研究所からは，柴田厚，小俣一平4），横山滋

がメンバーとして参加し，外部からは藤田真

文氏（法政大学社会学部教授）を共同研究

者に迎えて，調査研究活動を行った。現地調

査として取材したのは，中国・復旦大学，ア

メリカABC News，コロンビア大学，ニュー

ヨ ー ク 大 学， イ ギ リ スBBCのCollege of 

Journalism，放送ジャーナリズム研修協議会

（the Broadcast  Journal ism Training 

Council），ドイツのARD. ZDF medienaka-

demie，electronic media school，それにゲル

ト・G・コッパー名誉教授（ドルトムント大学）

である。その結果の一部は，小俣一平「ジャー

ナリズム・ジャーナリスト教育を探る　～上

海・復旦大学新聞学院からの報告（上）～」を

初めとして，『放送研究と調査』誌上で行っ

てきた5）。

私たちの調査はまだ始まったばかりである

が，他方，その僅かな経験の中からだけでも，

一つの大きな構図が見えてきたという印象も

ある。そこで，この稿では，まず，イギリス

とドイツのジャーナリスト再教育事情につい

て簡単に報告した後，これまでの調査結果か

ら現段階で見えてきた――と思われる――問

題の構図をスケッチしてみたい。

「ジャーナリスト再教育」とは何か
なお，報告に先立って，「ジャーナリスト

再教育」という言葉の定義に触れておく。

ジャーナリストに必要な各種技能や知識の教

育に関連して，いくつかの似たような言葉が

異なるニュアンスをもって使われている。一

般に，そのような活動は「ジャーナリスト教

育」と呼ばれることが多いが，通常，ここに

は3つの意味が混在している。その第一は，

学生などをジャーナリズムに就職させるため

の教育であり，第二は，既にジャーナリスト

として働いている人たちの技能や知識の向上

を図るための教育である。さらに第三として，

ジャーナリズ
、 、

ム教育というような名称で，

ジャーナリズムの活動を批判的に見るための

教育が行われている。この点について，私た
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ちは，今回の調査目的を考慮して，ひとまず

第三の「ジャーナリズム批判のための教育」

を除外し，ジャーナリズムに就職するための

教育を「ジャーナリスト教育」，現役ジャー

ナ リ ス ト の レ ベ ル 向 上 の た め の 教 育 を

「ジャーナリスト再
、

教育」と呼ぶことにし，

私たちの関心の中心が「再教育」の方にある

ことを確認した。

「ジャーナリスト」の範囲
もう1つ，「ジャーナリスト再教育」と言う

場合の「ジャーナリスト」には誰が含まれて

いるかという問題がある。放送より新聞の方

が歴史が長いため，一般には，「ジャーナリ

スト」という言葉は新聞人を指して用いられ

ることが多いが，私たちとしては，ここでも

目的に照して「放
、 、

送ジャーナリスト」を中心

に考えることとした。具体的には，「放送記

者」，「報道番組やニュースのディレクター，

プロデューサー」，「取材カメラマン」などを

想定している。

Ⅰ イギリスにおける
ジャーナリスト教育の現状

まず，イギリスについての報告から始める

が，イギリスにおけるジャーナリスト教育に

ついては，２つのトピックスに注目した。そ

の1つは，新聞・放送・雑誌の各業界におけ

る予備教育カリキュラムの統一への動きであ

り，もう1つは公共放送BBCが2007年から

開始したCollege of Journalismの活動であ

る。

Ⅰ−1　何でもこなせるジャーナリストへ

2009年3月，リチャード・テイトは，イ

ギリスにおける最新のジャーナリスト教育事

情について次のように記している6）。

①「理論」教育と実技教育
テイトは，彼が教えているカーディフ大学

やロンドンのシティ・ユニヴァーシティなど

主要な教育機関の学部卒業生に対する職業

コースはメディア産業と緊密な連携をとって

トレーニング・カリキュラムを既に刷新して

いるが，他の教育機関では実技を伴わない講

義を実施しているところがたくさんあり，同

業者の間では「口先ばかりの講義」（“chalk 

and talk”＝板書して話すだけの意）のコース

と揶揄されていると言う。前者が現場経験の

ある教師による実技を中心としているのに対

して，後者は，多くの場合，現場経験のない

教師による“理論的”教育である。後者につ

いてテイトは，「近年，この手のコースが，

とりわけ学部レベルで飛躍的に増大した。こ

の手のコースは安上がりで，大学にとっては

利益になる。また，ジャーナリズムの誘惑は

学生たちにとって魅力的だが，そこで勉強す

ることがメディアに就職するための確かな道

であると考える学生は，誤解していると言っ

てよいだろう」と，暗にそのような講義が役

に立たないことを批判している。

②過去のものとなった職種・業種間の分業
イギリスにおいては，二重の意味でジャー

ナリスト間の「分業」が過去のものになりつ

つある。

その第一の意味は，放送という業界の中で，
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ディレクターと記者，カメラマンというのは，

それぞれ異なる職能であり，異なる人間に

よって担われてきた。ディレクター自身がカ

メラを回すことはなく，カメラマンが自分の

撮影してきた映像を編集することもないとい

うのが常態であった。それが，ビデオ・ジャー

ナリストに象徴されるように，すべてを一人

の取材者が行う方向にシフトしてきている。

第二の意味は，そのような変化が新聞・放

送・雑誌という業界の垣根を越えて起こって

いるということである。イギリスでは，新聞

業界に就職する人たちのためのジャーナリス

ト養成カリキュラムについては全英ジャーナ

リスト研修協議会（the National Council for 

the Training of Journalists, NCTJ）が，放送

業界については放送ジャーナリスト研修協議

会（the Broadcast Journalism Training 

Council, BJTC），そして雑誌業界について

は定期刊行物研修協議会（the Periodicals 

Training Council, PTC）が，それぞれ独自に

カリキュラムを策定してきたが，それらを統

一しようという動きが起こっている。

上記の3研修協議会は，2009年の末に，共

同 ジ ャ ー ナ リ ズ ム 研 修 協 議 会（a Joint 

Journalism Training Council）を結成するた

めに編集者協会（the Society of Editors）と

協議を行い，併せて，印刷・放送メディアの

主立った雇用者に対して，最近採用した

ジャーナリストの技能にどの程度満足してい

るかというアンケートを実施している。

しかし，テイトのリポートでは，公認ジャー

ナリズム学校で，業界を超えた統一研修カリ

キュラムが2010年春にはスタートする予定

であったが，現実には，それぞれの業界およ

び研修協議会の利害が対立しているために，

統一カリキュラムの策定は難航し，予定を過

ぎた2010年8月現在でもまだ合意には至っ

ていない。よく言われる「総論賛成，各論反対」

ということなのか，周囲の情勢は統一カリ

キュラムの必要性を感じさせているにもかか

わらず，それに向かっての歩みは捗々しい進

展を見せていない。

Ⅰ−2　着実に進められているBBCの
再教育プログラム（College of 
Journalism）

上記の新聞・放送・雑誌の3研修協議会に

よる統一カリキュラム策定への動きが頓挫し

ているのに対して，BBCが自局内のジャー

ナリスト再教育のために開設したCollege of 

Journalismは着実に実績を積み重ねつつあ

る。次に，College of Journalismについて，

その設立の経緯，活動状況などを報告する。

①設立のきっかけとなった“ギリガン事件”
　（イラク大量破壊兵器疑惑報道問題）

BBCがCollege of Journalism（以下，CoJo

と略称）を設立したのは，いわゆる“ギリガ

ン事件”によってもたらされた，報道機関と

しての危機がきっかけになっている。周知の

ように，イラク戦争にイギリスが参戦する際，

イギリス政府は「イラクに大量の破壊兵器が

ある」ことを根拠にしたが，2003年5月，

BBCはこれが誇張された（‘sexed up’） 表現

だったとする報道を行った。この点をめぐっ

て政府とBBCは対立し，翌2004年1月，ハッ

トン調査委員会による報告が出された。しか

し，アンドルー・ギリガン記者の報道を「事

実無根と結論づけた7）」この報告は，必ずし
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も国民世論の支持を得たわけではなかっ

