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である。進化が急速であるほどその影も色濃
い。現にケータイを媒介した犯罪は年々巧妙化
し，思春期の若者を中心に広がるメール依存
やいじめなどのトラブルは，未発達の心や身体
に大きな傷を与えている。

多大なるプラス，マイナスの影響を，社会に，
そして個人の生活に及ぼすケータイ。しかし当
初から開発に携わっている技術者ですら，現
在のこの姿を想像できた人は誰一人いなかった
という。技術の進化とは，何のため誰のため
になされるべきなのか，技術の進化に欲求が
刺激され，その欲求が新たな技術の進化を生
むという循環をどこまで続けるのか，ケータイ
はいま私たちに，こうした根本的な問いを投げ
かけている気がしてならない。

取材を通じ，07年はケータイが多くの局面で
ターニングポイントを迎えていることが分かっ
てきた。まさに一旦立ち止まり，今後を展望す
る好機である。番組ではこれらのポイントを整
理分析し，議論の材料とした。

また，この特番シリーズでは，デリベラティ
ブ・ポリング（討議つき世論調査）的手法 1）を
採り入れている。放送の前後に同じ質問を投げ
かけることで，テーマへの認識をより深めても
らうことが最大のねらいだ。今回は冒頭に紹介
した2つの問いを用意した。

　はじめに

「2030年の未来社会，ケータイの影響はプ
ラスかマイナスか?」。「2030年，あなたはケー
タイのマイナス面に振り回されない自信はある
か?」。こう問われたら，もしあなたならどう答
えるだろうか?

放送文化研究所とラジオセンターは共同で，
この2つの問いに向き合う特集番組「いまネッ
ト社会で何が起きているのか②～ケータイ化が
止まらない!」を07年9月24日に制作。急速に
広がるインターネット社会に対し，一旦立ち止
まり，今後どう向き合えばいいのかを考えるシ
リーズの第二弾として，今回は，‘史上最速’で

‘史上最強’のメディアとなったケータイを取り
上げた。

ネット付きの携帯電話が広がり，‘ケータイ’
という表記が国語辞典に登場したのは2001
年。あれから7年，ケータイはついに普及1億
台を超え，子供から老人まで国民に‘あまねく’
広がるメディアとなった。また，1台で最大400
種類もの機能を備えているといい，掌だけで
人々の‘あまねく’欲求を満たすメディアへと進
化が続いている。

一方，技術の進化とは，利便性という‘光’
と共に何らかの‘影’をもたらすのが歴史の常

ケータイ化が止まらない !
～未来社会をデザインする視聴者参加番組の可能性～

 村上圭子（ラジオセンター）　

 鈴木祐司
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本稿では，ケータイ・ターニングポイントとも
言える07年を，進化の歴史の中で改めて位置
付け直したい。その上で，番組での議論を整
理しながら，ケータイのある未来社会のあるべ
き姿を展望していきたい。

<ラジオ特番のゲスト>
NTT ドコモ取締役常務   辻村清行さん
元警察庁生活安全局長   竹花豊さん
社会学者   鈴木謙介さん  

<本稿の項目>
（1） ケータイ・ターニングポイント①
 ～多機能化から暮らし密着へ～
（2） オススメは本当にお勧めか ?
（3） ケータイ・ターニングポイント②
 ～自由から規制へ？～
（4） 新・公共空間の管理者は誰か ?
（5） 未来社会はプラス ?マイナス ?

（1）ケータイ・ターニングポイント①
　　  ～多機能化から暮らし密着へ～

● 大揺れの料金体系

実は取材を開始した当初，ケータイが07年
にこれほど大きなターニングポイントを迎える
とは思ってもみなかった。確かに，普及が1億
台の大台を超えたという事実はあった。しか
し，それは継続性がもたらした結果であり，‘何
か’が起きたわけではない。そんな中，去年の
夏から秋にかけ，ケータイの料金に関する2つ
の大きな出来事が起きた。

まず8月，ケータイ主要3社は通信料金のう
ち基本使用料の半額減額に踏み切った。きっ
かけは，06年10月に始まった番号ポータビリ
ティ 2）やソフトバンクモバイル（以下ソフトバン
クとする）の参入だが，この競争の波に乗り遅

れたのが，これまで圧倒的優位を誇ってきた
NTTドコモ（以下ドコモとする）だった。‘巨
人’ドコモは8月，会社設立以来，2度目の契
約数純減を記録するなど，凋落傾向に歯止め
がかかっていない。一方，遅れてきた挑戦者，
ソフトバンクの優勢は依然続いており，業界地
殻変動の兆しも窺える。

また9月には，1994年から10年以上続いて
きた「販売奨励金」という，ケータイ業界独特
のビジネスモデル見直しの機運がにわかに高
まってきた。総務省の研究会 3）で，08年度に
この仕組みを見直すべきだとする報告書が出さ
れ，見直しに向けたプラン4）が総務省から提出
されたからだ。

この仕組みは，ケータイ会社が販売店に奨
励金を出すことで，本来であれば3～7万円程
するケータイを消費者が1万円前後で購入でき
るというもの。端末が割安なため一見消費者
にはメリットがあるようだが，その差額分は通
信料金に上乗せされて回収されるため，通信
料金が割高となるしかけとなっている。現に日
本のケータイの通信料金は世界的に見ても高
額である。また，ケータイをこまめに買い換
える人とそうでない人との間に不公平があるな
ど，料金体系が不明瞭であることもあわせて
指摘されていた。

そもそもこの仕組みは，当時安価で販売さ
れていたPHSに対抗するため，ケータイ業界が

‘護送船団的’に導入し，そこからケータイ普
及が一気に広がったといわれている。総務省は
これまで，民間事業者のビジネスのやり方には
口を挟むべきでないという姿勢を続けてきた。
だから今回の総務省の一連の動きは，その姿
勢から大きく一歩踏み込んだ内容であった。

