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番シリーズ『今ネット社会で何が起きているの
か？』の第3弾として，「“通信放送融合”で何
が変わるのか？」を07年11月に放送した。シ
リーズはこれまで，ネット技術が個人・社会に
もたらす影響について考察してきた。「①“読
み・書き・ネット”は常識か？」（5月放送）でネッ
トを使わない人々にとってのネット社会とは何か
を，「②ケータイ化が止まらない！」（9月放送）
では，1億台を超えるケータイは未来社会をど
う左右するかを議論した。今回は，“融合”が
誰のため，何のために進められており，それは
社会にどのような意味を持つのかを考えた。

またシリーズでは毎回，リスナーに番組の前・
中・後でアンケートを実施している。テーマに
ついての認知度，意見の変化を考察するため
のデリベラティブ・ポリング（討議つき世論調
査）的な手法を試行した。今回は国民を「ネッ
ト高利用層」「低利用層」「非利用層」に分けて
調査したが，まず驚いたのは“通信放送融合”
の意味を正しく理解している人がごく一部に限
られていたという事実だった。非利用層はとも
かく，高利用層においても理解が2割に満たな
いという結果は，“融合”議論がいかに関係者
の間でのみ行われており，広く国民の関心事に
なっていないかを示すものであった。

　はじめに

“通信と放送の融合”という言葉がある。
インターネット技術の進化に合わせ，1990年

代，主に行政の議論として使われ始めた 1）。そ
の後，サービスの可能性は様々な段階で模索
されるも，ビジネスとして軌道に乗るものはほ
とんどないまま10数年が経過した。そして言
葉が再び脚光を浴びたのは，06年の竹中平蔵
総務大臣（当時）の私的諮問機関「通信・放送
の在り方に関する懇談会（以後，竹中懇と記
述）」が開かれて以降のことだった。
「なぜインターネットでテレビの生放送が観ら

れないのか」。大臣のこの疑問から，既存の制
度変更を前提とした議論が始まった。07年に
は総務省の研究会 2）で最終報告書がまとまり，
これまで通信・放送それぞれ「縦割り」だった
法律9本を，「レイヤー構造」別に規定する，横
断的な1つの法体系に組み替える方針が示され
た。2010年の通常国会での法改正が目指され
ており，技術が先行した“融合”は，10数年の
時を経て，今まさに新たな制度の枠組み作りの
段階を迎えている。

こうした動きを前提に，放送文化研究所とラ
ジオセンターでは，共同制作しているラジオ特
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スタジオでは通信・放送両陣営の当事者をゲ
ストに，3時間に渡る議論を行った。いきなり
両者から飛び出したのが，「“融合”という言葉
そのものが実態を表していない」「“調和”“連
携”と言い換えるべき」という意見だった。「通
信と放送は融け合うのでなく，お互いの特性を
生かし，対等な立場で協力すべきものだ」とい
うのだ。このように当初はお互いの立場への配
慮も手伝い，見解の相違が見えにくい中で議
論が続いた。しかしやがて，「世界で最も早く
最も安いブロードバンド環境を日本は十分活か
しきれていない」とする通信代表と，「そもそも
ハード整備が拙速で，それに合わせて“融合”
を国が進めること自体がおかしい」とする民放
代表で，大前提となる認識が大きく異なってい
ることがわかってきた。また今後の展望につい
ても，「ニーズが少ないからビジネスにならない」

「潜在的ニーズを掘り起こす仕組みをデザイン
するのが不可欠」と，見解が大きく異なった。
ちなみにNHK代表は「長所を生かしあう」と，
事実上“融合”に対応する姿勢を示した。

この議論をリスナーはどう受け止めたのか。
“融合”は「望ましいもので進めるべき」か，「不
要なもので進める必要はない」かを番組前後で
聞いたところ，当初ほぼ拮抗していた回答が，
番組ラストでは前者が10ポイントほど増加し
た。なぜ意見が変化したのか，その鍵は，ゲ
ストの発言に対する納得感が握っていることが
事後調査からわかった。

本稿では，めまぐるしく変化する“融合”最
前線の実態を，様々な切り口から整理したい。
そしてスタジオでの通信・放送の議論をドキュ
メントで重ね合わせ分析することで，今後本格
的に行われるであろう“融合”議論に活かせる
材料を提示していきたい。

＜ラジオ特番のゲスト＞
慶應義塾大学教授 村井　純さん
TBS 専務 城所賢一郎さん
NHK 編成局長 岡田円治さん
社会学者 鈴木謙介さん

＜本稿の構成＞
はじめに
（1） そもそも“融合”とは何か？
（2） 誰も使わなかった“融合”という言葉
（3） 成り立たない“融合”ビジネス
（4） “融合”最大のネックは著作権？
（5） 進む“融合”政策
（6） 誰のため何のための“融合”か？
（7） “融合”は新しい文化を築けるか？
おわりに

（1）そもそも“融合”とは何か？

あまりにも低かった認知度

人々は“通信と放送の融合”をどの程度理解
しているのか。放送前に行ったリスナー3層の
調査結果は図1の通りで，ネットをよく利用す
る人々ですら内容を理解しているのは2割に満
たなかった。ネット低利用層では理解者はわ
ずか2％，「聞いたことがない」は7割近くに及
んだ。そして非利用層では，理解している人は
皆無となった。

アンケートでは，“融合”の意味・定義も答え
てもらった。その結果，ネット利用者で「（内
容を）大体知っている」と答えた人でも，「テレ
ビ会議，ネット会議」「放送中に視聴者が電話
やネットで参加すること」など，曖昧な説明が
散見された。「良く知らない」人では，「衛星通
信と衛星放送を一緒に利用する事」「通信にお
いて公共事業ができる」など，間違った回答が
少なくなかった。ましてや非利用層では，「聞
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いたことがある」「なし」にかかわらず，「わかり
ません」「よく知らないので書けません」など未
回答が大半だった。政府や関係者で盛んに議
論されている割に，国民レベルでは全く定着し
ていないことがわかる。

