調査研究ノート

Bowling Alone と Watching Alone

〜公共放送と「社会関係資本」〜

米倉
1. はじめに

律

ている。そして政治学，経済学，社会学など

周知のとおり，日本の「放送法」第一条は，

幅広い領域で論じられ，
「現在，社会科学で

放送を規律する目的を，放送を通じて「公共

最もホットな概念の一つ」
（Lin 2001）と言わ

の福祉」と「その健全な発達」を実現するため

れるまでになっている。また近年では，メディ

だと謳っている。「公共の福祉」とは「社会構

ア論やコミュニケーション論の分野において

成員全体の共通の利益」を意味し（
『広辞苑』

も，電子メールやブログ，SNS 等を通じた人々

第四版），その含意は，政治経済的な次元か

のネットワーク型コミュニティの機能分析等

ら社会・文化の次元に至るまで多様であるが，

に役立つ理論的道具立てとして関心が高まっ

公共放送 NHK が自らの役割として提示する

ている（例えば Norris 2003；宮田 2005）
。

「社会的な連帯の育成」も，この「公共の福祉」

「社会関係資本」を放送やテレビ視聴との

に寄与するものと想定できる。例えば NHK

関係で扱った研究は，これまでのところ非

の「経営計画」（平成 18 〜 20 年度）は，視聴

常に少ないが，海外では注目すべき文献も

者が「日々の暮らしに必要な情報や豊かな文

幾つか出てきている。そのひとつがアメリカ

化を共有」し，「多様な価値観を認め合う『社

の政治学者 R. パットナムの著作

会的連帯』」を育成することが公共放送の役

Alone（=『孤独なボウリング』
）
である
（Putnam

1）

割だとしている 。

Bowling

2000）
。この本は，戦後のアメリカ社会におけ

ではこの「社会的な連帯」は，より具体的に

る「社会関係資本」の歴史的変遷を辿ったもの

はどのようにして作られるのだろうか。そし

で，テレビ視聴が「社会関係資本」に及ぼした

てそれはどのような意味で社会にとって重要

ネガティブな影響について詳細に分析してい

なのだろうか。私見によれば，この「社会的

る。一方，このパットナムの議論を踏まえなが

な連帯」という考え方は，近年，様々な研究

ら書かれた，イギリスの経済学者 M.ブルック

分野で注目されている「社会関係資本（Social

スの論文 Watching Alone （=『孤独なテレ

Capital）
」の概念と重なり合う部分が多い。後

ビ視聴』
）は，
「社会関係資本」の生成・維持に

述するように「社会関係資本」には様々な定義

とって放送はポジティブな役割・機能をも果た

があるが，多くの場合，
「信頼や規範に基づく

しているとし，特に公共放送のあり方をテーマ

コミュニティやネットワークとそこに埋め込

にしている点で注目に値する（Brookes 2004）
。

まれた社会的資源」といった意味で用いられ

本稿では，主としてこの 2 人の議論をレ
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ビューしながら，放送，なかんずく公共放送

は，その代表例と言える。

の役割・機能を「社会関係資本」概念との関

「社会関係資本」の概念を用いる領域が拡

係性において捉えるアプローチの可能性と課

大し，論者が増えるに従って，その定義も多

題を考えたい。

様になっている。主なものを以下に挙げる。

2.「社会関係資本」とは何か
まず「社会関係資本」という概念は何かに
ついて簡単に整理しておきたい。

○「相互利益のための調整と協力を容易にす
るネットワーク，規範，社会的信頼のよ
うな社会的組織の特徴」（Putnam 1995）
○「規範や価値観を共有し，相互に理解しあ