報告書やプラン自体は事業者を拘束する力
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はない。しかしその後すぐ，まずKDDIが，端
末の購入価格が高い代わりに通話料や基本料
を割安にする新・料金プランを発表。それを
受け，ドコモも11月，購入の際，コースを選択
できる料金プランを導入した。

しかし，実はソフトバンクは，すでに06年
から，端末を割賦で買い取り通話料を安くす
る新プランをスタートさせていた。すでに新
規加入者の9割がこのプランを利用しており，
総務省の今回の踏み込んだ動きも，この試み
と実績が視野に入っていたことは間違いない。

‘黒船’は，総務省ではなく，実はソフトバン
クだったのだ。

いずれにしても挑戦者ソフトバンクがしか
け，最後に巨人ドコモが動くという形で，結
果的に大手3社が足並みをそろえて，新しい
料金体系へと大きく移行しはじめたことは，
これまでの商慣行を変える一つの大きなター
ニングポイントであるといえよう。消費者の立
場からすると，めまぐるしく変わる料金体系に
戸惑いを禁じえないが，ドコモ取締役常務の
辻村清行さんは，「これまでの価格体系が一
気に変わるということはなく，同時並行的に
今後いくつかの選択肢が出てくるだろう」と番
組で語った。様々な料金体系を選べることに
より，消費者は自分がどのようなケータイの使
い方をするのか，販売店任せではなく真剣に
考えざるをえなくなるだろう。そのことは，今
後私たちが主体的にケータイに向き合うという
点で，決して悪くない流れであるといえる。

● 多機能（量）から暮らし密着（質）へ

ケータイの機能はどこまで進化し続けるの
か。このことは番組の取材を始めた当初から
疑問だったが，正直見当もつかなかった。しか

し，大手3社の07年・夏モデル新作発表会の
様子や広報担当者への取材を続けるうち，料
金の面だけでなく技術の進化という点でも，07
年は大きな転換点を迎えているのではないか，
と感じるようになった。その根拠の一つとなっ
たのが，発表会で3社がある共通のキーワード
を掲げたという事実であった。発表会における
コメントを一言ずつ紹介してみる。
「お客様のライフスタイルにあった機能を個

別にセレクトさせていただく。（ドコモ）」。「利
便性の枠を超えた新しい人のライフスタイル。

（KDDI）」。「かっこよくて機能が優れていて，
その人のライフスタイルに合っている。（ソフト
バンク）」。

もうお気づきになっただろう。共通のキー
ワードは‘ライフスタイル’である。なぜいまラ
イフスタイルなのか，KDDIの発表会では，そ
のことをこう説明していた。「これまでケータイ
はサービスが沢山ありすぎて，かえって何でも
できますという利便性の枠を越えていささか不
親切だったということもあったのではないか。
これからはお客様のライフスタイルを豊かにす
るケータイになりたい」。つまり，技術の開発で
機能を充実させる「量」で勝負していた時代か
ら，個人のライフスタイルにあった機能を「セレ
クトする」（ドコモ）「質」の時代へ転換していく，
という意思表示が‘ライフスタイル’という言葉
にこめられていたのである。

では，なぜ「量」から「質」の転換が起こっ
ているのか。取材を進めると，広報担当者レ
ベルには共通して，搭載可能な機能はそろそろ
頭打ちになった，という共通した認識があるこ
とがわかってきた。

ここでケータイの機能の進化の歴史を振り
返っておきたい。第1ステージは1999年，革
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命とまで呼ばれた，「iモード」の誕生で幕が開
いた。ケータイがインターネットに接続可能に
なったこの動きを皮切りに，多機能化への流
れは一気に加速する。2000年には世界初のカ
メラ付きケータイが登場，その後の数年間で，
ゲーム機，音楽プレーヤーなど，ケータイは
若者のいわゆる‘持ち歩きモノ’全てを呑み込
んでいく。そして2004年にはいくら利用して
も料金が一定，という定額制サービスが生ま
れ，第2ステージが始まった。これによりユー
ザーの裾野は大きく広がりダウンロードサービ
スで，あらゆる趣味はケータイ1台でより楽し
めるようになった。音楽ダウンロードはCD販
売を脅かし，ケータイ小説はベストセラーの上
位を独占するようになった。

そして，ケータイはいまや社会のあらゆる
層から，その役割が大きく期待される公共的
なメディアとなっている。こうした社会全体
のニーズに対応する多機能化の流れを第3ス
テージと位置づけておこう。たとえばGPS。
これは子供やお年寄りの居場所確認ができる
安心安全メディアとしての役割ということで，
第3世代ケータイ5）には標準装備が義務付け

られている。そして，ワンセグ放送やFM，
デジタルラジオの搭載。これは放送業界が提
供する通信放送融合サービスの一つだが，ド
コモは当初，ケータイで放送を楽しむニーズ
はさほど高くない，と腰が重かった。しかし
日本の場合，融合の主舞台がPCよりケータ
イになる可能性が高まっており，少なくともワ
ンセグに関しては，この冬からほぼ流れは標
準装備へと向かっている。また「おサイフケー
タイ」に代表されるICチップ，電子マネーの
受け皿としての決済機能は，広告との連携に
よって大きなビジネスチャンスの可能性がある
と産業界から期待が高まっており，今後ます
ます普及が広がっていくだろう。

以上簡単にケータイの機能進化の歴史を概
観したが，これほど多機能・高機能で，社会
的役割まで担わされている国は，世界中どこを
探しても見あたらない。取材では，‘載せられ
るものは全て載せ切った’，というケータイ会
社の満足感，自負心が窺えた。