た8）。その後，大筋においてはBBCが行っ

た報道内容に近い形で実態が明らかにされた

が，BBCはこの事件によってギャビン・デー

ヴィス経営委員長とグレッグ・ダイク会長（い

ずれも当時）が辞任に追い込まれ，最大級の

危機に直面した。

②ニール検証委は新たな研修制度を提案
ハットン報告が公表された後，BBCは元

報道局長のロナルド・ニール氏を責任者に局

内検証委員会を組織し，報道のあり方および

ギリガン事件から何をどう学ぶべきかを検討

した。“a College of Journalism”の設立とい

うのは，検証の結果，2004年6月に公表さ

れた，このニール委員会の報告における提言

の一つである9）。

③College of Journalismの創設
ニール委員会の提言は，名称もそのままに，

現在の “College of Journalism”（C
コウジョウ

oJoと略称

されている）として実現した。構想が発表さ

れたのが，2005年6月，実際に研修活動を

開始したのは，2007年の秋である10）。

責任者に指名されたヴィン・レイ（Vin 

Ray）が最初に行ったのは，局内の花形ジャー

ナリストたちに協力を求めることだった。“ギ

リガン事件”後のBBCが陥った苦悩の記憶も

新しく，彼らはCoJoの活動に協力を惜しま

なかったという。こうして全BBCを挙げて

新たなジャーナリスト教育に取り組む雰囲気

が醸成された。投下された開発予算は当初予

定でも16億円であったというから，そこに

賭けたBBCの意気込みがうかがわれる。

④CoJoは何を，どう教えているか
CoJoでは，大別して4種類の研修活動を

行っている。具体的には，

　A. 新採用者研修，

　B. 再教育，

　C. 編集者研修，

　D. e-learningシステムによる研修

である。

A. 新採用者研修（the Foundation）

イギリスの場合，日本とは異なって，大学

卒業者を一年の特定の時期に一括して採用す

るというシステムは採っていない。「BBCの

ジャーナリストは，現場の必要に応じて『ジャ

ストインタイム』で採用され，新人は『ニュー

スルームのドアから入るやいなや，現場の茂

みの中に投げ込まれて悲鳴を上げる』状態

だった11）」と言われている。つまり，NHK

で既に長年にわたって行われてきた新採用者

研修というようなものは，BBCにおいては

少なくとも十全な形では行われていなかっ

た。その点の改善が必要だというのが，ニー

ル委員会の指摘の一つだった。

現在では，採用されて何か月かのうちに，

BBCのジャーナリストとして必要とされる

知 識 と 諸 技 能 に つ い て の 基 礎 教 育（the 

Foundation）が行われる。これは全員に課せ

られる義務（compulsory）で，これによって

BBCのすべてのジャーナリストに，BBCの

職員として必要不可欠な，報道や倫理などに

ついての知識と技能を習得する機会が与えら

れるようになった。
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B. 再教育

新採用者に対する基礎教育が，謂わば入口

における条件確保の対策だとすると，既に

ジャーナリストとして仕事をしている人たち

が本来持っていなければならない知識や技能

に欠落や不足がないようにするのが再教育で

ある。CoJoにおける再教育は，対面方式で

はロンドンのホワイト・シティにあるCoJo

の本部および各地の支部で行われている。

通常の再教育は，新採研修とは違って，本

人の――場合によって上司による説得もある

が，最終的にはあくまでも本人の――意欲も

しくは意思によっている。ヴィン・レイ氏が

語ったところによると，「この種の研修は強

制的に行うと，反発を買ってしまうので，効

果が期待できない」からだという。この点は，

このあとで紹介するドイツのARD. ZDF 

medienakademieにおける公共放送の職員に

対する再教育の場合と全く同様である。強制

ではなく，意識の感染によって雰囲気を醸成

してゆくというやり方は，ダイク前会長の時

代に行われたMaking it Happen運動の名残と

見られる。実際に研修を体験した人たちから

評判が口コミで広がり，「それなら自分も」

と思う人が増えて行くことを期待していると

いうのが，CoJoのスタンスである。

逆に，本人が希望しているのに上司が許可

しないというような事態があるのかという質

問に関連して，「今のとこ

ろ，研修を受ける権利を認

めるというような考え方は

採っていない」という話が

あった。この点については，

後述のドイツの場合とは

違っている。

C. 編集責任者研修

　（ the Editorial Leadership Programme ）

本人の自発的参加によらない例外は上記の

新採用者研修とこの編集責任者研修である。

これはNHKにおけるデスク研修のようなも

のと思われるが，ニュースのオーダーなどを

判断するポジションに就く場合に課せられて

いる。これは，義務的な研修である。

D. e-learningシステム

　いつでも，どこでも受講できるように

CoJoは，従来型の教室で対面方式によっ

て行う研修のほかに，極めてユニークなイン

トラネット・システムを独自に開発した。そ

れは，パソコ

ンを使って，

好きな時に，

好 き な 場 所

で，好きなだ

け利用できる

e-learning シ

ステムだった。

College of Journalismがワンフロアを占めているBBCのホワ
イト・シティ・ビルの全景

ヴィン・レイ氏

e-learningシステムのトップ画面
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指導に当たる各現場の第一人者たち

このシステムは，デジタル・ジャーナリズ

ムのさまざまな場面で用いられる基礎的な諸

技能（Journalism Skills）を細分して1項目ず

つ取り上げ，それを第一線の専門家たちが，

短いビデオ・クリップで解説するというもの

である。画面に登場する講師たちは，例外な

くBBCにおけるその分野の第一人者であり，

後進にとっては憧れの大先輩たちである。そ

の彼らが自らの経験から編み出した方法など

を惜しみなく公開していることは，このシス

テムの大きな魅力の1つとなっている。

受講者はまずビデオ・クリップで要点を聞

いた後，オンラインの課題に挑んで，時間内

に求められた原稿を書いたりして当該技能の

習熟を目指す。パソコンからアクセスするシ

ステムであるから，利用者にとって最も都合

の好い時間帯に，時間の許すだけ使用するこ

とができる。

ジャーナリズム関連の諸技能は，〈基礎技

能The Basics〉〈 書 き 方Writing〉〈 独 自 性

Originality〉〈制作Production〉〈放送On Air〉

の5種類に大別され，さらにそれぞれが，

「基礎技能：　ヘッドライン，イントロ，

キュー，音声クリップ……」

「書き方：　言葉，文法，正確さ，判断

……」

「独自性：　独自の視点を有するジャーナ

リズム，人目をひきつけるストーリー，ス

トーリーテリング」

「制作：　番組の出演者，出演者を値付け

する，インタビュー，ラジオ・ジャーナリ

ズム，ビデオ・ジャーナリズム……」

「放送：　スクリーン，ラジオ，……，政

治リポート，……」

というふうに細分されていて，利用者はその

中から必要なものを選ぶようになっている。

CoJoの開設に先立って，スタッフは内外

のさまざまな大学や研究・教育機関を訪ねて

聞き取りを行った。このシステムもその結果

として生れたものであるが，ヴィン・レイ氏

によれば，大学におけるジャーナリスト教育

の話も参考にはなったが，BBCの職員に対

する再教育は，大学生を対象とするジャーナ

リスト教育とは基本的に違うものだと確信し

たという。そこで，CoJoとしては，あくま

でもBBCで働いているジャーナリストの再

教育に役立つものを工夫して作り上げた。こ

うして「最良のものをすべての職員に」とい

う目標が実現された。

「ヘッドライン」の学習画面の1つ

諸機能の細目などを示す案内ページの1つ
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そして，その利用機会は，インターネット