端末における“融合”

“融合”についての理解が進んでいない原因の
1つは，言葉が使われる際にどの部分がどう融
合されるのか，未整理のまま議論されることが
多い点にある。本来なら人々が利用する端末や
サービスの段階，サービスがどのインフラを介
して送り届けられるのかという伝送手段の段階，
そしてサービスを誰が送り出しているのかという
送り手の段階に分けて語られる必要がある。こ
こでは先ず，端末の段階を確認しておきたい。
“融合”が早くから進んだのは端末の部分

で，その最たるものがパソコンだった。2000
年までにインターネットラジオが登場し，その
後急速に増え，今では700を超えるラジオ局
を結ぶサイトもある。映像配信もブロードバン
ドが普及し始めた05年頃から，大手通信事業
者や放送局が軒並みサービスに着手するように
なった。パソコンでは，さまざまな“融合” サー
ビスが享受できるのである。

テレビでも“融合”が始まっている。2000年

にスタートしたBSデジタル放送以降，テレビ
に双方向機能が付くようになった。さらに03
年には，ブロードバンドとも接続するテレビが
登場し，パソコン同様にサイトにアクセスして
各種情報を取得できるようになった。さらに07
年秋には家電メーカー 5社が出資したアクトビ
ラが，テレビ向けVODサービスを開始した 3）。
この時点でテレビは，かなりパソコンに肉薄し
たと言えよう。

携帯電話も“融合”端末として進化している。
99年にネット接続機能を備え，写真など静止
画のやりとり，その後動画配信を受けることも
可能になった。さらに06年には，携帯端末向
けの地上デジタル放送「ワンセグ」の受信機能
も兼ね備えた。この時点で，ケータイはテレビ
放送と通信サービスを“いつでも，どこでも”
受けられる“通信放送融合”の最強端末になっ
たのである。

インフラにおける“融合”

“融合”を実現している端末につながる伝送
路でも，“融合”は進みつつある。例えばケーブ
ルテレビでは，1本の同軸ケーブルで多チャン
ネル放送の他に，インターネットや電話を可能
にした，いわゆる「トリプルプレイ」サービスが
実用化している。

ブロードバンドインターネットの世界でも，IP
マルチキャスト放送が技術的にも制度的にも可
能となり，今年3月から地上波テレビの提供も
始まる。ここでも1本の光ファイバーで，通信
と放送が同居する「トリプルプレイ」が提供さ
れるようになるのである。

以上2つのインフラにおける“融合”は放送
陣営も了解済みで進んでいるが，放送関係者
が警戒する“融合”もある。90年代にネット利

図1　“通信放送融合”の認知度
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用が急増した際に登場した，「放送はやがてイ
ンターネットに飲み込まれる」という考え方だ。
電話は既にIP電話としてネットに飲み込まれ始
めているが，「放送も全てIPベースの通信を前
提にした方が，帯域をより効率的に利用できる」
という観点である。

しかしその考え方は，後に「当分はあり得な
い」と後退していった。背景には以下4つの理
由があった。ネットの世界では，1）情報伝達
に遅延が発生する。2）情報が途中で紛失する
ことがある。3）サイバーテロの可能性がある。
4）数百万，数千万の端末に同時に情報を伝送
するにはコストが高すぎる。
「全てがIPベース」という“融合”は，「当分

の間はない」という見方が今のところ主流に
なっている。その意味でインフラにおける“融
合”は，部分的に進んでいると言えそうである。

送り手における“融合”

送り手の“融合”が強く意識されたのは，05
年になってからだった。堀江貴文社長（当時）
率いるライブドアが，ニッポン放送の株買収を
仕掛けたのが2月。そして三木谷浩史会長兼社
長の楽天がTBSの株買収を始めたのが，その
年の秋。送り手における“融合”が，欧米並みに
日本でも進むのかと関係者の多くが注目した。

堀江氏は買収の目的を以下のように語った。
「放送業界の方 と々もいろいろビジネスをしてき
ましたけども，スピードが遅い。これ，スピード
アップさせないと，10年後にはビジネスチャンス
を失ってしまう」。一方，三木谷氏は次のように
説明していた。「（マスメディアは）インターネッ
トに比較にならないほどの影響力を持っている。
一方インターネットとｅ-コマースは，収益性が
非常に高い。これを統合することによって，メ

ディアとしての力が向上し，収益性も向上する」。
実はライブドアも楽天も，当時はインターネッ

トの検索サイト首位のヤフーを追う立場だっ
た。特に首位ヤフーは，経常利益率が5割を
超える高収益企業だった。そのビジネスの源泉
が，ポータルサイトへの集客力と見なされてい
た。このため3社は，04年にプロ野球の球団
買収に動いた。まずライブドアが近鉄買収を仕
掛け，その後に楽天が仙台で球団を立ち上げ，
最後にヤフーの親会社ソフトバンクが福岡ダイ
エーホークス（当時）を買収した。この時楽天は

「球団保有による宣伝効果は最大350億円」と
試算している。ソフトバンクも認知度向上によ
り，販売促進費を「年間150億円ほど削減でき
る」とした。プロ野球進出の目的がネット事業
にあったことが，こうした発言から覗

うかが

える。
05年の放送局買収は，それに続く“次の一

手”だった。特に球団買収に失敗したライブド
アは，1位・2位に追いつくために必死だったよ
うに見える。堀江氏の「スピードアップさせな
いといけない」発言は，直接インタビューをした
感触で言えば，日本経済全体のためというより
も，氏のビジネスの問題だったようだ。

この後堀江氏は証券取引法違反で起訴され，
07年3月に東京地裁で実刑判決を受けるに至っ
た。一方，楽天とTBSの構図は今も続いてい
る。つまり送り手における“融合”は進捗してい
ないのである。