だが，それだけの理由で，技術者達の開
発への欲求に歯止めがかかるとは思えない。
世界で冠たる技術進化を支えてきたケータイ
の開発者であればなおのことである。「徹底
的に研ぎ澄ましてどこまでいけるのかと考える
のが技術開発。そこからまったく予期しなかっ
た新たなものが生み出され，いろんな試みの
中ですごく有益なものが生み出されてくる」と，
ドコモの辻村さんは技術開発者のあくなき思
いを代弁。また創成期から，カメラ付きケー
タイなど数々の機能を生み出してきたある開発
者が，取材でお話を伺った際「ケータイで提
供できるサービスのアイデアはまだまだ無限に
湧いてくる」と，子供のような笑顔で語ってい
たのも，非常に印象的だった。

1979 年 自動車電話登場

1985 年 ショルダーホン登場

1987 年 携帯電話1号機が発売される

1994 年 端末レンタル制から買い取り制へ

1999 年 ドコモ・iモードサービス開始

2000 年 Jフォン・カメラ付き携帯電話発売

2001年 第 3 世代携帯電話サービス開始

2004 年 KDDI・定額制サービス開始

2006 年 ワンセグ放送開始

ケータイの歴史
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しかし，開発に先立つのはやはりお金であ
る。日本のケータイが世界で最も進化した背
景には，先に触れた日本独特の「販売奨励金」
システムが背景にあったことは誰もが認める
ところだ。端末料金を極力安く抑えることで，
消費者に新製品の買い替えを促進させ，その
循環の中でこそ，開発がここまで進められてき
たのである。先に触れたように，早晩このシス
テムの見直しがなされるという流れの中で，技
術開発のスピードにもブレーキがかかることは
間違いない。発表会で‘ライフスタイル’を殊
更強調する3社の姿勢に，その現実を垣間見
た気がした。

取材を通し，現象的にも，そして構造的に
も，07年ケータイは大きなターニングポイント
を迎えているということがわかってきた。

一方，視点を変えて消費者からこの動きをみ
ると，料金体系も搭載される機能も多様化さ
れ選択肢が広がるという点で，自分がケータイ
をどう使いたいのか明確に決めてさえいれば，
より自分にあうものが手に入りやすくなったと言
える。しかしそれが逆に明確でない場合には，
事業者などの提案に誘導されてしまう可能性が
更に高まったとも言える。自分は消費者として
果たしてどちらのタイプなのか，番組では，リ
スナーに自分自身の意識を確認してもらうため，
生放送開始から早いタイミングで，ネットでの
リアルタイム投票を行った。

（2）オススメは本当にお勧めか ?

● 2030 年の未来予測

投票では，いまから四半世紀後，2030年の
ケータイのある社会状況をどう見るか，そして，
そこで自分はケータイとどう向き合っているかを

たずねた。
投票に先立つ問題提起の材料として，今回

番組では，未来を予測したドラマを制作した。
この発想は，放送前，大学生50人にアンケー
ト6）をとり，そこで彼らに未来予測を書いても
らったところ，非常に興味深い記述が多かっ
たことから，その記述を元に制作してみようと
思いついた。アンケートや投票，お便りなど
で番組に参加してもらうだけでなく，制作の
プロセスから知恵を出してもらうなど様々な交
わりを持つことが，これからの‘視聴者と共に
つくる’公共放送が目指す番組作りに相応し
いと考えたことも，ドラマ制作を試みた一因
であった。ドラマは，プラスの影響編，マイ
ナスの影響編の2本を制作した。下記に簡単
にシナリオサマリーを記しておく。

（2030 年・ケータイのある社会・プラス編）
主人公タカシは北海道に住む獣医。彼は

専属エージェントのロボット‘ピー子’に，ス

ケジュール管理から家電のコントロール，外出

中の自宅の世話を一任している。‘ピー子’は

タカシのニーズを先読みし，仕事のアシストま

で行う。この日タカシは恋人のレナを迎えに

千歳空港へ。途中，渋滞に巻き込まれたり，

急患の往診などが入るが，‘ピー子’のサポー

トで無事レナと再会。

（2030年・ケータイのある社会・マイナス編）
主人公タカシとレナは遊園地で仲良くデー

ト。大のアイスクリーム好きのレナだが，この

所食べ方が尋常ではない。レナのエージェント

が嗜好パターンを学習し，彼女の性格を増幅

させているからだ。一方，仕事には真面目に

取り組むが女の子にはめっぽう目がないタカシ
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シナリオを見ると分かる通り，近い将来，自
らの欲求をケータイが察知，誘導する時代が
来る，という認識はほぼ共通していた。見解
が分かれたのは，ケータイが‘オススメ’する
情報に従う人生が幸せなのか不幸なのか，そ
ういう未来社会は本当に豊かな社会なのかどう
か，という点であった。

今回アンケートに協力してくれた大学生50
人には，この未来予測のほかにも，ケータイ
利用に関する様々な質問に答えてもらった。
これを文研の調査 7）と比較すると，メールや
カメラの利用率は，国民の平均的な使い方よ
り30ポイント高く，ネット・ゲーム・音楽ダウ
ンロードに至っては3～4倍という結果となっ
た。テレビを見るのも授業のリポート提出も，
デートの店を探すのもケータイ，お風呂からで
も即メールに返信するためケータイは防水が
いい，という大学生だからこそ，未来社会へ
の想像力は極めて具体的かつ豊かだった。

ドラマの紹介のあと行ったネット調査の結
果だが，2030年，ケータイはマイナスの影響
が大きいが61.5%とプラスの影響38.5%を大
きく上回った。一方，自分はマイナス面に振
り回されない自信があるか，という問いには
67.1%の人が自信がある，と回答した。

ケータイはマイナスの影響が大きいが自分
はそれに振り回されることはない，という認
識が高かったこの結果に，ゲストの社会学

者，鈴木謙介さんは「不安はあるけれども
ケータイを手放す気もあまりないという表れ。
しかしマイナス面をどの程度本当に理解して
答えているのか分からない」と，リスナーは
やや楽観的に現状を見すぎているのではない
か，と見解を述べた。一方ドコモの辻村さん
は，「たとえば自動車とケータイを比較すると，
技術進化のスピードがまるで違う。ケータイ
はここ10年で急速に進化したため，親の世
代がよく分からないうちに若者が使い出した。
だから余計不安が搔き立てられているのだ」
と述べ，十分理解さえすれば悲観的な見方は
もっと減るはずで，そのために事業者は理解・
普及に努めなければならない，と語った。

● オススメは本当にお薦めか ?