「 社 会 関 係 資 本 」の 原 語 で あ る Social

う人々によって構成されたネットワーク

Capital は，直訳すると「社会資本」となるが，

で，集団内部または集団間の協力関係の

一般に「社会資本」は道路や空港，上下水道

増進に寄与するもの」（OECD 2001）

などの「社会的インフラ」を指すことから，

○「社会的ネットワーク構築の努力を通して

本稿で採用している「社会関係資本」の他に

獲得され，個人や集団にリターン，ベネ

も，
「社会的資本」や「ソーシャル・キャピタル」

フィットをもたらすような創発的な関係

等の訳語が用いられており，定訳はない。

資産」（金光 2003）

「社会関係資本」は，かねてから，教育の

○「信頼，相互扶助などコミュニティのネッ

分野で学校運営に対する地域社会の関与の重

トワークを形成し，そこで生活する人々

要性を論じる場合や，都市計画論の分野で

の精神的な絆を強めるような，見えざる

都市における隣人関係の意義を考察する場

資本」（山内 2005）

合などに稀に用いられることはあった（宮川

このように「社会関係資本」は，社会にお

2004）。しかし本格的に論じられるようになっ

ける人と人との繋がりが持ち得るポジティブ

たのは，フランスの社会理論家 P. ブルデュー

な「力」や「資産」を指す概念として理解され

の 1986 年の論文

ている。「社会関係資本」がこの 10 年程度の

The Forms of Capital

（Bourdieu 1986）や，アメリカの社会学者
J. コールマンの一連の著作以降とされる。
その後，特に 1990 年代後半以降，
「社会関

間に多くの関心を集めるようになった背景に
は様々な事情があるが，差し当たり二つの点
を指摘することができる。

係資本」は様々な領域から注目されるように

第一に「社会的排除・分離（social exclusion

なり，多様で学際的な研究成果が蓄積され

/social segregation）」と呼ばれる現象の，特

つつある。例えば，市民のネットワークや

に先進諸国における深刻化がある。今日，貧

コミュニティを社会の効率的な再生産に活

困層や失業者，移民などマイノリティの排除・

用しようとする公共政策論からのアプロー

疎外や，社会全体の階層分化（「格差社会化」）

チ（Dasgupta.et al. 2000；OECD 2001；諸富

等の進行によって，社会の民主的・合理的な

2003）や，NPO などの市民活動の社会的意義

再生産が困難化しているという問題意識が広

を「社会関係資本」の涵 養という側面から評

く共有されつつある。そうした中で，医療，

価しようとする調査研究（内閣府 2003）など

福祉，教育，治安など様々な社会問題の解決
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にとって，社会階層・集団を超えた相互の交