で公開されることによってさらに向上した。

当初は，イントラネットのシステムであった

から，局内でしか利用できないという制約が

あった。しかし，それが国内に向けてインター

ネットで公開された時点で，外部の人間に利

用可能になっただけでなく，職員にとっても

自宅で利用することが可能になった。局内で

は利用する時間のない人や，ひそかに利用し

たい人――部分的には，そういう職員のニー

ズに応えるためのインターネット公開でも

あったとヴィン・レイ氏は語っている。

それにしても，せっかく苦労して編み出し

た自分なりの方法を公開してしまうことに対

する第一人者たちの抵抗はなかったのだろう

か。この問いに対しては，むしろ，逆の反応

を示すエピソードを紹介してくれた。それは，

最近，或る著名なOBがヴィン・レイ氏に対

して，「なぜ私のところには出演の要請が来

ないのか」と尋ねたという話だった。つまり，

CoJoのイントラネット・システムに出演を

要請されることは，その人の業績が高い評価

を与えられているということを意味してお

り，そういう感覚が局内に広く共有されるに

至っているということである。もとより，

CoJoが設立された背景には，先に見た“ギリ

ガン事件”によって醸成された危機意識が

あって，各分野の第一人者たちも秘訣を公開

することに躊躇しなかったのであろうが，上

に紹介したような反応が現れ始めているとこ

ろを見ると，個人的な利害として考えても，

イントラネット・システムに出演することに

は，マイナスよりプラスの方が大きいと受け

取られているようである。

その結果，このシステムは，ただいつでも

利用できる便利なものというだけでなく，そ

の内容においても，BBCの最良のノウハウ

と膨大な資料映像を駆使した，内容の濃いも

のになったということができる。とりわけ，

テレビという同録音声を伴った動画映像のメ

ディアの場合には，紙ベースの――つまり，

文字と写真だけの――システムに比べてより

現場に近い条件で動画と音声を体験できると

いう強味がある。

このシステムは2010年4月から，加入料

が必要ではあるが，日本からもアクセスでき

るようになり，1か月間は無料で試用するこ

とが可能になっている。そうは言っても，英

語のサイトであり，扱われているニュースの

素材――例えば交通事故の事例――にしても

登場する有名人にしても，イギリス・ローカ

ルだという事情はあるが，CoJoがどのてい

どのものを作り上げたのかということは誰で

も見ることができる。

利用料金は，例えば，51人から100人規

模の企業もしくは非営利機関の場合，年額

1,203ドルである12）。これで，全員が無制限

にアクセスして利用することができる。月額

にすれば1万円に満たない金額であるから，

ビジネスとしての利益は大きいとは言えない

であろうが，そのことでBBCブランドにお

よぶ跳ね返りは小さくないと考えているもの

と思われる。

ヴィン・レイ氏の話の中にも，「こういっ

たことは今やBBCしかできなくなっている」

という発言が出てきた。このように，その定

評あるBBCジャーナリズムのノウハウを公

開するに至ったことについては，イギリス国

内の大学や研修機関から貴重な教材として高

く評価されているし，近年ますます関心を集
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めているメディア・リテラシーの参考素材と

いう観点からも，その公開が待望されていた

ものである。しかしその一方で，一部には，

BBCがジャーナリスト教育の領域に進出す

ることに対する懸念や批判もある。

2009年の組織替えとBBCのねらい

BBCは2009年 の 秋 に 組 織 改 正 を 行 い，

BBC Academyの看板の下に，研修に関係す

る6つ の 組 織（College of Journalism，Col-

lege of Production，College of Leadership，

Centre for Technology & Broadcast 

Engineering，Business Performance，そし

て Partnerships, Operations, Schemes & 

Communication）を束ね，新しい体制を取っ

た（図１）。

ケレンザ・ジェニングズ

（Kerensa Jennings）氏に確

認したところでは，この改

正によってもCoJoの活動

に実質的な変化はなく，最

後のPartnershipsなどを中

心に，諸外国の放送機関や

外部の諸組織との協力をしやすくするための

改組であるという。先に見たe-learningシス

テムのイギリス国内における公開，さらには

サブスクリプションによる海外での公開もそ

の方向に沿ったものと見られる。

Ⅱ ドイツにおけるジャーナリスト
教育と公共放送職員の再教育

続いて，ドイツにおけるジャーナリスト教

育事情の報告に移るが，それに先立って，ド

イツ固有の事情をあらかじめ少し説明してお

きたい。

Ⅱ−1　ドイツにおけるジャーナリスト
教育の特徴とその背景

①ドイツの放送およびジャーナリズムに
見られるナチズムの“後遺症”
それは，メディアに関するドイツの考え方

が，ナチスの時代に，時の政治権力による放

送支配を許してしまった苦い体験の反省に基

づいているということである。

A. メディア独裁を許さない分散型組織

そのドイツが負っている歴史的特殊性のゆ

えに，一つには，公共放送を，日本とは異な

る，特異な組織形態に作り上げた。第二次世

界大戦に敗れた後，1950年に設立されたド

イ ツ の 公 共 放 送，A−rbeitsgemeinschaft der 

öffentlich-rechtlichen R−undfunkanstalten der 

College of
Journalism

College of
Production

College of
Leadership

Team
Assistant

Academy
Director

Centre for
Technologry &
Broadacast
Engineering

Business
Performance

Partnerships,
Operations,
Schemes &

Communications

図 1　BBC Academy の組織図

ケレンザ・ジェニングズ氏
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Bundesrepublik D−eutschland（ARD）は「ドイ

ツ公共放送連盟」と訳されているが，逐語訳

的に言うなら，「ドイツ連邦における公共放

送諸機関の共同事業体」というぐらいの意味

である。その言葉が示唆しているように，

ARDはそれ自体としては法人格を持たない

見かけ上の存在で，実体はあくまでも加盟し

ている各州の9つの州放送協会と国際放送の

ドイチェ・ヴェレDeutsche Welleというこ

とになっている。現在ARDのテレビ・チャ

ンネル，Das Ersteが放送している番組の編

成・制作体制について見てみると，上記の9

つの州放送協会がそれぞれの予算・人員規模

に応じて，大きな放送協会は多くの番組を，

小さな放送協会は比較的少ない番組を分担し

て制作し，それを全国向けに編成して放送し

ている。

イギリスの研究者の一人はこの組織形態の

ことをcorporative system（寄り合い所帯方

式）と呼んでいる13）が，このような分散的か

つ多元的な形態になったのは，先に触れた第

二次大戦前のドイツのラジオがナチス支配に

利用されたような事態を再び繰り返さないよ

うにという配慮による。

しかし，その後のドイツの経済復興の中で，

ドイツでも複数のテレビ・チャンネルを求め

る 声 が 強 ま り，1961年 に，ZDF（Zweites 

Deutsches Fernsehen，ドイツ第2テレビ）が

ARDとは異なる全国単一組織の放送局とし

て成立した。それ以来，ドイツにおいては，

ARDとZDFとが，或る意味では競争者とし

て，また，別の意味では同じ公共放送として

協力し役割を分担しながら，ドイツのテレビ

放送を支えてきた。

B. 国によるジャーナリズムへの干渉の排除

もう一つ触れておかねばならないのは，「ド

イツでは，誰でもジャーナリストであり得る」

という考え方が大前提になっているというこ

とである。これは，ドイツでの取材を通じて

何度も聞かされたことで，やはりナチス時代

の体験に根ざしている。

確かに，ジャーナリストの仕事は社会的に

見て重要な仕事であり，そこに何らかの基準

を設けて，その条件を満たした者だけに

ジャーナリストの資格を与えるような制度を

作ることが望ましい方向であるように見える

けれども，それでは，国家によるジャーナリ

スト資格への干渉につながるおそれがある。

メディアが国家を初めとする特定の政治的，

経済的その他の権力によって支配されること

は絶対に避けなければならないので，ジャー

ナリストの資格を定めるのではなく，あくま

でもそれをオープンに保ち，誰もがジャーナ

リストであり得るということを原則にする―

―これが，ドイツの考え方である。

したがって，ジャーナリストになるための

学歴その他の制限は一切ないが，王道は，「実

習生制度」（Volontärsystem）であると言われ

ている。これは，実務に先立って１年半から２

年，受講と実習（Handwerk“手仕事”と呼ば

れている）の訓練を受けるというものである。

この採用前の教育で，

（1） ジャーナリストとして働くために必要

な基礎知識と

（2） 取材・編集・放送に必要な諸技能

とを身につけるわけである。

②ドイツにおけるジャーナリスト教育の概況
次に，ドイツにはどんなジャーナリスト学
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校があるかということと，その研修内容の特