未来予測ドラマに登場した，ケータイが私
たちの欲求を察知，誘導してくれるサービスだ
が，実験段階を含め，すでにいくつかの試み
が行われていた。番組では2つの試みを取材・
紹介した。

1つは，関西で行われている，通勤通学で
利用するICカード「ピタパ」8）とケータイを組
み合わせたサービスだ。仕組みはこうだ。「ピ
タパ」で改札に入ると，その情報がデータセ
ンターに送られる。すると即座にクーポンなど
様々な沿線のお店の広告が，ケータイに自動
的に送られてくるのだ。カードには年齢・性別
なども記憶されているため，広告はターゲット
別に送ることもできる。この仕組みを開発し
たオムロンの小川俊暢プロジェクトリーダーは，

「今後はケータイのGPSも活用しながら，点か
ら線へ，更に面へと，よりニーズにあったオス
スメ情報を提供するサービスへと展開していき
たい」と語った。

は，レナが席を空けている隙に‘ピー子’の

サポートを受け，別の女性にアタック。しかし

その女性は，最新のイヤリング式エージェント

で，タカシと‘ピー子’の会話を把握していた。

アタックは空しく終わり，その姿を見たレナは

平手打ちし，タカシの許を去る。
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もう1つは，日本テレビが取り組むワンセグ
放送と広告を連動させた試みだ。ワンセグは，
画面の上半分がテレビ画面，下半分はニュー
スやお天気などデータ放送用の画面になって
いる。この試みでは，番組を放送中に，下半
分の画面に，缶コーヒーの新製品が無料でも
らえるという告知を掲載した。URLからアク
セスすれば無料試飲用の2次元バーコードが
ダウンロードでき，それをバーコード対応の自
販機にかざすと缶コーヒー1本がもらえるとい
うしかけになっている。この実験を担当した日
本テレビの佐野徹編成局副部長は，「ワンセグ
とは，いわばテレビ広告がポケットに入るとい
うもの。近い将来，商品を購入するかどうかを
決定する，まさにそのタイミングに広告が影響
力を発揮する日が来る」と語った。2つの試み
とも，ケータイが消費の最後の背中を押すリー
センシー効果 9）をもつメディアとなるという確
信のもとに開発されていた。

この試みに対するゲスト二人の反応も，投
票後の見解同様に大きく分かれた。ドコモの
辻村さんは，「あなた向けの広告，旬な情報
が入る新しい広告活動」と評価，一方，社会
学者の鈴木さんは「私だけにむけられたオス
スメの最適情報は，本当は誰にとっての最適
情報なのか。売り手ではなく，買い手にとっ
て本当にそうなのか考えなければならない」
と警告を発した。リスナーからも，「こうした
機能が進化して個人の購買思考が監視される
と，個人の思考や情報が明らかとなり，個人
の行動が全て監視下におかれるということに
つながらないか」という危惧が数多く寄せら
れた。未来予測ドラマで描かれた世界の一部
は，すでに確実に現実化しつつあるのではな
いか，とリスナーたちは受け止めたようだ。

（3）ケータイ・ターニングポイント②
　     ～自由から規制へ ?～

● 犯罪ある所にケータイあり

出会い系サイト，ワンクリック詐欺，闇サイ
ト，自殺サイト…。しくみの詳細は知らなくと
も，ニュースで名前くらいは聞いたことがある
だろう。ケータイに関わる事件が世間を騒が
せない日はない，といっても過言でないほど，
ケータイは犯罪とも密着している。

出会い系サイトやケータイを用いた様々な詐
欺事件は，すでに2000年当初から大きな社
会問題となっており，法律などが制定され 10）

対策が講じられてきた。しかし，その網をか
いくぐる犯罪は後を絶たず，今なお対策とのい
たちごっこが続いている。番組では，ここ数
年犯罪の温床となりはじめているが未だ対策
の見えない‘闇サイト’を取り上げた。

闇サイトとは，画面に‘闇’や‘裏’という文
字が並ぶ，犯罪行為などを誘発するサイトのこ
とをいう。殺人依頼や強盗の仲間を呼びかけ
る「闇の職安」が有名だが，その他にも，銃
や偽札の売買の呼びかけ，復讐を依頼するな
ど複数のサイトが存在している。犯罪者，犯
罪を企てる人同士がつながる場合もあれば，
軽い気持ちでサイトをのぞき，そこから心に潜
む悪意が引き出され，また増幅されることで，
思いもよらない犯罪が起きるケースもある。番
組では07年8月に名古屋で起きた殺人事件を
取り上げたが，サイトを通して出会った3人の
男性は，当初事務所荒らしやひったくりレベル
の犯罪を企てていたという。しかし出会ってか
らわずか4日間で計画はエスカレートし，帰宅
途中の女性を連れ去り殺害するという，きわめ
て残忍な事件を引き起こした。ゲストの鈴木さ
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んは著書『カーニヴァル化する社会』11）の中で，
ネットを通じてつながった人間同士が瞬間的に
盛り上がることを‘祭り’（カーニヴァル）と名付
け，それがしばしばエスカレートする現象に警
鐘を鳴らしている。‘祭り’が犯罪化することは
決してあってはならない。