た 2）。1人でボウリングする人の増加は，ボウ

流やネットワークが持つ重要性が再評価され

リング場におけるビールやピザの売上の減少に

ているのである。

繋がっているという。なぜなら1人でボウリン

また第二に「社会関係資本」は，経済や社

グをする人はグループでする人に比べてビール

会の効率性という観点においても，その影響

やピザの消費量が少ないからだが，問題はそ

力の大きさが注目されるようになっている。

れだけでなく，
「孤独なボウリング」は，仲間同

様々な財の生産や消費の局面において，
組織，

士の会話や社会的交流の経験をも失わせてし

企業と，クライアント，消費者，市民との間

まった。
「ボウリングチームは消えゆく社会関

の信頼関係や有形無形のネットワークは，不

係資本」を示す象徴的事例というわけである。

要なコストの削減，取引の効率化などをもた

パットナムは同様に，選挙の投票率，NPO組

らす重要なファクターである。こうした，い

織やボランティア活動への参加率，PTAの会

わば社会の潤滑油として機能している「社会

員数，教会への出席率や寄付の状況，労働組

関係資本」は，従来の経済学の範疇では，
所得，

合の組織率，家族全員での夕食の頻度など，
「社

貯蓄，投資といった通常の経済変数とは異な

会関係資本」に関連する様々な社会的指標の時

る「外部要因」として説明されてきた。これ

系列変化を検証し，そのいずれもが減少してい

を「社会関係資本」として概念化することで，

る様相を描き出す。パットナムの見るところ，こ

理論的にも実践的にもより明確化・精緻化す

うした「社会関係資本」の持続的減少は，アメリ

ることが目指されているのである。

カ社会が政治的・文化的に多元的であるがゆえ

3. Bowling Alone（「孤独なボウリング」）
（1）人々が孤独にボウリングする社会

に持ち得た，かつての活力や生産力を消耗させ，
人々の政治的無関心やアノミー（無秩序）状況
を作り出しており，極めて深刻な現象である。

R. パットナムの代表的著作である Bowling

では，なぜアメリカの「社会関係資本」は

Alone （2000 年）は，アメリカ社会における

減少してきたのか。パットナムは以下の 4 つ

「社会関係資本」が過去数十年に渡って持続的

の原因を挙げる。それぞれの原因には，「社

に減少してきたことを，様々な社会的指標の

会関係資本」の減少に与えた計算上の「貢献

膨大なデータを駆使しながら提示し，大きな

度」も示されている。

話題を呼んだ。本書，及びその下敷きとなっ
た 1995 年の同名の論文（Putnam 1995）は，現
在の「社会関係資本」をめぐる議論の隆盛の口
火を切ったものでもある。
タイトルにも使われている「ボウリング」に関
するパットナムの議論は象徴的である。彼によ

a）時間的・経済的な圧力。特に夫婦共働
きの場合に強い。（貢献度 10% 未満）
b）郊外化。通勤時間や都市の無制限な拡
大。（貢献度約 10%）
c）電子的娯楽。特にテレビによる余暇時
間の個人化。（貢献度約 25%）

るとアメリカでは1980 年から1993 年の間にボ

d）世代交代による変化。市民活動への参

ウリングを楽しむ人は10% 増加したが，クラブ

加に積極的な世代から消極的な世代へ

に所属してボウリングをする人は40% 減少し

の世代交代。（貢献度約 50%）
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（2）
「社会関係資本」の減少とテレビ

日当たりのテレビ視聴時間が 1 時間増加する

このうち，本稿の問題関心との関連で特に

と，公的集会への参加，地域委員会のメン

興味深いのは，c）のテレビと「社会関係資本」

バーになる，議会に投書する，といったほと

との関わりである。パットナムは，この点に

んどの市民的・集合的行動への関与の割合が

ついても様々な指標を動員しながら詳細に分

約 10% 低下するという負の相関関係がある。

析しているが，その議論は以下のように要約
できる（Putnam 2000：邦訳 262 − 300 頁）
。
①テレビの普及率と視聴時間の急激な拡大

こうして，パットナムにとってテレビは，
アメリカ人の生活を受動的で私生活中心主義
的なものへ変容させ，「社会関係資本」を衰

アメリカにおけるテレビの普及率は，1950

退せしめた大きな要因のひとつと位置づけら

年の 10% から 1959 年には 90% へ急激に上昇，

れる。詩人の T.S. エリオットは，テレビを「何

世帯当たりの視聴時間は 1950 年代からの 45

百万人の人々が同じジョークに同時に耳を傾

年間に約 1.5 倍になり，1995 年までに 1 人当

けながら，同時に孤独なままでいることを可

たり 1 日約 4 時間となっている。これは世界

能にしている」と表現したが 3），こうしたテ

でも有数の高水準である。

レビのメディア特性が「社会関係資本」の減

②テレビがもたらした娯楽の変質

少に深く関わっていたというのである。

テレビの急激な普及は「自動車以上に日々

もちろん，パットナムの分析は，アメリカ

の過ごし方を変化させた」
。1965 年からの 30

社会のみを対象としたもので，国を超えて妥

年間でアメリカ人の余暇時間は週当たり平

当性を持ち得るかどうかやデータの解釈方法

均 6 時間増加したが，そのほとんどはテレビ

等，慎重に吟味すべき点もある。特に放送業

視聴に吸収された。かつて野球場や映画館な

界における主要なプレーヤーが，4 大ネット

どで集団で楽しむものだった娯楽は，家庭で

ワークやケーブルテレビチャンネルを始めと

個別に楽しむもの（テレビ視聴）に変化した。
テレビは人々を家庭へと誘導したのである。
③家族関係の希薄化
しかし家庭での人間関係はテレビによって希
薄になった。テレビの複数台所有の増加等の影
響もあって，テレビは家族と一緒にでなく1人で
見るものとなった。テレビ視聴時間は夫婦の会
話時間の3〜4 倍に達し，また8〜18歳の子供で
は，テレビ視聴の5%しか親は同伴しておらず，
3分の1以上は完全に1人での視聴となっている。
④社会的活動への関与の減少