色について簡単に触れておく。

A. 大半はプリント・メディア系の学校

ジャーナリスト教育を行う学校は，英語

圏では Journalism School とか School of 

Journalismとか呼ばれているが，ドイツ語で

はJournalismusschuleではなく，Journalisten-

schule （ジャーナリスト学校）と言っている

ようである。このJournalistenschuleという

言葉を手がかりにして調べてみると，表１の

ようなジャーナリスト学校の名前が挙げられ

ている14）。

表１　ドイツの主要なジャーナリスト学校
Axel-Springer-Akademie 

Berliner Journalisten-Schule

Burda Journalistenschule 

Deutsche Journalistenschule（DJS） 

ems Electronic Media School in Potsdam-Babelsberg 

Evangelische Journalistenschule Berlin（EJS） 

Georg von Holtzbrinck-Schule für Wirtschaftsjournalisten 

Hamburg Media School（HMS） 

Henri-Nannen-Schule 

Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses（ifp） 

Journalistenakademie Dr. Hooffacker 

Journalisten-Zentrum Haus Busch 

Journalistenschule Ruhr Essen（WAZ Gruppe） 

Kölner Journalistenschule für Politik und Wirtschaft 

RTL Journalistenschule für TV und Multimedia 

Zeitenspiegel-Reportageschule Günter Dahl

名前を見て直ぐに気づくことは，プリント・

メディア関係のジャーナリスト学校が大半を

占めていることである。最初に挙げられてい

るアクセル・シュプリンガー・アカデミー

Axel-Springer-Akademieは，2009年11月 に

取材した五十嵐浩司によれば，「タブロイド

版大衆紙ビルトを核とし……，高級紙ヴェル

トや，地方紙，雑誌，ウェブ・マガジンなど

約170の媒体を持つ15）」アクセル・シュプリ

ンガー社の記者・編集者養成部門であるし，

ブルダ・ジャーナリスト学校Burda Journal-

istenschuleを運営しているブルダBurdaも有

名な出版社である。これに対して，放送系と

見られるのは，後述するemsと，ルクセンブ

ルクに本社のある商業放送RTLの「テレビ

とマルチ・メディアのためのジャーナリス

ト学校」RTL Journalistenschule für TV und 

Multimediaぐらいである。

B. 進んでいる多メディア時代への対応

しかし，もともとのメディアの基幹的な業

務範囲に関係なく，どのジャーナリスト学校

でも研修内容の「マルチ・メディア化」，「ク

ロス・メディア化」が進んでいると言われて

いる16）。傘下にテレビ局を持たないシュプ

リンガー社のような場合を例外とすれば，ほ

とんどのジャーナリスト学校が，印刷・放送・

オンラインのどのメディアにも対応できるよ

うな研修内容になっているという。

C. 公共放送職員の再教育を担当している

ARD. ZDF medienakademie

この稿の冒頭部分でも触れたことだが，

「ジャーナリスト教育」には「ジャーナリスト

を養成するための教育」と「既にジャーナリ

ストである人たちの知識・技能を向上させる

ための教育」とがある。ドイツ語ではこれら

をAusbildungとFortbildungと い う 言 葉 で

区別している。この区分を用いると，恐らく

左記のジャーナリスト学校のリストが，

Ausbildungのための研修機関をリストアッ

プしているために名前が挙がっていないのだ
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ろうと想像されるが，ドイツにおける公共放

送の職員たちの再教育を中心となって行って

いるのは，ARD. ZDF m
メ ー デ ィ エ ン ア カ デ ミ ー

edienakademie（以下，

medienakademieと略称）である。また，ベル

リン郊外のポツダムにあるems（electronic 

media school）も，採用前の養成教育のかた

わら，現役の放送ジャーナリストの再教育も

行っている。そこで，今回は，これら2つの

研修機関を取材した。

Ⅱ−2　ARD. ZDF medienakademie

①medienakademieの沿革
その名が示しているように，ARD. ZDF 

medienakademieは，ドイツの2つの公共放送，

ARDとZDFが共同で運営している放送関係

者の研修機関である。この名称になったのは，

2007年のことであるが，ヴィースバーデン，

ハノーファーおよびニュルンベルクの3個所

にある研修施設は，それに先立って30～40

年の前史を持っている。

ヴィースバーデンとハノーファーには，公

共放送ARDとZDFが共同で1977年に設立

し た 制 作・ 取 材 職 の た め の 研 修 所ZFP

（Zentrale Fortbildung der Programm-Mitarbeiter

「中央放送研修所」の意）があって，2006年まで，

新技術の紹介やシンポジウムなど，年間，約

400 のイベントもしくはセミナーを開催し，

約4,000人の参加者に研修を行っていた。も

う1つ の srt は S−chule für R−undfunkt−echnik

（「放送技術学校」の意）の略称で，1964年に創

設された制作技術系の研修所である。創設者

は公共放送のARDと ZDF，ドイチュラント・

ラジオDeutschland Radio および国際放送機

関ドイチェ・ヴェレである。このsrtは，

ARD加盟局の1つであるバイエルン放送協

会がニュルンベルクに持っているフランケ

ン・ ス タ ジ オ の 敷 地 内 に あ る。medien- 

akademieは，この放送系のZFPと技術系の

srtという2つの研修機関が2007年1月1日

に合併して出来上がったものである。

現在でも3つの研修所が実施している研修

プログラムは前身の時代の専門領域を承け継

いでいて，ヴィースバーデンとハノーファー

では制作・報道関係の講座が中心であるのに

対して，ニュルンベルクではsrt以来の制作

技術に関するものが中心となっている。今回

の取材は，ジャーナリスト教育が目的だった

ので，ヴィースバーデン校で行った。

②業務の概要
研修目的

medienakademieの業務の中心は，公共放

送ARDとZDFに在職する制作，報道，技術

など各分野の職員の技能向上のための研修

（Fortbildung）を実施することにある。ドイ

ツでも放送局に採用された後は，オン・ザ・

ジョブで技能と知識を獲得してゆくことにな

るが，その現場で足りないところを補う再教

ARD. ZDF medienakademieヴィースバーデン校
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育を行っているのが，medienakademieであ

る。ここでは，採用後の教育として，

（1） 欠落している基礎知識もしくは新しい

分野の知識や技能の習得，および

（2） よりよい放送のための技能の向上

に資する教育が行われている。

研修プログラム

これら3つの研修所がどんな研修を行って

いるかは，『講座総合案内2010』（Gesamt- 

übersicht Seminare & Trainings　2010）で見

ることができる。A4判137ページ，カラー

印刷のパンフレットである17）。

ここには，　　　　　　　　　　「研修項目数」

「番組制作」（Programm） （131）

「統合研修」（Integrierendes Angebot） （71）

「制作技術」（Produktion und Technik） （229）

「その他」（Überfachliches Angebot） （112）

の４分野におけるセミナーとトレーニン

グ・コースのタイトルと内容説明が掲載され

ている。全体のタイトル数は543項目に及ぶ

が，「番組制作研修」を例に取って分野別の

テーマ数と，ジャーナリズム分野での内訳を

見ると，表２のようになっている。

それぞれの研修項目について，日程，費用，

想定される履修者の職種，それに研修内容に

関する数行の紹介が示されている。日程は1

日だけのものもあり，長いものでは5日とい

うのがあるが，2日から3日が多い。これは，

ドイツにおける公共放送の職員には年に５日

間，研修に参加する権利があるという条件に

適合している。

コースの選択および参加は，もっぱら現場

（本人，または上司）の希望による。ヴィー

スバーデン校でジャーナリ

スト再教育を担当している

ミヒャエル・シューマッ

ハ ー 氏 の 話 に よ れ ば，

medienakademieに お け る

研修はすべて自発的参加に

よるもので，強制的・義務

的に行っているものではな

い。研修を強制的に義務づけると反発を招い

てしまうので，期待された効果が得られない

という。参加の決定権限は職場の上司にあっ

て，本人が希望した場合には上司の承認をも

らう。上司の助言で研修に参加するという

ケースもあるが，その場合も，当人の同意を

得て参加が決まる。シューマッハー氏によれ

ば，優秀な管理者は問題が起こる前に研修に

送ってよこすということであった。

費用については，それぞれの研修ごとに

360ユーロとか，1,470ユーロとかの金額が

記されているが，公共放送の職員が上司の諒

解の下に送られてくる場合は当人が負担する

ことはない。

なお，medienakademieは，前に述べた通り，

公共放送のARDとZDFが共同で運営をして

いる研修機関であるが，公共放送の職員以外

ミヒャエル・シュー
マッハー氏

表２
・ジャーナリズム 49

取材　　（ ）内は内訳 （8）

創造性 　（11）

専門・メディア関連の知識 　（15）

番組フォーマット （2）

執筆と口頭表現 （6）

インタビュー （7）

・ラジオ 29

・テレビ 36

・メディア対応とマーケティング 16

・戦略的チャンネル展開   1
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にも商業放送の職員その他の人々を受講者と