また，放送後の10月には，自殺サイトで起
きた犯罪が新たな議論を呼んだ。自殺サイトと
いえば，そこでつながった若者たちによる集団
自殺が幾度となく繰り返され，社会問題化して
いるが，今回起きたのは，自殺を幇助すること
で報酬を得るという犯罪だった。ケータイの急
速な進化は，開発した技術者ですら想像でき
なかったということは先に述べたが，犯罪とい
うマイナスの影響は，それ以上に私たちの想
像を絶する事態を引き起こしている。

番組では，07年3月まで警察庁生活安全局
長としてインターネットやケータイの犯罪対策
に関わってきた竹花豊さんにもゲストに加わっ
ていただいた。竹花さんは「闇サイトについて
はかなり前から関心を持って見てきた。しかし
それ自体が犯罪を構成するものではないため，
結果的に野放し状態が続いている」と未だ対
策が取れていない実状への無念さを語った。

● フィルタリング元年 ?

しかし，こうした犯罪を生み出すきっかけを
作る様々なサイトに対し，竹花さんはただ黙っ
て手をこまねいて見ていたわけではない。最も
力を入れて取り組んできたのが，フィルタリング
とよばれる，有害サイトにアクセス制限をするシ
ステムの普及だ。せめて，犯罪への予備知識や
警戒心が薄い子供たちにだけは，有害サイトに
触れさせないしくみを作れないかと，警察庁の
研究会12）や東京都副知事時代，青少年条例 13）

の改正を通し積極的に取り組んできた。 
フィルタリングというサービスは，インター

ネットにアクセスする際，猥褻や暴力などの有
害情報をあらかじめはじいておくことのできる
しくみのことで，ケータイでは2003年頃から
利用が可能となった。情報が基本的に全て‘自
由’に流れているインターネット空間に，フィ
ルタリングという‘規制’をすることで，より安
心安全に利用することができるメリットがある
一方，雑多で危険ではあるが好奇心を触発さ
れる情報にアクセスできないというデメリット
もある。自分で主体的に情報選択するための
価値判断が形成されるまでは，何らかの‘規
制’が必要だ，というのが竹花さんら対策派
の言い分だ。

竹花さんが力を注いだ警察庁の研究会で
は，ケータイ会社それぞれを招き，フィルタリ
ング対策に対する意識を聞いている。その時
の姿勢は極めて消極的だったと竹花さんは番
組でこう振り返った。「子供たちに有害な情報
をもたせることについて，事業者として真剣な
取り組みをしようという態度でお答えをいただ
けたとは思わなかった」。研究会ではケータイ
会社に，フィルタリングサービスがどの程度広
がっているのか，契約者数の開示を求めた。
しかし事業者はそれをかたくなに拒否，普及の
ため努力している，という回答に終始したとい
う。この研究会の委員で，子供のケータイ問
題について積極的に活動されている群馬大学
の下田博次教授にもお話を伺ったが，ケータイ
会社はフィルタリングを推進することで，10代
の顧客を失うのが怖く，公共性よりビジネス優
先のスタンスを変えるつもりはない，と感じた
という。この日の研究会の議事録 14）から，多
くの委員がケータイ会社への批判と失意を述
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べていることが窺える。研究会では当初，事
業者に対し，子供にはネット接続機能を有し
ないもの，もしくはフィルタリング付きケータイ
を販売することを義務付けることも考えられて
いたが，最終報告書では，「対策の格段の強
化を求めていく」という文章にとどまった。

その後，フィルタリングの普及・認知はどの
程度進んでいるのか。番組では07年7月に発
表された内閣府の調査 15）を紹介した。調査
では，中学生のフィルタリング利用率はわず
か1%，認知度は1割にも満たないという結果
だったが，ドコモの辻村さんはこの調査に対
し，ドコモとして初めてフィルタリングに関す
る内部の数字を公開して反論した。「ドコモの
場合，フィルタリングを使われている未成年者
の方は約100万人位いらっしゃる。おそらく事
業者全体でいうと200万位だと思う。対象とな
る未成年は800～1,000万と想定されるので，
それからみると1%よりは多いのではないか」。
大手3社とも，未だフィルタリングの契約者数
は未公開という状況だっただけに，番組内で
辻村さんが具体的な数字を示すとは思っても
みなかった。そのため内閣府調査とドコモの
示した数字とのずれについて番組内で分析す
ることはできなかった。今後詳細に分析してい
きたいと思う。

実はこの半年の間に，フィルタリングに関す
る政策はこれまでと大きく流れが変わり始めて
いた。総務省は06年末，各事業者に対しサー
ビスの指導促進を要請 16），07年2月には自治
体などに啓蒙活動するよう依頼した 17）。やや
うがった見方をすれば，辻村さんは今回の番
組を，業界の取り組みをアピールするいいチャ
ンスと捉え，発言されたのかもしれない。し
かし，今回何らかの具体的なデータを明らか

にしてくれたことは，対策の議論を今後進め
ていく上で意味があることは間違いない。

辻村さんの発言後も，リスナーからは，「今
もドコモショップに行くとフィルタリングを店員
は知らないし勧めもしない。一方で，ネット接
続の契約をしなければならない説明ばかりし
ている」という実態が指摘された。また，も
しもフィルタリングを更に普及させるなら，未
成年に販売するケータイに予めプリセットして
おく方法はとれないのか，と質問したところ，
明確な回答は得られなかった。単に総務省の
動きに呼応するだけでなく，ケータイ会社が
主体的に対策に乗り出す，真の意味でのケー
タイ対策・ターニングポイントであってほしい，
と感じた 18）。

（4）新・公共空間の管理者は誰か?