する商業放送事業者で，公共放送の存在感が
非常に小さいという点は，他の主要国にはな
い特徴である。しかしその点を差し引いても，
テレビ視聴が人々の生活に与えたネガティブ
な影響を，
「社会関係資本」の減少という側面
から捉えた彼の議論は極めて興味深い。

4. Watching Alone（「孤独なテレビ視聴」）
（1）テレビ視聴の個人化・細分化と
「社会関係資本」の減少

テレビ視聴の増加，テレビがもたらす娯楽

パットナムのテレビと「社会関係資本」の

への依存は，様々な社会的活動への市民参

関係をめぐる議論は大きな反響を呼んだ。そ

加や社会的関与の低下をもたらしている。1

して同様のテーマを扱ったり，パットナムの
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分析の妥当性に疑問を投げかける論文等も
出てきている（例えば Norris 1996；Uslaner
1998）
。イギリスの経済学者 M. ブルックスの
論文

（2）
「共有体験」（shared experience）を通じた
「社会関係資本」の生成
こうして，ブルックスにとって多メディア・

Watching Alone （=『孤独なテレビ

多チャンネル化とテレビ視聴の個人化・細分

視聴』
）もそのひとつで，彼はパットナムの

化は，結果的に「社会関係資本」の減少をも

分析は「社会関係資本」と放送との関係を一

たらしている。しかし彼は，放送は「社会関

面的に捉えており，問題があると指摘する

係資本」にネガティブな影響を与えるだけで

（Brookes 2004）。

はなく，他方で「社会関係資本」を生成した

ブルックスは，確かに放送には「社会関係

り，維持したりする機能も果たしていると言

資本」を衰退させる側面があるという点で，

う。鍵となるのは，番組の視聴者の「共有体

パットナムに同意する。しかし「社会関係資

験（shared experience）」である。

本」の減少の原因は，「放送」それ自体ではな

「共有体験」とは，ある番組が数多くの人

く，放送のデジタル化・多チャンネル化と，

に視聴されることによって視聴者相互が共

その結果としてのテレビ視聴の個人化・細分

有し得る資源を指し，職場のコーヒーマシン

化（=「孤独なテレビ視聴」
）だと言う。

前での同僚とのおしゃべりを弾ませたり，電

「放送メディアの数の増加によって，視聴

車など公共的な場で居合わせた人とのコミュ

者は視聴する番組の選択と決定に対する能力

ニケーションを円滑にするといった効果を持

を増大させる。衛星，ケーブル，デジタル

つとされる。そしてブルックスは，こうした

TV，そしてデジタルラジオやインターネッ

効果を発揮している番組として英 BBC のド

トの普及率が増大するにつれて，視聴者が自

ラマ

らの嗜好にあわせて視聴する番組を選別する

げる。これらはいずれも，イギリス国内で高

傾向が強まる。」（Brookes 2004：p.15）

視聴率を獲得し，しかも若年層から高年齢層

ブルックスによれば，こうした傾向は多く
の問題を含んでいる。まずメディアの細分化

The Oﬃce

Eastenders 等の例を挙

まで幅広い年層，そして様々な職業や階層の
人々の支持を集めている番組である。

は，視聴者の「タコツボ化」をもたらす。そ

「年齢，性，人種，社会階層などの視聴者

れは同じ趣味・嗜好や思想信条を持つ者同士

の多様性こそが，社会関係資本の創出にとっ

の絆を強めることはあるが，全体としては社

ての重要な鍵である。番組をネタにして人々

会の小集団化，分極化を招来する。さらに，

がおしゃべりをするような形での，視聴者の

メディアの細分化は，視聴者が社会の成員の

番組への関与がもうひとつの鍵である。そし

様々な立場や意見に触れる機会を奪う。民主

て，視聴者が，社会階層や年齢や人種など，

主義社会は，自由で自律的な諸個人による討