して受け入れている。その場合の費用は，状

況に応じて，派遣する会社の負担であったり，

当人が自前で支払ったりする。

③研修の実際と参加者たちの反応
実際に2つの研修の模様を見せてもらっ

た。1つは，4日間にわたる「テレビのマガジ

ン番組のコメントをどう書くか」というもの，

もう1つは，「番組の構成：テーマからストー

リーへ」というものであった。いずれも参加

者は8人だった。

「コメント」の研修は，2人1組になって初

対面の相手の印象をできるだけ具体的に描写

し，その印象と当人自身の自己分析について

議論をすることから始まった。これは目の前

にいる人物がどんな経歴，性格の人物である

のかをさまざまな手がかりから推測してゆく

という，観察力および推理力のトレーニング

である半面，通常とは少し異なった形での自

己紹介として，これから始まる研修仲間の間

に親密な雰囲気を作りだしていくための手段

とも見えた。それが功を奏しているのか，放

送局を異にする同業者たちの会話と議論は和

やかで活発なものになっていった。

もう1つの「テーマからストーリー」の方

も，参加者のそれぞれに既に実務の経験があ

り，その経験に根ざした関心の共有があるた

め，意欲的な質疑が行われていた。終了後に

交わした話からも，参加者たちがこれらの研

修を楽しんでいることがうかがわれた。

Ⅱ−3　ems
（electronic media school）

ドイツで取材したもう1つのジャーナリス

ト学校は，ベルリン郊外のポツダムにある

ems（electronic media school）である。emsは，

2001年，公共放送ARD構成メンバー局の1

つであったORB（=Ostdeutscher Rundfunk 

Brandenburg18）当時）の会長だったハンス

ユルゲン・ローゼンバウアー（Hansjürgen 

Rosenbauer）氏によって発案され，設立され

たものである。設立に当たって，ORBおよ

びベルリン・ブランデンブルク州のメディア

監督機関mabbが47.5%ずつを出資し，残り

の5%を技術系のメディア企業Media Consult 

International（MCI）社が出資している。

研修風景1：「テレビのマガジン番組のコメントをどう書くか」

研修風景2：「番組の構成：テーマからストーリーへ」
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①設立の経緯
既に見たように，ドイツではプリント・メ

ディア系の学校として設立されたジャーナリ

スト学校が多く，今ではそれらの学校でも，

放送系の技能を教えているところが少なくな

いが，このemsは，まだ放送系のジャーナリス

ト学校がなかった時代に，その名の通り，放送

メディア（electronic media）のための諸技能

を教える学校として組織されたものである。

当 時 既 に 前 述 のARD. ZDF medienaka-

demieの前身である公共放送の2つの研修機

関ZFPとsrtは存在していたが，これらはド

イツ語で言うところのFortbildung，すなわ

ち，既にジャーナリストとして働いている公

共放送の職員たちの再教育を目的とする研修

所であった。これに対してローゼンバウアー

がemsで行おうとしたのは，電子メディアで

仕事をしたいという人たちに対する基礎的職

業教育（Ausbildung）なのであった。

②研修事業の概要
emsの事業は大別して次の3つである。

１．マスコミ志望者の見習い研修

　　（Volontariat）

２．国内各地での出張講座の開催

３．rbbからの受託研修の実施（再教育）

第一は，これからマス・メディアに就職し

たいと思っている若い人たちに，印刷・放送・

オンラインの各メディアで必要とされる諸技

能および基礎知識を教えることである。第二

は，emsの指導スタッフが国内の各地に出張

して出先で開催する“出前研修”である。そ

して第三は，「見習い研修生」たちが研修所

を離れて外部の放送局などで研修を受けてい

る留守に，空いたemsの設備を利用して行う

公共放送職員に対する再教育である。筆者が

emsを訪れた時期には，第一の「見習い研修」

が行われていた。

見習い研修

emsの『見習い研修カリキュラム200919）』

によれば，これまでに1期当たり1年半の研

修期間（Jahrgang）で5期の卒業生を出してい

て，今研修を受けているのが6期生というこ

とになる。第1期生は12人（うち女性が4人），

2期生16人（女性が10人），3期生16人（女

性が8人），4期生16人（女性が11人），5期

生16人（女性が11人）で，女性の割合が高い

のが目立っている。

ems全景（ポツダム）

研修設備（テレビの副調整室）
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研修はラジオ・テレビ・オンラインの3つ

のメディアのそれぞれに関するものがセット

になっていて，例えば，グループごとに交替

でラジオ・テレビ・オンラインを２週間ずつ

勉強すると，しばらくは外部の放送局などで

さらに実践的なトレーニングを積み，emsに

戻ってきて次のステップの研修を受けるとい

うようなシステムになっている。emsにはそ

れぞれのメディアについて最新の設備が整え

られていて，日常的にそれを使って実際に放

送局で行われているのと同様な制作を体験す

ることができる。さすがに常に外部の出演者

を拘束して生でインタビューをすることまで

はできないが，事前に電話で行ったインタ

ビューを擬似的にはめこんで，ラジオの番組

を制作していた。もちろん，インタビューの

トレーニングとして外へ出て実際にインタ

ビューを行ったり，ゲストを招いて，所内の

スタジオでインタビューをしたりすること

は，日常的に行われている。

何人かの研修生たちに将来の就職先につい

て話を聞いたが，いずれも，ラジオ・テレビ・

オンラインというすべての実技を体験した上

で方向を決めたいということだった。

③放送局と州メディア委員会
前に触れたように，emsでは，公共放送の

職員に対する再教育として，見習い研修生た

ちの留守中に行われている研修がある。筆者

がemsを訪れた時はその期間ではなかったた

め，実際にその様子を見ることはできなかっ

たが，emsの運営主体の一つであるrbb（ベル

リン・ブランデンブルク放送協会）の要望に

基づいた研修がアド・ホックに行われている。

この点について，rbbサイドに，公共放送の

研修所としてはmedienakademieがあるのに，

なぜ，その上にこのような州独自の研修施設

を持つことが必要なのかと尋ねた。

rbbのチーフ・エディター（Chefredakteur 

des rbb）のクリストフ・ジンゲルンシュタイ

ン（Christoph Singelnstein）氏が挙げたのは

２点であった。第一は，局内で研修を行う場

合と比較してみると，外注

した方が安くつくという点

であった。第二は，medien-

akademieはドイツの公共

放送全体が共有している組

織なので，注文を出して新

しい研修プログラムを作っ

てもらうことはできないわ

けではないが，実現してもそれまでにどうし

ても時間がかかってしまう。それに対して，

rbbとemsならほんの数分で歩いて行ける距

離にあるし，差しで話ができ，小回りが利く，

という。

emsのもう1つの運営主体はベルリン・ブ

ランデンブルク州の商業放送を監督する州

メディア監督機関（Landesmedienanstalt）の

mabb（Medienanstalt Berlin-Brandenburg）で

ある。他の地域における州メディア監督機関

ラジオ制作の実習風景

クリストフ・ジンゲル
ンシュタイン氏
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と同様，放送周波数の監理やメディア・リテ