サービスにおける“融合”

端末が先行し，インフラでは部分的に進捗し
ているが，送り手ではほとんど進んでいない“融
合”問題。ではサービスの部分ではどうなって
いるだろうか。

通信の側からは積極的な取り組みが多く見
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られる。05年にサービスを始め，07年7月に
登録者数が1,500万人に達したGyaO。06年
に利用者が急増し，史上最速で月間の利用者
が1,000万人を突破したYouTube。そして30
台のカメラを駆使してプロ野球のネット中継をし
ているヤフーなどがある。

しかしこうした取り組みをビジネスとして見た
場合，実績は限定的と言わざるを得ない。い
ずれのサービスも，テレビ放送と比べると，利
用者も利用時間も一桁以上少ないからだ。

では放送の側の取り組みはどうだろうか。各
放送局が05年から，動画のネット配信事業に
着手したことは既に紹介した。しかしいずれの
ケースも，著作権処理が容易な，一部の番組
の配信に限られる。欧米にあるような人気番
組の見逃しサービスの類は行われていない。

一方NHKは，今春施行される改正放送法
を受けて，AODサービスを始める予定だ4）。い
よいよテレビ番組が，本格的にネット配信され
ようとしている。しかしこうしたサービスに着手
するのは，今のところNHKのみで，民放キー
局は想定していないと言う。

以上のように，通信の側は積極的に取り組
んでいるが，実績は限定的なところに留まる。
放送局が乗り出せば，“融合”サービスは大き
な反響を呼ぶと目されているが，現状は限定的
な取り組みに留まる。つまりサービスの“融合”
は，未だ道半ばと言えよう。

あえて“融合”の是非を聞いてみた

以上4つの段階で，“融合”の現実は別々に
進んでいる。既述の通り，一般の人々の“融合”
という言葉の認知度や理解度は低い。ましてや
4つの段階を区別している人はほとんどいない。
しかし番組冒頭では，あえて“融合”の是非に

ついてリスナーに聞いてみた。
質問の仕方は，「（“融合”は）望ましいもので進

めるべき」か，「不要なもので進める必要はない」
か。その結果は「推進賛成52％」「反対48％」と
なった。リスナー全体では賛否が伯仲した格好
だが，ネットの利用層と非利用層では結果は大
きく異なる。利用層では「賛成65％・反対35％」
と賛否で30ポイントもの差ができた。ところが
非利用層では「賛成26％・反対74％」と正反対
の結果となった。ネットの利用実態をそのまま反
映する回答だったと言えよう（図2）。
“融合”についての認識が不十分なままの人々

の意見は，内容を十分理解した後ではどう変
化するのか。番組はラストにもう1度，同じ質
問をする予定で，通信・放送両陣営代表により
議論は始まった。

（2）誰も使わなかった“融合”という言葉

“調和”と言い換えた「ネット侍」

番組では，いきなりスタジオで通信側と放送
側を“融合”させず，各々の立場から現在の“融
合”現象をどう見るかを伺った。まず“融合”現
象をもたらすきっかけとなった通信側の論客とし
て，慶應義塾大学教授の村井純さんにご登場
いただいた。

図 2　“通信放送融合”についての意見
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村井さんといえば，イン
ターネットの歴史に少しで
も触れたことがあれば知ら
ない人はいない，この世界
では最も高名な学者と言っ
ていいだろう。「日本のイ
ンターネットの父」，海外で

は「ネット侍」という異名を持つが，その由来
は1990年初頭，ネットが一部の学者の情報交
換ツールでしかなかった頃から，今日のブロー
ドバンド時代の到来を予測し，技術者として
日本におけるインフラ整備に孤軍奮闘・東奔
西走したことによる。その当時学生だった人
は，「2000年には，オフィスワーカーたちがネッ
トでランチのレストランを検索し，メールで予
約する時代がやってくる」と力説し，学生から
失笑をかっていたという。しかし現実は村井さ
んの予測通り，いやそれ以上のスピードで実現
した。国のブロードバンド政策や，通信と放送
の在り方に関する総務省の研究会の殆どにメン
バーとして名を連ねる，日本のネット政策の理
論的支柱である。

その村井さんの開口一番の発言に，私たち
は驚きを禁じ得なかった。“融合”という言葉を
避けたからだ。「全てがIP化する本質は，全部
デジタルになる，という意味。放送も完全デジ
タル化に向かっている。だから“調和”くらいの
キーワードが適切。双方のハーモニーから，何
かいいものが出てくると考える方が，響きも明る
くてよい」。
“融合”とは，まさに村井さんらが中心となっ

て進めたブロードバンドの普及に伴い，国が使
い始めた言葉である。私たちもそれを根拠にタイ
トルに掲げた。ではなぜ“融合”政策をリードし
てきたはずの村井さんが，この言葉を使わない

のか。村井さんに「“調和”ではなく“融合”では」
と問い質すと，今度は“活用”という言葉に置き
換えた。これから議論する放送の側への配慮な
のか，それとも現状認識に何か思うところがある
のか。意識的に“融合”を避ける村井さんのそ
の真意を測りかねる中で番組は始まった。

“連携”を主張し続ける民放

放送側からは，民放とNHK双方に出演を
お願いした。民放からはTBS専務取締役の城
所賢一郎さん。日本民間放送連盟の委員会メ
ンバーとして，この問題に積極的に取り組んで
きた，いわば民放の理論的支柱である。

民放各社はこれまで一貫して，“融合”ではな
く“連携”という言葉を使ってきた。竹中懇で06
年3月に行われたヒアリングの際も，城所さんは

「放送・通信は伝送路や端末が共用になったと
しても，アプリケーションとしては全く異質。従っ
て“融合”するのではなく，持ち味を生かし協調
しながら“連携”することで新しいサービスを生