立場の異なる他者を知ること，これが三つ目

議や熟慮に基づく判断と意思形成を前提とし

の鍵である。」（Brookes 2004：p.28）

ているが，メディアの細分化は，そうした前
提を掘り崩すことに繋がる危険がある。

ブルックスは，パットナムが「社会関係資
本」を二つのタイプに分類していたことに注
目している。それは同じ利害や意見を共有す
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る人々を結びつける「結束型（bonding）
」と立
場や属性を超えた人々を結びつける「橋渡し
型（bridging）」である。ブルックスは，放送

5.「社会関係資本」概念を用いる
アプローチの可能性と課題
以上，「社会関係資本」と放送やテレビ視

が生成するのはこの二種類の
「社会関係資本」

聴との関係についてのパットナムとブルック

だけでなく，さらに「連結型（linking）社会関

スの諸論を検討してきた。最後に，放送，特

係資本」をも作り出す機能を持つという。
「連

に公共放送のあり方を「社会関係資本」の概

結型社会関係資本」は，立場や利害の異なる

念を用いて考えるアプローチの可能性と課題

集団と集団を相互に結びつける「社会関係資

について，幾つかの点を挙げておきたい。

本」である。そしてそれを最も効果的に作り
出せるのは，利潤の極大化を第一目的とし，

（1）可能性
第一に「社会関係資本」の概念は，従来か

広告効果を期待し得る特定の視聴者層を対象

ら「放送の公共性」というやや曖昧な概念で

に放送を行う商業放送ではなく，
「公共の利

語られてきた放送の機能，特に公共放送が果

益」の極大化を目的とし，社会のすべての成

たすべき社会的役割・機能をより明確化させ

員に向けて放送サービスを提供する公共放送

ることができるように思われる。従来から放

4）

だとされる 。

送は，「電波の希少性」と「社会的影響力の大

このようにブルックスは，番組が数多くの

きさ」を根拠に「公共財」としての性格を持つ

人によって視聴されることを通じて作り出さ

とされ，それゆえに活字メディア等にはない

れる「共有体験」の効果に着目しながら，放

様々な規制を受けてきた。しかし他方，多メ

送，特に公共放送が「社会関係資本」の生成・

ディア・多チャンネル化の進展によって，「電

維持に不可欠な役割・機能を果たしているこ

波の希少性」が次第に根拠を失いつつあるこ

とを強調する。

とも，すでに 1980 〜 90 年代から議論の対象

この論文での彼の結論は，以下のようなも
のである（Brookes 2004：p.44）
。

となってきた（例えば長谷部 1992）。
こうした中，放送と「社会関係資本」との

○公共放送事業者（BBC）は，自らが「社

関係性への着目は，放送の公共財としての性

会関係資本」を作り出す役割を果たして

格をより明確化させ，放送に対する各種の公

いることに，より自覚的でなければなら

的な規制が持つ意味や意義を考察する際の，

ない

より具体的な論点を供給し得る。例えば放送

○政府や規制機関は，その放送政策を，公共

法第三条のいわゆる「番組編集準則」は，放

放送と「社会関係資本」の関連を考慮に

送の不偏不党性，対立する意見の多元的反

入れて進めるべきである

映，教育・報道・娯楽といった番組ジャンル

○評論家や研究者は，公共放送が「社会関係

の編成上の調和などを定めているが，これら

資本」を涵養している点を積極的に取り上

は放送を通じた「社会関係資本」の生成・維

げ，また調査や研究を深める必要がある

持という観点からも重要な原則として捉え直
すことができるように思われる。またブルッ
クスの言うように，仮に公共放送が「社会関
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係資本」を最も効果的に作り出すことができ