ラシー活動などを行っているが，emsのよう

な研修所を運営しているケースは珍しい。監

督機関にとって，研修所を持っていることの

メリットはどの辺りにあるのかを尋ねてみ

た。

プロジェクト担当（Projektreferentin）の

アンカ・ハインツェ（Anka 

Heinze）氏が挙げたのは，

研修の専門家の方が情報が

早い，という点であった。

放送局や規制監督機関で働

いている人間も技術に関心

がないわけではないが，教

育や研修を仕事にしている人たちの方が，新

技術に対するアンテナが敏感で，その方面の

動きを早く察知しているという。

これら，emsを運営する立場にある人たち

の話を総合すると，一見，公共放送全体の研

修機関であるmedienakademieがある以上，

州単位で似たような研修機関を持つことは屋

上屋を重ねるような印象があるけれども，そ

れなりの意味，メリットがあるということに

なるようである。また，その判断の根底にあ

る考え方として，オン・ザ・ジョブで効率的

に，かつ必要充分な教育を行うことは変化の

速い現在では極めて困難になってきていると

いうことが感じられた。

Ⅱ−4　G・コッパー教授，ドイツの
メディアの“目に見えない変化”
とジャーナリスト教育を語る

ドイツでは，『ジャーナリズム・トレーニ

ングにおけるイノベーション20）』という編著

があり，ドルトムント大学

でジャーナリスト志望の学

生たちの指導にも当たって

きたゲルト・G・コッパー

（Gerd G. Kopper）教授に，

最近のジャーナリスト教育

について聞いた。同教授が

語ってくれたのは，ジャー

ナリスト再
、

教育より広範囲にわたる話だった

が，「再教育」を考える上で有意味な論点と

思われるので，少し範囲を拡げて紹介してお

くことにしたい。

①寡占化・合理化による経費削減圧力
新聞業界では寡占化と費用の削減が進み，

3～5系列のメディア・コンツェルンが全国

各地に内容を特化した専門紙を発行するよう

になっている。他方，大学を含めたジャーナ

リスト教育機関は毎年多くの卒業生を送り出

しているが，彼らの就職先がなく，優秀な学

生が企業の広報課に就職するようになってい

る。ここから，取材される側である企業の広

報セクションが取材する側であるメディアに

対してますます優勢になるという傾向が出て

きている。というのは，企業の方が，メディ

アよりも高度の教育を経てきたジャーナリス

トの後継者を採用することができるからだ。

したがって，メディアの方はと言えば，優秀

な人材を採用できず，自前で高水準のコンテ

ンツを創り出すことが難しくなり，その一方

で合理化の傾向も一段と進んできた。

②読者の高齡化
第二の顕著な変化は，読者の高齡化である。

新聞社は若い読者層の獲得のためにインター

アンカ・ハインツェ氏

ゲルト・G・コッパー
教授



224│NHK放送文化研究所年報2011

ネットへの移行を検討しているが，そのビジ

ネス・モデルはまだできていない。インター

ネットの世界で必要とされているのは優秀な

ジャーナリストではなく，むしろ，速くキー

ボードがたたけるとかコンピュータ・オタク

というような人材だ。

③伝送系路複数化の影響
第三の傾向は，1つのメディアがすべての

伝送系路で同時にサービスをしようとするも

のだ。例えば，インターネットの動画配信と

か，ビデオ・ジャーナリズムとかがそれに当

たる。

Flip Ultraという，携帯電話ぐらいの大き

さの簡便なビデオ・カメラがあって，それが

あちこちの編集に使われている。このカメラ

はワン・タッチで自動調整録画が行われ，

USB経由でその動画映像を簡単に送信する

ことができる。これがあれば高度の教育を受

けたジャーナリストでなくても簡単にビデ

オ・クリップを作ったり送ったりすることが

1人でできる。

それから深刻化の度合いを深めてきた広告

の激減という問題があり，これがジャーナリ

ストを再教育するための予算の削減へとつな

がっている。

④独立プロダクション化・専門化への傾斜
このほかに見られる傾向としては，小規模

の――通常は特定の分野を専門とする――独

立プロダクションを営み，取材したネタを安

い金で編集者に売るという商売が増えている。

こうした状況に比べると公共放送は天国の

ような条件を享受しているが，それゆえに在

来のメディアと公共放送の間には深刻な対立

があり，公共放送を強制的に課せられる受信

料制度によってまかない続けてよいのかが議

論されている21）。

商業放送は公共放送に比べれば若者に見ら

れているとはいえ，確固たる方策があっての

ことではなく，その若者をインターネットに

とられそうな状況にある。

ジャーナリスト教育が直面している根本問

題は，商業放送の研修所のようなところで勉

強した学生でもすぐには就職先が見つからな

い，就職できるためにはジャーナリスト教育

の重点を古典的な内容――新聞，ラジオ，テ

レビ――に置いたのではダメということに

なって，最近の学生はニュース・デスクのよ

うに１つのネタをどの伝達径路を使ってどう

配信するかを学ばなければならない。例えば，

インタビュー1つ取りに行くにしても，それ

をラジオ・テレビ・インターネットで使い回

せるように，すべての可能性に対応した取材

をしてこなければいけないというのが最低限

の要請になる。

それがデジタル時代というもので，経営者

にとっては魅力的かもしれないが，ジャーナ

リストにとってはストレスの多いものになる

し，ジャーナリズムの質を考えるとその低下

が問題になるだろう。1つのネタを3日間も

追いかけるというようなことはもはや不可能

になり，手早く仕事を済ませて直ぐ次の仕事

に取りかかるというふうに，上っ面だけの仕

事になってゆくだろう。

⑤ドイツのメディアにおける“目に見えない
変化”
こういった労働条件の変化が，私の見ると

ころ，ドイツのメディアの“目に見えない変
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化”を産み出していて，さきほど触れた企業

のコミュニケーション担当者たち，例えば広

報とかコンサルタントとかいう人たちがます

ます強力になり，ジャーナリストとしてもメ

ディアで働いている人間より教育を受けてい

るという状況が生まれてきている。

BMWやメルセデス・ベンツというような

会社は巨大な広報セクションを持っていて，

プレス・リリースはもちろん，直ぐにでも放

送できるようなラジオ番組やビデオ・クリッ

プを自前で制作して用意している。BMW，

ジーメンス，大手の電機会社……みんなそう

なっている。

そして，残念なことに，才能のある学生ほ

どこうした企業に就職するという傾向があ

り，たとえ一時期メディアに就職したとして

も，彼らが優秀であればあるほど，短期間で

メディア業界における自分たちの将来が見え

てしまう。そこで3倍も高い給料で企業の広

報セクションに引き抜かれてしまうというこ

とになる。

こういったことは，それ自体はまだあまり

目につかない変化だが，注意深くジャーナリ

ズムの質を観察していると，それに気づかず

にはいられない。

それでもドイツはまだいい方で，アメリカ

では卒業しても就職先がないために，彼らは

卒業後，独立のジャーナリストとして海外で

仕事をして，パリからリポートするとか，技

術やソフトウェア開発など特定の分野に特化

して仕事をして，個人で金を稼がざるを得な

くなっているようだ。

話をジャーナリスト再教育に限定すれば，

給料の高いベテランたちを解雇して人件費を

合理化するということが行われ始めている。

これはうまいやり方で，一方で，現存のすべ

ての雇用契約を破棄してしまい，他方で，完

全に新しい契約を若いジャーナリストたちと

結ぶというものだ。そうすれば人件費が20

～30％は削減できるが，その際，ジャーナ

リストを再教育するというようなことは意味

をなさなくなる。組合もあるにはあるが，こ

のような方法自体は全く合法的なものなの

で，これ以上経営を続けられないと言ってい

る会社を無理やり存続させることはできず，

対抗できない。

このような変化はまだ始まったばかりで，

コスト削減の必要性も続くし，その原因と

なっている購読者数の減少も続くと思われ

る。それから，これはドイツに固有の事情と

して，都市の特定の地域に関しては伝統的な

ドイツ語の新聞の読者が空洞化している。そ

れらの地域には移民しか居住していないため

だ。ヨーロッパにはトルコ語を話す住民の住

む大都市が2つあると言われていて，その1

つはイスタンブール，もう1つはベルリンで，

同じことはエッセン，ドルトムント……など

多くの都市についても言える。

アメリカでは主たる購読者層である郊外の

居住者たちが金融危機の影響を受けて購買力

を失い，それらの人たちに対して広告を打つ

ことが無意味になったため広告費が激減した

わけだが，同様のことはドイツでも起こった。

ドイツの場合には，経営的に特定の読者層に

依存しすぎたことも原因となっている。

このような目に見えない構造変化に関し

て，日本はやや例外的であるように見受けら

れる。確かに，日本でも読者は減っているか

もしれないし，広告の減少はあるとは思うが，

ドイツでのそれらはもっと顕著なものだ。
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⑥当面の財源はあるが，若年層対策の問題を
抱える公共放送
そのような中で公共放送は巨額の財源を確