み出すことが国民の利益に
適う」と発言している。

城所さんは番組でも開口
一番，“融合”を否定した。

「通信の世界では一時期，
放送はもう古い，通信が放
送を飲み込んで新しい時代

を作るという華やかで激しい議論が行われた。
ライブドアや楽天も放送局を買いに来た。しか
し今は非常にクールに議論が行われるように
なった。我々は通信放送両者の選択肢が増え
ることを“連携”と呼ぶ。“融合”ではない」。

そんな城所さんだが，TBS取締役としては
2000年以降，ネットと放送を組み合わせた様々
なサービスや，民放共同での取り組みを手がけ

村井 氏

城所 氏
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るなど，いわば“融合”の現象を放送の側から
仕掛けてきた人でもある。
“調和”“融合”“連携”。それぞれが同じ現

象を示すはずの言葉だが，その違いはどこに
あるのか。それぞれが敢えて置き換える狙い
は何なのか。番組は，タイトルに掲げた言葉を
ゲストが次 と々否定するという異例の事態の中
で進行した。

「長所を生かしあう」のNHK

続いて登場したのがNHKである。出演した
岡田円治編成局長の最初の発言は，両者の中
庸を行くものだった。「“融合”という言葉が紹
介され，その後“調和”という言葉が出た。城
所さんからは“連携”という言葉も出た。私は，

“長所を生かしあう”という言葉で説明したい。
通信と放送のそれぞれ長所を生かせれば，こ
れまでにない素晴らしいメディアが誕生する」。

NHKは，番組をブロードバンドによって提供
するなどのネット事業にこれまで制約が設けら
れてきた 5）。しかし昨年末，改正放送法が成立
しAODサービスが可能になり，その方向性は
大きく変わろうとしている。今回の番組の放送
はその前だった為（07年11月），NHKとして積
極的にネット活用を表明しにくい状況だった。

岡田さんは報道局ディレクターの出身で，報
道番組「クローズアップ現代」の編集責任者な
どを歴任してきた。ネットを「テレビにも勝ると

も劣らないメディア」としな
がらも，「テレビは世界中の
人がリアルタイムで同時に
体験・感動を共有できるメ
ディアの王様。ハイビジョ
ン画質を全国くまなく送れ
ることでは放送ははるかに

優れている。また信頼される情報やハイクオリ
ティのコンテンツを作る力も，放送局および放
送局周辺に集約している」と発言，“融合”時代
になっても，テレビ（放送）こそが豊かな文化
創造をリードするゆるぎなき存在である，とい
う強い自負心を覗わせた。

“融合”を意識しないヘビーユーザー

4人目のスタジオゲストは，今シリーズレギュ
ラーの社会学者，鈴木謙介さんである。前2
回と異なり今回は，企画段階から気乗りしない
雰囲気を漂わせていた。

私たちはネット社会評論の第一人者であり，
ネットのヘビーユーザーでもある鈴木さんを，
当然のことながら通信の側と位置づけていた。
鈴木さんは，テレビを全く“つけない”，バリバ
リの通信の側である。しかし，ネット上で話題
となった番組については，パソコンで“見て”

いるという。また民放ラジ
オでレギュラーを持ってい
るという意味では放送の側
でもあるが，その番組は
Web中継や放送後にネット
配信も行う，いわば“融合”
番組でもある。つまり鈴木

さんは，「日常の中で通信と放送を自由に使い
分けており，“融合”などいちいち意識したことも
ない」というのだ。

そのため，「自らの立場を通信側と固定する
こと，（“融合”は）ユーザーにとって意味のあ
る議論になるのか，という2点において大いに
疑問がある」という。特に後者については，「こ
れまでの“融合”議論はえてしてユーザー不在に
なりがちで，時に通信・放送両者は見解の相
違から議論が深まらず，いつも堂々巡りしてい岡田 氏

鈴木 氏
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る」という認識を持っており，「今さら番組で議
論しても，その状況は変えられない」と考えて
いるとのことだった。

私たちは鈴木さんに，“融合”サービスのヘ
ビーユーザーとして参加してもらうこと，議論
がユーザーにとって意味のある議論になるよう，
通信・放送両者への切り込み役になってもらう
ことをお願いした。

（3）成り立たない“融合”ビジネス

苦戦する通信陣営の試み

ゲストの議論に入る前に，“融合”ビジネス
がどんな現実にあるかを押さえておきたい。ま
ず試行錯誤を始めた通信側には，03年以降4
社が始めているIPマルチキャスト方式による多
チャンネル放送と，VODのサービスがある 6）。
大手通信事業者が参入した“融合”ビジネスだ
が，加入契約件数はサービス開始から5年半
が経過した07年9月現在でも，4社合計で23
万世帯に達しただけである。ケーブルテレビの
自主放送型と比べて100分の1，多チャンネル
放送を実施している都市型と比べても30分の
1程度に留まっている。採算ベースにはほど遠
い状況である。

ユニキャスト方式で「パソコンテレビ」と銘
打って話題を呼んだサービスに，USENが05
年に立ち上げたGyaOがある。テレビ番組と
同じく，番組の冒頭や間にＣＭが流れるVOD
サービスで，07年12月現在で1,741万登録を
得ている。しかし業績は芳しくない。GyaOを
中心としたUSENの映像・コンテンツ事業は，
07年8月期に約86億円の赤字となっており，
黒字化にはほど遠い状況に留まっている。

動画サイトでは，他にも「Ya h o o! 動画」

「BIGLOBEストリーム」などが月間の利用者数
が100万人を超えている。しかし事業として単
体で採算の取れている事業者はほとんどいない
という。映像配信ビジネスが如何に容易でない
かがわかる。

放送局の取り組みも“実験段階”

放送局も05年からVODサービスに着手する
局が続いた。同年7月にNHKとフジテレビが
先行し，10月に日本テレビ，11月TBS，06年
3月テレビ朝日と，1年以内に大半が参入した。