事業者と視聴者，市民との関係性を考えるう

るのだとすれば，公共放送の事業運営のあり

えでも重要な手掛かりとなり得る。
「社会関

方（サービスや財源など）をめぐる社会的な

係資本」は，視聴者，市民の間の相互のネッ

議論においても有用な材料となるであろう。

トワークやコミュニティにおいてだけでなく，

第二に「社会関係資本」の生成・維持とい

放送事業者と視聴者，市民との関係において

う観点は，公共放送が放送する「娯楽番組」

も重要な役割を果たしているはずである。放

の評価にも新たな光を当てるものである。従

送事業者と視聴者，市民の関係は，単なる「送

来から，公共放送については「人々の多様な

り手」と「受け手」という形で二元論的に理解

意見を反映するフォーラム（広場）
」としての

されるべきではない。なぜなら他の組織・企

機能や，「生活に必要不可欠な情報や知識を

業と同様，放送事業者も，視聴者や市民から

伝えるインフラ」としての役割がしばしば指

の「信頼」や「支持」がなければ，そのサービ

摘されてきたが，そこではニュースや災害・

スを維持し，社会に向けて有意味なメッセー

緊急報道，討論番組など，
広い意味での
「報道」

ジを発していくことは不可能だからだ。

機能が重視されてきた感は否めない。しかし

近年，主要国の公共放送は，視聴者との関

ブルックスが BBC のドラマの例を引き合い

係性を維持・強化するために様々なサービス

に出して論じるように，番組の視聴を通じた

や施策に取り組んできた。代表的なものとし

「共有体験」は，教育・報道・娯楽などの番

ては，市民が自主制作した番組を放送する「パ

組ジャンルの別を問うものではない。

ブリック・アクセス」，公共放送の事業・運

一例を挙げれば，NHK が 2003 〜 04 年に放

営の目標とその達成状況を視聴者に明示する

送したドラマ『冬のソナタ』
（韓国 KBS）は，

「視聴者への約束」，視聴者からの意見や批判

日本で広範な人気を獲得し，高い視聴率を記

を集約し番組で直接取り上げる「視聴者評価

録したが，この「冬ソナ現象」は「社会関係資

番組（オンブズマン番組）」などがある。また

本」の生成・維持との関連でも興味深いもの

組織としての透明性を高めるための説明責任

であった。東京大学の林香里は，
『冬のソナ

やガバナンスを向上させる取り組み等も各国

タ』が単に多くの視聴者を獲得しただけでな

で進んでいる。こうした諸活動の実践によっ

く，愛好者達のグループや様々なネットワー

て，視聴者，市民との間に信頼関係を構築し，

クを形成したこと，また人々の「異文化」と

放送やその他のサービスを通じた好循環を作

しての韓国に対する興味・関心を惹起し，新

り出せるかどうか，これは「送り手」と「受け

たな文化的「出会い」や交流の機会を作った

手」の間の「関係資産」，すなわち「社会関係

こと等を「冬ソナ現象」のポジティブな側面

資本」のあり方の問題として考えられるべき

として評価している（林 2005）
。
「社会関係資

テーマと言える。

本」論はこのように，公共放送が放送する「娯
楽番組」の質や意義を評価する際にも有効な
視座を提供するものである。
また第三に「社会関係資本」の概念は，放送
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（2）課題
しかし「社会関係資本」をめぐる議論や研
究は始まったばかりであり，放送やテレビ視
聴との関係を考えるうえで，検討すべき課題