● ‘人間’フィルタリングの限界

「学校裏サイト」という名前を聞いたことは
あるだろうか。これを聞くと，すぐにいじめや
トラブルを連想する人も多いと思うが，実は
中高生自身が自分たちの学校の情報を共有す
るため作っている学校非公認ホームページの
ことで，クラスや部活，学園祭や運動会など
の情報の連絡が主な内容である。2～3年前
から全国に広がっているが，その一部で，個
人を誹謗中傷したり猥褻な書き込みがされて
いるため，新しいいじめの空間としてクローズ
アップされているのだ。番組では，裏サイト
の書き込みがきっかけで学校に行けなくなっ
てしまった中学2年生の女の子の体験を紹介
した。「サイトを覗いたら，死ね，学校に来
るな，の文字の後にニッコリマークがついて
いて，怒りと悲しさ，そのあと不安になった。
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学校に行っても誰かがどこかで悪口を言って
いるのでは，と挙動不審に陥ってしまった」。
24時間誰もが見ることのできる空間で，自分
の知っている誰かが悪口を書いているかもし
れない。そう思うと，不安からケータイを手
放すことができなくなり，更に精神的に追い
詰められていく…。裏サイトいじめ特有の怖さ
を改めて実感させられた。

しかし，この裏サイト自体は有害サイトでは
ないため，フィルタリングであらかじめはじく
ことは不可能である。そのため，学校や地域
の大人たちがサイトを見回り，問題がある書
き込みに指導をしていく，いわゆる‘人間フィ
ルタリング’が必要だという，意見と取り組
み 19）を番組でご紹介した。それに対し，実際
に裏サイトの管理人をしている高校生からは，

「大人は遠くで見守っているつもりでも，どん
どん距離が短くなってくる。しまいには真後ろ
でじっと監視しているみたいな感じになるのは
困る」と，ネット上の‘秘密基地’を大人が覗
くことへの嫌悪感が示された。また，規制派
の竹花さんからも，「持たせた以上は子供に任
せざるを得ない。利用を始める前にどれだけ
子供たちと話ができるのかが勝負」といった
現実的な意見が出された。

● ケータイは‘15 禁’に ?

番組での議論を進める中，思わずスタジオ
中が唸ってしまったある中学生の発言があっ
た。「本当に必要ないと大人が思うなら，子
供のうちは最初からケータイを渡さない方が
いい。一度持ってしまうと，もう手放す気に
はなれない。僕の中学校の場合，みんなが
持ってしまっているので，もう手放せない」。

ケータイの10代への普及率は現在，高校

生96%，中学生58%，小学生31%である。
定額制が進む中，10代は最もコアなサービス
享受者層であると同時に，マイナスの影響も
最前線で受ける層となっている。フィルタリン
グの普及もまだまだ見込めない，‘人間フィル
タリング’にも限界がある，という中，15歳
未満にはケータイを持たせない，という考え
で行動している地域があるというので，番組
の議論に参加してもらった。

その地域は石川県金沢市に隣接する野々市
町。ここでは01年，ケータイが授業の妨げに
なる，という中学校からの問題提起を受け町
ぐるみで議論，その結果，中学生ではケータ
イの適正利用は徹底できないと判断した。地
域のメディア，町の広報などを使いPRを行っ
た結果，現在は普及10%と，全国と比べ6分
の1にとどまっている。親の90%以上はこの
対策を支持しており，中学の授業態度も非常
に落ち着いてきたと，文部科学省や警察庁の
研究会などで何度もモデルケースとして取り上
げられている。社会学者の鈴木さんは，「9割
の親が自分で選んで持たせていないなら支持
すべき対策だ」としながらも，「ケータイは危
険だ，という情報先行でその選択がなされた
とするならば，情報が偏っているかもしれな
い。必要不必要を天秤にかけて選んだ結果
かどうか見ていかなければならない」と指摘し
た。中学生に持たすかどうかを決めるのは，
親である大人の選択であることは間違いない。
しかしその中学生たちも，数年後には自己責
任でケータイを利用する世代となる。野々市町
の決断に，どこまで地元の中学生は納得して
いるのか，高校でケータイを手にするように
なってからはどう感じているのかなど，追跡
調査もしながら検証してもらいたいと思う。
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● 国の規制をどう考えるか ? 

番組では，今後法律改正の議論 20）で示さ
れる方向性の一つ，通信に対する国の規制に
ついてどう考えるべきか，についても議論し
た。これまで通信は1対1のコミュニケーショ
ンであるという視点から，内容については秘
密が保持される，というのが原則だった。し
かしネット社会になり，その形態は1対多，
多対多となってきたため，通信でも‘公然’と
いう概念を導入，現在1対多の情報の流れを
扱う放送のように，なんらかの規制を国がす
べきではないか，という流れが生まれている
という。ドコモの辻村さんは「今後，国の一
定の規制的なものは必要かもしれない。しか
しあくまで抑制的に最小限にすべき」と語っ
た。リスナーにもネット調査でその是非を問う
た。先にマイナスの影響を強く認識していた
リスナーだが，8割近くが，国の規制には反
対という立場だった。今回の番組では，やや
表層的な議論にとどまってしまったが，携帯
電話から‘ケータイ’となったこのメディアが
扱う情報は，通信なのか‘公然’通信なのか，
きちんと見極め対策を検討していく必要があ
る，と強く感じた。

（5）未来社会はプラス?マイナス?