ただし民放各局の取り組みでは，地上波テ
レビの人気番組が配信されているわけではな
い。BSやCSで制作・放送したものが主で，
地上波の番組が配信されることがあっても，
大半は過去のものに限られていた。NHKの場
合も例外ではない。ドラマや芸能番組は少な
く，過去のドキュメンタリーや情報系番組が中
心だった。

こうした背景には後に詳述する著作権問題
と，動画配信での技術的問題がある。「テレビ
番組は権利の塊」という表現がある。番組ス
トーリーの原作者，脚本家，音楽の作詞者，作
曲者，実演家など，大勢が関って制作されてい
るからである。この番組をネット配信する場合に
は，改めて全員の許諾が必要となるが，1人でも
ノーとなると配信できない。より多くの人が関る
地上波の人気番組を配信しにくい理由である。

技術的にも課題がある。ネット利用はさまざま
なインフラ環境の下で行われている。しかもパ
ソコンの能力にもばらつきがある。さらに違法コ
ピーを防ぐためのシステムも必要となる。どんな
環境の人もスムーズに視聴でき，かつ権利保護
の仕組みを導入すると，コストがかさんで事業と
しての可能性が小さくなってしまうのである。
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そもそも民放の間では，02年と04年の2回
に渡って，TBS，フジテレビ，テレビ朝日の3
局が共同で設立したトレソーラが，テレビ番組
のネット配信の実験を行っていた。その結果と
して，上記のような課題は確認されていた。05
年以降の各局のVODサービスが実験的位置づ
けを超えないのは，こうした経験を踏まえての
ことだった。

“ただ”なら利用したい！

テレビ番組のネット配信が事業性を持たない
背景には，利用者の意向も関係している。今回
番組では，放送前に3層のリスナーにアンケー
トを実施している。その中で，NHKや民放の
テレビ・ラジオ番組のネット配信について利用
意向を聞いた。結果は図3の通りとなった。

まず利用意向では，ネットの高利用層の
87％，低利用層でも67％が｢利用したい｣と答
えたのに対して，非利用層では29％に留まっ
た。明らかにネット利用頻度との相関関係が見
られたのである。

しかし「有料でも利用したい」となると，ネット
利用頻度との相関関係はなくなる。いずれの層で
も20％ほどしか利用意向を示さなかった。ネット
の世界では，無料でコンテンツやサービスを利用
する傾向が強いと言われるが，今回のアンケート

結果も明らかに符合する結果となったのである。

ニーズは“あまねく”存在するか？

有料配信のニーズはどの層でも弱いことがわ
かったが，無料配信についてはどう見たら良い
のか。今回のアンケートでは，高頻度層から非
利用層まで87％，67％，29％となったが，こ
れは多いのか少ないのか。この結果から実際
の人数を推定するために，放送文化研究所が
07年1月に実施した世論調査「日本人とメディ
ア」の結果と掛け合わせてみた 7）。

世論調査では，家庭でネットを「ほぼ毎日利
用している」人は22％だった。うち87％に無料
配信サービスの利用意向があるとすると，全体
の中の19％に相当する。低利用層の割合は，
世論調査では16％，うち67％に意向があると
すると，全体の11％となる。非利用層は62％，
うち29％の意向とすると，全体では18％とな
る。つまり，3層を合計すると48％，全体の半
数弱の人がネットでの無料配信サービスの「意
向がある」となる。

しかし同世論調査によれば，自宅でのネット
利用者38％のうち，実際に動画サービスを利
用しているのは31％に過ぎない。つまり全国民
の12％しか，実際には利用していない計算に
なる。また，ネットレイティングス社などが公表
しているウェブサイト視聴データでも，最も利
用者数の多いサイトYouTubeへの月間利用者
数は約1,400万人，人口率にして10％あまり（07
年10月実績）8）となっている。文研の世論調
査結果と大きく異ならないことがわかる。

当然のことながら，意向と実際の利用実態
との間には乖離が生じる。仮に意向があった
としても，利用の必然性を感じない人もいると
推察されるからである。国民の半数のニーズが

図 3　テレビ番組のネット配信についての利用意向
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あっても利用実態が1割ほどという数字がそれ
を裏付けている。つまり動画配信へのニーズ
は，一部のヘビーユーザーが言うほど強くはな
く，また半数は「意向なし」という結果を見て
も，国民にあまねく存在しているものとは容易
に断定できないのである。

（4）“融合”最大のネックは著作権？

「YouTube」と「ニコニコ動画」の共通項

有料動画配信や無料ブロードバンド放送の
不振が続く中，圧倒的なアクセス数でビジネス
に可能性をつなぐのが，「YouTube」と「ニコ
ニコ動画」という2つの動画共有サイトである。
いずれも多くが10分以内という短いビデオク
リップがサイト上に膨大にあり，ユーザーは好
きな時に楽しめるのが特徴で，今回の特番シ
リーズでも幾度となく話題に上った。

YouTubeは「あなたも放送局」というキャッ
チフレーズで，05年12月アメリカでサービス
が開始された。現在，世界各国から毎日約3
万5,000件の映像投稿があり，日本では月間
1,000万人が閲覧している。去年6月には日本
語を初め9言語のサービスが開始され，10月
にはGoogleが買収するなど，この種のサイトで
は他の追随を許さない存在感を見せている。

米国では大統領選に大きな影響力を持つと
言われ，日本でも去年末，複数の政党が公式
ページを立ち上げた。

利用が無料であることも手伝って膨大なアク
セス数となっているが，その回線コスト費用だ
けでも莫大なものとなる。しかしその圧倒的な
アクセス数を武器に，広告でのビジネスモデル
を現在は模索中である。

06年，このYouTubeの映像を活用し，映像

にコメントを自由に書き込み，それを同時視聴
して楽しむ仕掛けを築いたのが，日本初の動
画共有サイト，ニコニコ動画である。サービス
開始から1年足らずで登録IDが500万を超え，
現在日本の全トラフィックの12分の1を占有す
る勢いとなっている。