保し続けている。世界でもこれだけの財源を

与えられている公共放送はないだろう。少な

くともヨーロッパではそう言えると思う。た

だ問題は，若者に親しまれている公共放送の

メディアがラジオだけであるということだ。

ラジオは，若者の生活にとけ込んでいるが，

バック・グラウンド・ミュージックとして聞

かれているだけで，情報源としてのラジオの

利用は非常に僅かだと言わねばならない。

若者の主たる情報源はインターネットで，

その際も，公共放送のサイトは使わず，最も

アクセスが多いのはシュピーゲルSpiegel と

ビルト紙Bild Zeitung のサイトだ。それに続

いて南ドイツ新聞Süddeutsche Zeitung とい

う新聞のサイトが来ているが，トップを争っ

ているのは前二者だ。

ドイツにおけるジャーナリスト再教育をめ

ぐるいくつかのメディア事情について，コッ

パー教授はこのように語ってくれた。

Ⅲ 今，ジャーナリスト再教
育に何が起こっているか

駆け足ではあるが，現役放送ジャーナリス

トに対する再教育を中心に，イギリスとドイ

ツにおけるジャーナリスト教育の現状および

考え方を見てきた。このほかに私たちが調べ

たのは，この稿の冒頭に記したように，中国

およびアメリカの一部におけるジャーナリス

ト教育の現状にすぎない。まだ私たちが見聞

きし得たのは極めて限られた範囲でしかない

が，数が少ないとはいえ，私たちの取材対象

には，公共放送で言えばイギリスBBCやド

イツのARD・ZDFの関係機関，商業放送で

言えば米四大ネットワークの一角を占める

ABC Newsが含まれている。これらは，世界

の代表的放送機関のいくつかであるから，お

およそながら，そこからデジタル時代におけ

るジャーナリスト再教育に関する基本的な問

題のいくつかを読み取ることはできるように

感じられる。『放送研究と調査』で既に報告

したこととあわせて，今，世界的にジャーナ

リスト再教育に何が起こっているのか，そこ

からある種の傾向を読み取ろうとすること

は，それなりに価値のある試みと言ってよい

であろう。

Ⅲ−1　問題を起こす前に
ジャーナリストの再教育を

ジャーナリスト教育に関心が向けられる1

つのきっかけは，“不祥事”である。ジャー

ナリズムに対する信頼と言い直してもよい。

BBCが“ 鳴 り 物 入 り ”で 始 め たCollege of 

Journalismもギリガン事件がきっかけだった

ということを，もう一度，想起しておきたい。

しかし，BBCはこの事件が惹き起こした事

態を組織全体として重く受けとめ，二度とこ

のような事態に立ち至らないように社内教育

の充実を決断して，巨費を投じてこれを行っ

た。商業放送であるアメリカABC Newsの

場合も，自社の報道に対して外部から訴訟を

起こされないようさまざまな方策を講じてい

るようであるが，それも，ひとたび問題を起

こせば大きな損失につながるという懸念が根

底にあるからであろう。ドイツの研修担当者
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が語ったように，「問題を惹き起こす前に手

を打っておく」ことの重要性は，大メディア

に共通のものとなっている。

Ⅲ−2　オン・ザ・ジョブ・
トレーニング時代の終焉

第二に共通していることは，大抵の国で現

役ジャーナリストの教育はオン・ザ・ジョブ

（以下，OJTと省略）で行われ，それで済ん

できたが，近年その条件が失われたというこ

とである。中国，アメリカ，ドイツ，イギリ

スという，それぞれに歴史も放送システムも

異なる4つの国で，ジャーナリストの教育は

もはや旧来のOJTでは十分に対応できない

と考えられている。繰り返しを避けて，ここ

では，中国・復旦大学についての小俣報告の

中からインタビューを1つ紹介しておく。

スポーツ新聞「東方体育日報」の記者を7年

経験し，「2008年の北京オリンピックの際，

中国の英雄といわれた男子110メートルハー

ドルの劉
りゅうしょう

翔選手が右足の故障で競技を棄権す

ることをスクープし，上海新聞賞を受賞した

敏腕記者」で，大学院で勉強している趙
ちょうりょう

亮晨
し ん

氏が，「私が経験したことと復旦大学の先生

が教えることでは，また違った面を発見でき

ます。……OJT では気づかないことですね」

と語ったことを承けて，小俣は次のように書

いている。「確かに中国のマスメディアが国

家の宣伝機関の一翼を担っているとはいえ，

最後の2人のインタビューで，ジャーナリス

ト再教育が，ジャーナリズムの理論的裏付け

とOJTだけでは見えてこなかった新たな発

見があることを示唆していた。22）」

OJTだけで対応できなくなってきている

理由は，大別して3つあるように思われる。

①教える側の資質
最初に挙げなければならないのは，オン・

ザ・ジョブで教える側の上司や先輩たちの

教
、 、 、 、 、 、 、

育者としての資質である。ちょっと身の回

りを見渡してみれば明らかなように，すべて

の先輩・上司が後進にとって配慮の行き届い

た，また適切な指導のできる最良の教師では

あり得ない。それに，また，ジャーナリスト

の仕事は，何よりも取材・伝達が主であって，

後進の教育ではない。そこから，OJTには

当たり外れ，もしくは，運・不運が生じるこ

とになり，十分な教育を全組織に徹底するこ

とはできない。ドイツ報告のところで触れた

ように，専門の研修指導者の方が新技術への

目配りに優れていることも指摘されている。

②労働条件
もう1つ，たとえ教える側に資質があった

としても労働条件が悪ければ効果的なOJT

は行えない。『論争　いま，ジャーナリスト教

育23）』や雑誌『Journalism』などで語られてい

る近年の――とりわけ地方紙，地方局，支局

などにおける――現場実態はかつてのような

やり方での育成が不可能になっているようで

ある。短期的に見れば，いわゆる金融危機に

よって，また，長期的に見れば，デジタル技

術の普及に伴うメディア業界の構造的な変化

によって，職場の実態は著しく繁忙の度を増

していて，かつてのように，上司や先輩が実

務のかたわら，新たに配属されてきた新人を

手を取り足を取って教えるゆとりは失われて

いると言われている。さらに，採算の問題と
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しても，局内で教えるのは非能率的であり外

注の場合よりコストもかかるということが，

アメリカでもドイツでも，聞き取りの結果と

して報告されている24）。

③視聴者・読者とメディアとの関係の変化
もう1つ，視聴者や読者がまだ純朴でメ

ディアが「社会の木鐸」然としていられた時

代なら，外部から報道やジャーナリストの質

が問題にされることは心配しないでよかった

のであろう。しかし，教育水準が上がり，人

びとがメディアに慣れてゆくにつれて，メ

ディアと受け手の関係が変化し，受け手の立

場はかつてより強いものになっている。とり

わけインターネットの普及によって，既存の

メディアの情報は，それを鵜呑みにすべきも

のではなくなり，他の情報と照らし合わせて

判断すべきものとなっている。送り手と受け

手の関係はそれだけ変わった。ジャーナリス

トのレベルも，そのような批判的な受け手か

ら非難されないだけの水準を保っていなけれ

ばならなくなっている。

Ⅲ−3　不可欠な2種類の専門性
— 実技と法・倫理

ジャーナリストの再教育で何を教えるかと

いう点に移ると，2つの専門性が要請されて

いる。その1つは，忙しい現場で着実に実務

をこなしていくための実践的な諸技能であ

り，もう1つは，逆に，現場でいくら経験を

積んでもそれだけでは身につかない，メディ

ア法や倫理に関する基本的な知識である。

①実務に関する諸技能
ジャーナリスト再教育に求められる知識や

技能のうち，第一のものは，それぞれの職能

の実務に関する技能である。具体的にいうと，

ディレクターなら番組の構成や編集，リポー

ターなら現地リポートや原稿の書き方，カメ

ラマンなら撮影などなどということになる。

これらの諸技能をアメリカではhands-on，

ドイツではHandwerkと呼び，ジャーナリス

トとして実務に就く前に習得しておくことが

前提となっている。そのような諸技能のない

まま採用され，放送局内で教えられるという

ことは通常はない25）。

これに対して，日本では採用後にそれぞれ

の放送機関が新採研修ならびにOJTでこの

ような技能を教えることになっている点で，

米・独と大きく異なっている26）。

現役ジャーナリストの再教育をOJTに委

ねることがもはや困難であるところから，ア

メリカの放送局ではそれを主としてジャーナ

リズム・スクール（以下，Jスクールと略称）

の大学院に依存するようになっている。しか

しそこでの指導は極めて実践的な形で行われ

るため，いわゆる現場経験，実務経験のない

教師では行えない。そこで，アメリカの場合

には，ジャーナリズムにおける実務経験を

持った人たちが大学院で勉強した後，Jス

クールで教えている。ドイツの場合には歴史

的に公共放送が放送の中心的存在であったた

め，公共放送が研修所を持ち，そこで再教育

を行っているが，研修を担当しているスタッ

フは，やはり実務経験のある人たちである。

イギリスBBCの場合にも放送ジャーナリス

トの仕事の専門性は強く意識されていて，そ

れゆえに局内の一組織College of Journalism
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によって再教育が行われている。そこで指導