● 未来はマイナス・だが生き抜く自信アリ 

番組の議論は4時間に及んだ。リスナーに
対しては，番組の最後に再び，最初に投げか
けた質問と同じ質問をネットでリアルタイム投
票を行った。そこで得られた意見の変化を比
較すると非常に興味深い結果が得られた。

1問目，未来社会でケータイの影響はマイナ
スだと答えた人は，放送の前後で10ポイント

増え，71.4%になった。一方，マイナス面に
振り回されない自信があると答えた人は，13
ポイント増え80%となった。最初の結果に対
し，リスナーはマイナス面をどのくらい意識し
て答えているか分からない，と述べた社会学
者の鈴木さんは，1回目の結果との比較を次
のように述べた。「番組を通じ，ケータイには
マイナスもあることが分かったけれど，なん
とかなりそうだ，という気持ちが表れている。
問題があるから全部やめてしまえ，とか，い
やいやもう放っておくしかない，という極端な
議論でないところに話が行くのであればそれ
が一番いい」。

新しいテクノロジーを扱うこの種の番組は，
最先端技術の紹介（‘光’），もしくはそれが
もたらす社会問題（‘影’）のどちらかに焦点
をあてて制作されることが多いのがこれまで
の特徴であったと思う。今回，4時間という
長尺のラジオ番組だからこそ，最新の情報か
ら歴史，社会問題とその対策にいたるまで，
幅広いテーマで議論することができた。そし
てこの投票結果が，リスナー一人一人が自ら
の問題として議論に加わり，番組を通し少し
でも主体的にケータイとつきあっていく自信が
生まれた表れだとしたら，これほどうれしい
ことはない。

番組前後のネット投票の結果
（％）
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● ケータイ企業の社会的責任

番組では最後に，社会の中でここまで大き
な存在となったケータイを開発・サービスする
企業の社会的責任について議論した。ドコモ
以外の大手である，KDDIとソフトバンクへの
インタビューも行い，紹介した。

これまで若者をターゲットに新しい機能の
開発の牽引役となってきたKDDIの園田愛一
郎コンテンツメディア本部長は，「ケータイは
技術が進歩して，使い方についての議論があ
まりこれまでなされてこなかったというか後回
しになってきた。ここまで進んだものがある
という前提に，使い方，道徳などを教育し，
社会的に共存できる存在にしたい」とした上
で，「通信なので中まで監視するわけにはい
かないが，ある程度の仕組みは作って対応せ
ざるを得ない」と，今後予想される公然通信
の議論についても，一歩踏み込んで語ってく
れた。また，挑戦者として，様々な新しい試
みを行い，業界の変革の牽引役となっている
ソフトバンクモバイルの松本徹三副社長は，

「技術屋が自分の自己満足でやっているという
ものはおかしい。日本の商品にはそういうと
ころがある。我々の責任は，社会のなかでな
くてはならないものを作っているという意味を
よく考えて，ユーザーに負担をかけないケータ
イを作らなければならない」と語った。ソフト
バンクは，負担をかけない，という点では料
金面では前記したように様々な試みを行って
いる。負担をかけないという領域を，今後料
金面だけでなくどれだけ広げてくれるのか期
待したい。

2社ともに，現在ケータイが引き起こしてい
るマイナス面について企業として今後どう考え
ていくのか，その対策なくしてはケータイのあ

る未来社会はありえない，という認識を持っ
ているという点では共通していた。では具体
的に今後どうその対策を示していくのか，横
並びではなく，独自のビジョンを掲げ，刺激し
あいながら，結果として業界全体でケータイ
の社会的責任についての意識を深めていって
ほしいと思う。

番組では，ドコモだけが4時間の生放送に
取締役が出演することを快諾してくれた。実
は当初，大手3社全てに生放送の出演を依頼
したのだが，残る2社は，前例がない，生放
送でどんな質問がくるか分からない中で出演
できない，と断られた。ドコモも，これだけ
長時間のそして視聴者参加の番組への出演は
初めてだったという。企業の取締役として，ま
た時には一人の市民として，ユーザーと真正面
から議論する姿勢そのものを通し，企業の社
会的責任を示してくれた，と感じている。次
回はぜひ，他社の参加も期待したい。

企業の説明責任が求められる時代だが，株
主でもない限り，なかなか企業の経営に携わ
る人間とユーザーが直接話すチャンネルがな
いことも事実である。今回の番組では，ユー
ザーと企業をつなげ，両者にとってバランスの
とれた議論の場を作り出すことができたように
思う。

 おわりに

番組では取り上げなかったが，ケータイで
自分の裸を撮り，求められるままに見知らぬ
男性に送ってしまう少女が少なからずいる，と
いうことを取材する中で何度か聞くことがあっ
た。裸の写真はいささか極端だとしても，身
体から0センチメートルのケータイが，気付く
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と，心から0センチのところまで接近し，寂し
さや憎悪など，様々な感情を増幅しかねない
装置になっていることは，ケータイを媒介す
る犯罪やトラブルを見ても明らかである。これ
は，ケータイを使う本人の問題なのか，それ
ともケータイが持つ特性なのか，それともそ
の双方なのか，まだきちんとした分析はなされ
ていない。ケータイは，あらゆる欲求を叶え
ることが可能な‘オールインワン’メディアで
ある。ネット社会が広がる中，一つの機械に
一つの役割，というこれまでのテクノロジー進
化の論理が大きく変化していることは間違い
ない。番組では，ケータイに振り回されない
自信があると答えた人たちは8割を超えたが，
絶えずその意識を持ち続けなければ自らの‘ラ
イフスタイル’をコントロールされかねない強い
力がある，ということを取材を通して改めて感
じさせられた。

最後にある調査の結果を提示しておく。
ケータイのプラス面について聞いた調査で，
50代以上の4人に3人が，ケータイは家族の
絆を強くしてくれた，と答えている21）。少子高
齢化が進み，一人暮らしの高齢者が増える中，