このニコニコ動画には，有料会員という，月
額525円を支払う会員が12万人以上いること
が大きな特徴だ。無料が望ましいと考えるネッ
トユーザー達が支える新しいビジネスモデルと
して注目が集まっている。

ビジネスへの可能性という面で頭一つ抜け出
している両者だが，共通に抱える問題が著作
権の問題である。両者のサイトでは，放送局で
制作した番組が無断で投稿されることが日常茶
飯に起きているからだ。NHKが去年8月に調
べたところ，YouTube上には少なくとも4,000
～ 5,000の番組映像が確認されていたという。
こうした違法投稿は，すでに数々の訴訟やトラ
ブルを引き起こしており，両者とも事態を重く受
け止め，対策の強化に乗り出している。しかし
一方で，そもそも両者のサービスがここまで発
展してきたのは，「見逃したテレビ番組が見た
い」「話題となったテレビ番組のシーンをみんな
で再度楽しみたい」というユーザーの潜在的欲
求が，結果としてサイト上で実現されてきたから
に他ならない。この欲求は，この世に放送しか
なかった時代には，著作権という法律で抑制さ
れていた。ビデオ・DVDの出現はその抑制を
いささか緩めたが，ブロードバンドの普及でそ
の欲求が“共有”されるようになるやいなや，雪
崩を打ったように一気に噴出したといえる。“通
信放送融合”時代の著作権をどう考えるべき
か。この問題は，動画共有サイトという，“融合”
の欲求が最も顕著に表れた現場から見えてき
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た，最も本質的なテーマであるといえる。

「ビジネスを阻む」壁

著作権を巡る議論は，「現行法を守るべき」
と放送側が正論を唱え，「違法行為を繰り返す
通信側が悪者である」という構図から抜け出せ
ずに議論が膠着状態に陥ってしまうことが多
い。どうしたらそこから一歩踏み込んだ議論が
できるのか。番組では社会学者の鈴木さんが，
まず放送側に切り込んだ。
「“融合”のネックとなる著作権問題は，違反

する人の問題より，そもそもネットに流す際の
権利処理が難しいということが問題なのでは。
そこをどう放送側は考えているのか」。前述の
通り，ネットユーザーは自分が見たいと思う番
組を無料でネットに公開して欲しいとの欲求を
持っている。「それに放送局が応えられれば，
違法投稿する人も減るのでは」というのが鈴木
さんの論理である。

それを受け，TBSの城所さんは放送局の窮
状をこう訴えた。「著作権処理には膨大な費用
と手間がかかり，それをコストとして回収でき
なければビジネスは成り立たない。だから著作
権者の多いドラマを中心に映像配信をしてきた
トレソーラーは，毎月数千円ユーザーに請求し
ないと採算がとれなかった。現在は会員が増
えず休眠状態だ」。ネットでの有料課金モデル
の難しさを分かりつつも，著作権にかかるコス
ト全てを広告モデルで補うことも現実的ではな
いという苦悩が覗えた。

有料といえば，NHKで準備しているAOD
サービスも，改正放送法で実費はユーザー負
担となっている。その実費の中には，当然のこ
とながら著作権処理の費用も含まれる。NHK
の岡田さんは「このサービスは受信料を使わず，

会計分離で行うもの。サービスは赤字事業にし
ないことが求められている。利用者が少なく赤
字が膨らめば，事業は続けられない」と述べた。

両者の発言から，放送側は「現行の著作権
ルールの下でユーザーが見たい番組を楽しむに
は，なんらかの対価を払うことが求められる。
そのシステムができなければ放送の側はサービ
スを続けることは難しい」と考えていることが分
かった。つまり現在の所「YouTubeやニコニコ
動画などと“融合”するつもりはなく，著作権とい
う現実に合致する状況になって初めて“長所を
生かしあう”“連携”関係ができる」というのだ。

TBSの城所さんからは更に，「コストがかさ
み，ビジネスになりにくい理由には，単に著作
権に伴う費用と手間だけでなく，そもそもネッ
トの信頼性に起因する問題がある」との指摘が
なされた。「番組をひとたびネットに出すと，そ
のまま外国に出て行ってしまうのでは，コピー
を自由にされるのでは，という不信感が我々に
ある。権利者の納得も得られにくい。それを
ガードするためネット事業者に払う費用もどんど
ん積み重なり，コストは更に割高にならざるを
えない」と言うのだ。

これらの発言に対し社会学者の鈴木さんは
こう反論した。「お金がないとコンテンツが楽し
めないというのは，民放を無料感覚で見てきた
市民は受け入れない。無料のままビジネスモデ
ルを開発するのが企業努力というもの。例えば，
違法投稿されたものがきっかけで話題が集まる
ものもある。これはそもそも違法行為がなけれ
ば生み出されなかったニーズ。そうした例を逆手
にとったビジネスモデルをデザインすればいい」。

海 外では，BBC，CBSなどの放 送 局が
YouTubeと提携し，番組映像をサイト上に無
料掲載することで違法投稿を防ぎ，逆に新
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たなビジネスチャンスを開拓しようと模索を続
けている。日本でもスカイパーフェクTV！や
TOKYO MXなどが，YouTube上にページを
設けるなどの取り組みが始まっている。だが番
組内では，TBS，NHK双方から，鈴木さん
が展開した反論への明確な答えはなかった。

デジタル化時代の著作権論

“融合”現象を，デジタル化の流れの中での
放送と通信の“調和”だ，と言い換えた慶應義
塾大学の村井さんだが，著作権を巡り全く嚙
みあわない両者をどう“調和”していくのか，考
えを伺った。村井さんの基本的認識は，「そも
そもデジタル技術そのものがコピーを生み出す
宿命にある」ということ。その前提で下記の3
つの提言をされた。
「①今後番組などのコンテンツを作る際，事