も少なくない。

理の生活圏への侵入（=「生活世界の植民地

第一に「社会関係資本」は，未だ抽象的で

化」）に対抗する「防波堤」としての役割が担

未成熟な概念である。パットナムは，関連が

わされており，その意味で現代社会のあり方

想定される様々な社会指標を用いながらアメ

に対する極めて批判的な含意を持つ。一方，

リカ社会の「社会関係資本」の歴史的推移を

「社会関係資本」は社会の効率的再生産に必

量的に示してみせたが，放送と「社会関係資

要な資源とされ，社会の「潤滑油」としての

本」の関係を実証的に検証することは簡単で

役割が強調される。そのため「社会関係資本」

はない。また，先に見たように，ブルックス

の概念自体は政治的・思想的に中立的であ

は「社会関係資本」の減少は，放送それ自体

る。しかしそれゆえに現状肯定的なイデオロ

でなく，放送のデジタル化・多チャンネル化

ギーや偏狭なナショナリズム・保守主義との

とテレビ視聴の個人化・細分化によるものだ

親和性を持つ概念として利用される可能性も

と主張するが，こうしたメディア環境や人々

ある。だとすれば「社会関係資本」の概念は，

の情報行動の変化は，現状ではもはや不可逆

例えば公権力の監視や社会的不正の告発，少

的なものとも言える。
「社会関係資本」論は，

数者の立場の擁護といった放送のジャーナリ

こうした変化を駆動する無制限な
「市場主義」

ズム機能との関連でどう位置づけられるかと

的傾向に対する一定の歯止めとなる可能性を

いった角度からも検証されなければならな

持つが，公共放送の存在意義を「社会関係資

い。こうした点も含め，過去の理論研究史の

本」との関係において根拠づける具体的で実

成果を踏まえながら「社会関係資本」の概念

証的な作業がなければ，社会的な説得力を持

を精錬し，その理論的射程と限界とを明らか

たない抽象論に終始してしまう危険がある。

にしていく必要がある。

個々の番組に即した事例研究や，社会調査等
の方法論を使った調査・研究が積み上げられ
ていく必要がある。
そして第二に，「社会関係資本」の概念を，

6. おわりに
去年秋，政界やマスコミにおいて，全国の
自治体で開催された「タウンミーティング」

過去の理論研究史における類似の諸概念と比

でのいわゆる「やらせ」問題が大きな議論の

較検討する作業も必要である。例えば「社会

対象となったことは記憶に新しい。そこでは

関係資本」は，ドイツの社会学者 J. ハーバー

政府による運営の杜撰さが大きな批判を集め

マスの「公共圏」の概念と類似しているよう

たが，しかしそれは同時に，地域における公

に見える。彼の言う「公共圏」は，具体的に

共的なコミュニケーションやネットワークの

は学校や家庭，地域，労働組合等の中間団体

空洞化，オピニオンリーダーの不在を浮かび

を舞台とする人々の公共的対話によって支え

上がらせるものでもあった。その意味で，こ

られている領域であり（Habermas 1981）
，そ

の一件は，日本の地域社会における「社会関

の物理的輪郭においては「社会関係資本」と

係資本」が危機的状況に置かれていることを

共通点を持つ。しかしハーバーマスの「公共

端的に示していたと言える。

圏」には，行政システムや経済システムの論

これ以外にも，「いじめ」「少年犯罪」「高
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齢者介護」「格差社会」など「社会関係資本」
のあり方の問題として問い直されるべき問題
は多い。冒頭に記したように，NHK は自ら
の役割として「社会的連帯の育成」を掲げて
いるが，そうである以上，公共放送として，
これらの諸問題の解決に直接的，あるいは間
接的にどのような役割を果たし得るか，また
それを通じて自らの存在意義をどのような形
で主張し得るかが問われている。放送，特に
公共放送と「社会関係資本」の関係に関する，
様々な角度からの幅広い議論と研究が求めら
れている。

（よねくら りつ）

注：
1 ） NHK「NHK の新生とデジタル時代の公共性の
追 求 平 成 18 年 度 〜 20 年 度 NHK 経 営 計 画 」
http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/keikaku/index.
htm 参照
2 ） 1993 年の 1 年間で少なくとも 1 回ボウリング
に行ったアメリカ人は約 8,000 万人で，これは
連邦議会選挙で投票した人の数の 1.3 倍以上に
なるという（Putnam 1995: 邦訳 64 頁）
3 ） パットナムはエリオットの言葉を引用しつつ，
テレビは仲間の存在を電子的にシミュレートし
ていると特徴づけている（Putnam 2000：邦訳
263 頁）
4 ） 無論，ブルックスが論じる「商業放送」と「公
共放送」は，理念型的なモデルであり，公的規
制を全く受けない放送事業者は基本的に存在し
ない
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