‘あまねく’普及が広がるケータイは，最も重
要な社会インフラとなってくるだろう。家族の，
地域の絆作りのためにも，もっとケータイを有
効に活用するアイデアはあるはずだ。多機能・
高機能のケータイ最先進国日本だからこそ築
ける2030年の未来社会を，次の機会にはデ
ザインしてみたい。

  （むらかみ けいこ /すずき ゆうじ）

注：
1）あるテーマについて無作為抽出したサンプルを

対象に討議を行い，討議の前後に意見変化を測
定・分析する，英・米・豪などで試みられてい
る世論調査の新手法。討議の模様はそれぞれの
国の公共放送で放送されている。

2）携帯電話の加入者が別の事業者に契約を切り替
えても，元の番号がそのまま使えるシステム。

3）総務省「モバイルビジネス研究会」
4） 総務省 07 年 9 月 21 日発表「モバイルビジネ

ス活性化プラン」
5）国際電気通信連合の規格に準拠したデジタル方式

の携帯電話。高速のデータ通信や国際ローミング
を実現。現在，利用者の7割が利用（06年度末現在）。

6） NHK 改革を行うため局内に設置した若手職員
による「WAVE プロジェクト」で行っている，
大学生と NHK をつなぐコミュニティサイト上
で 50 人に事前アンケートを行った。

7）中野佐知子・渡辺洋子「IT 時代の生活時間調査・
2006」 NHK 放送文化研究所編『放送研究と調
査』2007 年 4 月号

8）関西の私鉄で使用する定期券，切符，対応ショッ
プでの支払い機能をもつ IC カードのこと。

9）直前に接触した広告が購買活動に影響を与える
効果のこと。

10）「出会い系サイト規制法」（2003 年 6 月）
11）『カーニヴァル化する社会』（講談社現代新書）
12）警察庁「バーチャル社会のもたらす弊害から子

どもを守る研究会」
13）「東京都青少年の健全な育成に関する条例」
14）「バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを

守る研究会」第 4 回議事要旨（06 年 7 月 24 日）
15）内閣府「第 5 回情報化社会と青少年に関する意

識調査について」
16）総務省「フィルタリングサービスの普及促進に

関する携帯電話事業者等への要請」（06年11月）
17）総務省「携帯電話におけるフィルタリングの普

及促進について」（07 年 2 月）
18）12 月 10 日に各社は，総務省の要請を受けて未

成年者へフィルタリングが普及するよう取り組
みを強化すると発表。

19）群馬大学・下田博次教授が中心となって進めて
いる ねちずん村の試み（http://www.netizenv.
org/top.htm）

20）これまで通信・放送それぞれに 9 本の法律が存
在したが，それを総合的法体系にしていこうと
いう議論。早ければ2010年の国会で審議される。

21）「NTT コミュニケーション科学基礎研究所に
よるケータイの使用実態に関する調査」NTT
出版『モバイル社会の現状と行方―利用実態に
もとづく光と影』
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ことば
言葉
コトバ

ふるさと上州・群馬県の冬は，山から

吹き降ろす乾いたからっ風が，農山

村の家々の北西部を守る「かしぐね」と呼ば

れる屋
や

敷
しき

林
りん

に当たり，ザワザワと音を立て

る。強い風が来ると，細かい土ぼこりが口

の中にとびこんできそうになるので，顔を

正面から横向きにすることもある。

この季節，畑では，緑色の芽を出して育

つ麦を踏んでゆく「麦踏み」が，かつてはよ

く見られた。少しかがめた腰の上に両手を

組み，ひと足の横幅の長さずつ横向きに進

んでゆくので，同じ場所は2つの足で続けて

踏まれる。「麦は踏まれると根が丈夫になる

し，茎が伸びすぎない。それに，踏まれた土

は霜柱で浮き上がらない」と親が言っても，

子ども心には不思議だった。「踏まれた草に

も花が咲く」ことは，後になってわかった。

農作業では「踏む」場面が多い。米作で「田

んぼにつけた足跡の数の多さが，よい米を

作る」という言い伝えがある。田の草取りや

肥料を施すのに人力を頼みとしていた時代

の名残かもしれない。現代の篤農家は，毎

朝早く水田を見回り，異常がないかどうか，

自分の踏み跡を残し続ける。青森県で昭和

56年に発見された垂
たれやなぎ

柳遺跡は弥生時代の水

田遺跡だが，古代人の足跡が，多数，くっ

きりとつけられているという。

「踏む」ことが伝えるもの

「わがところの土を踏めば温
ぬく

い」というの

は，故郷は慕わしいことを表している。小

学校の運動会ではだしで走ったとき，校庭

の踏み固められた土のひんやりとした感触

が，温い思い出として足の裏に残る。

「踏む」には経験を積む意味もある。「場

数を踏む」「ひのき舞台を踏む」など，人生

の節目節目で，踏んで成長してゆく。時に

は，ためらって「二の足を踏む」ことや，「足

踏み」をしたままで停滞することもあるだろ

う。そこから「ふんぎり」をつけて「踏み出す」

こと，さらにもっと「踏み込む」ことがたい

せつと言える。ただし，勢いが余ると「たた

らを踏む」ことになるかもしれない。

踏むと，道が開けることもある。雪深い

地方では，取り除くことが難しいほどの積

雪があると，「踏み俵」という俵のような大

きなわらぐつで雪を踏み固めて，その上を

行き来するという。また古歌で，奥山に「踏

み分け」て入るのは，みずから道を分け開

いて作り，進んでゆくことである。

子どものころ聞いた「麦を踏み土を踏む」

は，現代社会に何を伝えるか。願かけに「お

百度を踏む」心を尊く思いつつ，前人の調

査・研究の「跡を踏み」ながら，ことばを考

える新しい道筋をさぐりたい。

   小板橋靖夫（こいたばし やすお）