前にネット展開の許可を取り，法外なコストや
手間の発生を防ぐ」「②デジタルに移行すれ
ば，番組映像に“電子透かし”が入れられる
など，ソフトで違法投稿をある程度自動的に
防ぐことができるようになる」「③著作権の考
え方を見直し，質の低い音声や映像は安価あ
るいは包括的に権利処理できるなど，新しい
システムを構築する」。

①については，NHKはすでにAODサービ
スの開始を見越し，放送直後1週間から10日
程度の“見逃しサービス”において，著作権団
体などと一定の合意にこぎつけたとの報告が岡
田さんからあった。②についても，昨年10月，
YouTubeが独自に違法投稿防止システムを導
入するなど，様 な々取り組みが始まっている9）。

最も難しいのは③である。村井さんはかつ
て，米国の著作権団体ASCAP 10）と交渉し，
クオリティの低い音源であれば，ネットで安

価での流通を認める取り決めを成立させたと
の経験談を披露した。また番組では紹介しな
かったが，通信側の論客達からは今，ネット配
信の際，事前許諾でなく，米国のように事後
に権利料の交渉を行える新システム作りも提案
されている。しかし番組内での放送側の発言
を聞き進むうち，日本で米国並みに通信・放
送が“調和”する動きが生まれるには遠い道の
りがあると感じざるを得なかった。

何のため誰のための著作権？

そう感じた最も大きな要因は，放送局と著
作権者（団体）との関係性を表す放送側2人
のこの発言にあった。「いくらお金を払っても
ノーなものはノーとおっしゃる著作権者もいる」

（TBS城所さん）。「番組に出た方のうち一人で
も『私はいやだ』と言うとこの番組は通信に流
せない」（NHK岡田さん）。

何が何でもノーと言う理由はネットへの不信
感からだけなのか。社会学者の鈴木さんは「放
送局の側は実は“独自の事情”を抱えており，
それがどうなっているのかというところが視聴
者に届かない」と指摘した。しかし，番組の中
で“独自の事情”が放送側から詳らかにされる
ことはなかった。鈴木さんは放送後，「放送局
は番組制作において，魅力的なコンテンツの提
供者に依存してきた側面があった。一方，提供
者は放送というメディアで戦略的に振舞うこと
で，自らの価値を保持しようとしてきた。つまり，
放送局と提供者は，これまで持ちつ持たれつ
の関係を保ってきたといえる。“通信放送融合”
でその関係が崩れることには不安があり，双方
ともそれを望んでいないのでは」と話した。

実は民放各局が05年に動画のネット配信に
乗り出した際，局によって開始時期が大きく異
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なっていた。また，提供する動画も，地上波テ
レビの人気番組をほとんど対象にしていなかっ
た。この辺りの事情を各局の担当者は次のよう
に説明していた。
「“通信放送融合”が言われるようになってき

たので，何もしないわけにはいかない。だから
事業を始めたという側面もある。しかし最も重
要なビジネスである地上波が視聴率第一となっ
ている以上，数字の取れる権利関係者を刺激
してまで動画配信で頑張るわけにはいかない。
つまり，視聴率が人質になっているので，“ネッ
ト配信はほどほどで”となっているのだ」。BS
やCS，過去の番組などを主体に配信する方針
は，有力な権利関係者の意に反しないためだっ
たというのである。また，局による対応のスピー
ドの差は，高視聴率を取るべく地上波により力
を入れようとしているか否かで異なっていると
言う。鈴木さんによる「放送局と著作権者は持
ちつ持たれつの関係」という発言は，その意味
で正鵠を射ていたようだ。

（5）進む“融合”政策

放送法改正と「情報通信法」制定へ

動きの鈍い放送局の対応に対して，06年に
は国が動き出した。第1歩は竹中懇での議論
である。ずばり「通信と放送の融合・連携の
実現に向けて」問題点が洗い出され，あるべき
姿が検討された。

議論の結果は「政府与党合意」（6月）を経て，
「骨太の方針2006」（7月）へとつながった。さ
らに「通信・放送分野の改革に関する工程プロ
グラム」（8月）として，NHK関連，放送関連，
融合関連，通信関連の4項目について，検討
課題と議論の後の制度改正スケジュールが明

示された。それを具体化した最初の動きが，07
年12月に2つあった。放送法の改正と「情報
通信法」制定に向けた検討会の結論である。
“融合”推進に向けた明確なポイントは，放

送法の改正では2点あった。NHK関係での「番
組アーカイブのブロードバンドによる提供」と，
民放関係等での「ワンセグ放送の独自利用の
実現」である。これによりNHKは，AODと放
送後一定期間内の番組見逃しサービスを有料
で提供する準備に入った。またワンセグ独自放
送についても，携帯端末での視聴に適したサー
ビスが開発され，09年頃から登場する方向と
なっている。最も影響力のある地上波テレビ局
が，いよいよ“融合”推進に向け1歩を踏み出す
ことになる。
「情報通信法」については，“融合”に対応し

た法体系作りに向けた研究会が06年8月から
始まり，07年12月に「最終報告書」が公表さ
れた。従来の通信・放送関係について，縦割
で9本あった法律を，「伝送インフラ」「プラッ
トホーム」「コンテンツ」と機能ごとに「レイヤー
別」に規定して一本化しようというのである。今
後は総務省情報通信審議会で具体的に一本化
するための検討・議論を行い，2010年の通常
国会で法制化を目指すという。