に当たっているのは，各分野の第一線で活躍

している現役の花形ジャーナリストたちであ

り，その教えるところには，理論的研究しか

知らないアカデミシャンの「口先ばかりの講

義」（‘chalk and talk’）とは異なる経験の重み

があるという。

②メディア法と倫理
日本国内でもしだいに関心を集めているよ

うであるが，アメリカではメディア関連の法

律知識と倫理について学んでおくことが，米

国 ジ ャ ー ナ リ ズ ム 教 育 評 議 会（ACEJMC 

=The A−ccrediting C−ouncil on E−ducation in 

J−ournalism and M−ass C−ommunications）の 認

定基準で求められている。アメリカの大学の

すべてがこのACEJMCの認定基準に従って

いるわけではないけれども，現実には多くの

大学で，この基準に沿ってメディア法と倫理

関係の科目が必修科目として教えられてい

る。迅速・的確に取材を行い，それを正確に

わかりやすく伝えるという技能の習得だけで

なく，社会からメディアは何を期待されてい

るのか，メディアにはどのような特権とそれ

に伴う義務があるのかなどについて，正しく

認識しておくことが求められている。それは，

訴訟を起こされたりして痛い目に遭わないた

めでもあり，信頼されるメディアであり続け

るための条件でもある。

Ⅲ−4　マルチ・メディア化への対応

もう1つの大きな潮流は，デジタル技術へ

の対応，具体的には，一人のジャーナリスト

がさまざまなメディアの仕事をこなせるよう

にするという方向の動きである。例えば，ア

メリカABC Newsでは，デジタル時代にお

いても旧世代の放送ジャーナリストたちが生

き残るために，デジタル・メディアでの諸技

能の習得が熱心に進められてきた。また，ド

イツでもイギリスでもこれからジャーナリス

トになろうとする人たちには，プリント・メ

ディアにも，放送メディアにも，オンライン・

コンテンツにも対応できるという条件が求め

られるようになっている。中国の場合には，

政治体制およびメディア事情が異なっている

が，復旦大学でもオンライン・コンテンツへ

の対応が進んでいるようである。

しかし，私見によれば，デジタル技術への

対応というのは，企業体もしくは公的組織と

してのメディア，そこで働く諸個人のレベル

で言えば，その職業的地位を守り続けるため

の方便であって，ジャーナリストとしての機

能の本質的向上に関わるものではない。言い

換えるなら，一般に，新聞記者がビデオ・

ジャーナリズムの諸技能を身につけたり，放

送に携わる者がオンライン・コンテンツの制

作技術を学んだりすることは，より深い内容

を取材できるとか，より正確な報道ができる

ということのためではない。却って，そのこ

とによって労働が強化され，従来，職種を異

にする記者とカメラマン，プロデューサーな

どがクルーとして行ってきた取材の負担が，

ビデオ・ジャーナリストの一身に懸かるため，

取材が浅くなりがちであるとか，ミスが起き

やすいということを懸念する向きも少くな

い。

BBCのe-learningシステムではウェブ関連

の諸技能もさまざまな形で取り上げられてい

るが，ヴィン・レイ氏は，すべての局内ジャー
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ナリストにデジタル技術の研修を行うことに

ついては慎重な態度を示している。彼の見る

ところによれば，今のところ，すべての職場

の，すべての職員が，毎日，それらの諸技能

を使うような状況にはなっていない。こう

いった技術は，使わなければ忘れてしまうも

のであるから，それを考慮するなら，あらか

じめすべての職員にすべてのメディアに対応

する技能を習得させておくことにはムダが多

いように思われる。この点については，もう

少し事態の進展を見た方がよいであろう，と

いうのが彼の意見であった。

以上の調査結果を中間的にまとめてみる

と，アメリカの商業メディアにおけるジャー

ナリスト再教育がデジタル化対応に重心を置

き，伝統的なジャーナリスト諸技能や基礎的

な知識の習得に関しては外部教育機関への依

存を深めているのに対して，イギリスとドイ

ツの公共放送における自前のジャーナリスト

再教育は成功を収めていると言ってよいと思

われる。その成功は，再教育の実務を現場で

はなく実務経験のある研修専門家が担当して

いることとあわせて，「実務に関する諸技能」

と「メディア法と倫理」という2つの専門性の

ためのプログラムが，組織の必要と時代の要

請に見合ったものになっていることによる。

とりわけ，研修の方法・手段という点では，

BBCが開発したe-learningシステムが大きな

可能性を示している。

BBCには，このシステムをビジネスとし

て展開したいというねらいがあるようである

が，それにしても，このように充実したジャー

ナリスト再教育は，メディア環境の構造的変

化および経済の短期的変動によって，今や公

共放送機関でしか行い得ないものになってい

る。このことは，しかし，その前提として，

公共放送のもう1つの努力を要請しているよ

うに思われる。最後にその点に触れておきた

い。

Ⅲ−5　ジャーナリスト再教育を
支える経営の安定

以上のことは，要約すると，目下世界の

ジャーナリズムが直面しているのは，信頼性

を保ち続けるために現有のジャーナリストた

ちのレベルをどうやって必要な水準に維持す

るかという問題と，デジタル時代にいたって

一層厳しくなった経営環境にどう対処するか

という2つの問題だと言うことができる。そ

して，コッパー教授が挙げた事例も示唆して

いるように，実はこれら2つの問題はリンク

していて，後者が前者を圧迫している，つま

り，経営の安定・不安定という変数とジャー

ナリズムの質を維持するための努力という変

数の間には共変の関係があり，これを因果関

係と見てまず間違いないものと思われる。

まず気づくことは，アメリカでもイギリス

でもドイツでも，公共放送が行っている

ジャーナリスト再教育は極めて順調であるの

に対して，商業放送の方はジャーナリストた

ちをマルチ・メディア対応にすることで経費

を削減する方向に向かっている。同じ事態に

直面して，図らずも明と暗を分けた形である。

これは，ジャーナリズムへの期待が，しばし

ば，採算という問題を度外視して論じられる

のに対して，商業財源に依拠せざるを得ない

メディアにおけるジャーナリズムの質の確保

がいかに困難な問題であるかを示していると
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見ることができる。

財源という面から見ると，今回のプロジェ

クトで取材をした範囲内で，一番問題がない

のは，復旦大学である。これは，中国の国立

大学として国家の費用でまかなわれているの

であるから当然であろう。これに対して，最

も経営面で厳しさを感じさせたのはアメリカ

のABC Newsであった。同社は「デジタルに

関する制作技能を高める社員研修」を行った

後，2010年末までに「ニュース取材スタッフ

の300人から400人の大幅な人員削減を発

表。これはニュース部門の社員数の25％に

あたる」という27）。そうして，これら両者の

間に位置するのが，公共放送として公的財源

で運営されているイギリスBBCとドイツの

2つの公共放送，ARDとZDFである。

中国・復旦大学のケースをひとまず措くと

すると，ジャーナリズムとして，また，ジャー

ナ リ ス ト 再 教 育 に と っ て，BBCとARD，

ZDFは商業放送に対して圧倒的に優位に

立っていると言ってよい。このような経済的・

社会的・技術的諸条件の中で，或いは日常的

に再教育を実施し，或いはそれを武器として

広く世界中にそのブランドを知らしめるよう

なことができているからである。こうしたこ

とが可能になっているのは，ひとえに，その

財源が受信（許可）料という非商業的収入に

よってまかなわれているからである。

しかし，これもコッパー教授の指摘にあっ

た通り，公共放送にも弱点がある。それは，

若年層問題であり，それを通じての将来の財

源調達に関する不安である。そこで，ドイツ

は，2010年6月，受信料制度の改革を行い，

受信機所有の有無にかかわらず全世帯から受

信料を徴収することを決定した28）。同じ方

向の議論は，先ごろイギリスでも前BBC会

長のグレッグ・ダイクが提案したが，保守党

がこれを採用しなかったという動きがある。

経営の安定とジャーナリズムとしての水準

維持の努力の関係が見かけ上の相関関係だけ

ではないなら，ないものねだりの要求ならと

もかく，現実の問題としてジャーナリズムの

質を確保するためのジャーナリスト再教育の

あり方を考える場合，経営と財源の問題を考

慮に入れないわけにはいかない。繰り返しに

なるが，この点で公共放送は商業主義的メ

ディアに比べて，今のところ有利な条件に恵

まれている。しかし，それがいつまでも続き

そうにないことも，しだいに明らかになりつ

つある。デジタルの時代にジャーナリズムへ

の信頼を守るためには，まず，ジャーナリス

ト再教育を行える経営的条件を確保すること

から始めなければならないのかもしれない。

（よこやま しげる）

〈文中写真はすべて筆者撮影〉
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