何のための競争原理導入か？

以上2つは，前述の通り，竹中懇の議論か
ら始まった国策である。しかし懇談会の中で
は，放送業界は異論を展開していた。背景に
は過去の“融合”サービス実験での教訓もあっ
た。著作権が壁となっている現実も指摘した。
こうした抵抗にもかかわらず，“融合”を推進する
必要性を竹中平蔵元総務大臣は次のように説
明している。
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「日本の500兆円の経済を発展させるという
観点からすると，第三次産業の役割は極めて
重要です。その中でも通信情報の関係の分野
は技術革新も強いし，所得と共に需要が増え
ていく分野なので鍵を握っています。技術が
変われば，人間のライフスタイルが変わり，産
業経済が大きく変化するのは歴史の経験です。
しかも日本は，世界最速のブロードバンドイン
フラを，最も安い料金で使えるようになってい
ます。ここには大変な可能性があるのです」「確
かに変化には不都合も発生します。既得権益
を守ろうとする人々も出てきます。しかしだから
変化はいらないとしてしまうと，進歩は止まっ
てしまう。産業革命の時でも，次がどうなるか
は見えてなかったと思いますよ。でもそこにチャ
レンジしていくのが起業家精神です。大きな
チャンスが迫っている今だからこそ，大きなエ
ネルギーを注いで欲しいと思います」。
“融合”に対応した法体系作りに向け，議論

は総務省の研究会から，情報通信審議会の場
に移される。研究会を担当した総務省の中田睦
政策統括官は，政策目標を次のように説明する。
「技術革新によって新しいサービスが迅速に

実現できるような柔軟な法律にしたい。そして
一部の人だけでなく，なるべく多くの人に機会
が開かれた公平なルールにしたい。これが基
本的な目標です」「現実には，現在サービスを
提供している人もいれば，新しく参入したい人
もいる。さらにはサービスを受ける側の人もい
る。いろいろな立場の人々の中で最善となるよ
うな，公正に競争が出来るようなルールにした
いと思います」。

竹中元大臣も中田政策統括官も，技術革新
によりもたらされた好機を逃すことのないよう，
新しい状況を切り開くべきと考えているようだ。

変化に対しては，立場により様々な意見が出
る。より高い観点から，こうした軋轢を乗り越
え，公平公正な競争環境を作るのが，時代の
流れと位置づけられそうだ。

（6）誰のため何のための“融合”か？

インフラ先行は是か非か？

「チャレンジと競争で可能性を」という，国が
進めてきた“融合”政策をそもそもどう捉えるの
かというテーマが，著作権問題に次ぐ番組での
大きな議論の柱となった。ゲストのうち，最も
批判的だったのはTBSの城所さんだった。「竹
中元大臣は，日本には世界一安くて立派なイン
フラがあるのに使われていないという。しかし，
インフラを引いたのは悪いけど僕が頼んだわけ
ではない。どうも国の議論は，インフラを作っ
ちゃったからお前らなんとかしろ，という“逆立
ち”した議論に聞こえる」と一刀両断した。

城所さんはまた，ブロードバンド網を“高速
道路”，そこを走る車を“番組・映像コンテン
ツ”に例え，これまでの政策は典型的な“箱物
行政”であると批判した。確かに，著作権問
題やビジネスモデル構築が困難なことから，放
送局の番組がネット上で思うように流通してい
ない実情を見ると，政策は拙速だとするこの意
見には説得力があった。

これに対し応戦したのは，竹中懇のメンバー
でもある慶應義塾大学の村井さんだった。「イ
ンフラが整えば，例えば遠隔医療や遠隔教育
ができるなど，放送だけでなく生活をよりよく
するための様々な技術を実現させることができ
る。だからインフラを整えること自体は重要な
こと。その上で，インフラの“高速道路”の上を
走るものにどのようなものが出てくるのか，可
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能性はいくらでもある」。
“高速道路”は便利なのだから走る車は必ず

増える，というのはいささか楽観的な見方のよ
うにも思える。しかし，ネットでの情報の検索
や共有，メールコミュニケーションがわずか10
数年で当たり前となり，ケータイ上では想像を
はるかに越える無数のネットコンテンツが生まれ
ていることを鑑みると，常に時代の一歩先を読
んできた村井さんの意見だけに重みがあった。

具体策見えない“融合”議論

ここで“融合”の議論で想定されている，“高
速道路”に乗せる“車”とは何か，ということを
一度整理しておきたい。4人が議論の中で共
通にイメージしていたのは，形はどうあれ何ら
かの映像コンテンツであることに間違いなかっ
た。“通信放送融合”の可能性はここに尽きると
言ってもいい。活字・静止画とは比べものにな
らない程，巨額の資本が映像コンテンツを取り
囲んでいるからだ。竹中元大臣は「4兆の放送
産業と16兆の通信産業から30兆，40兆の市
場規模に」としきりに発言していた。竹中懇で
も「国際社会で勝負できる映像コンテンツの創
造」が目標に掲げられていたのである。　　

では，これまで放送局が独自に行ってきたコ
ンテンツ制作に，どうネットを“融合”させれ
ば活性化するのだろうか。どのような競争が生
まれればいいのだろうか。“高速道路”が敷か
れてしまった以上，次はその具体策が議論され
てしかるべきだった。

しかし番組では，両氏とも“そもそも論”の
議論を繰り返すばかりだった。村井さんは「別
に国がインフラを作ったわけではないし，“ガラ
空きの所をテレビで埋めてください”という“逆
立ち”した話をしているわけではない」と城所

さんに反論したものの，具体的なビジョンを示
すことはなかった。「競争を促進すれば必ずい
いものが生み出されるに違いない」と主張する
だけでは，放送業界が常々主張してきた，「竹
中懇にはコンテンツ制作のことをわかる人はい
ない」という批判を突き崩すには至れないと感
じた。また，“高速道路拙速整備論”とネット
への不信を繰り返し唱える城所さんへは，リス
ナーから「融合の抵抗要因として，既得権益を
守ろうという姿勢があるように聞こえる」との手
厳しい意見が届いた。

更に，「通信側・放送側双方に切り込む」と番
組に臨んだ社会学者の鈴木謙介さんだが，「融
合にメリットがあるんだ，デメリットが起こるん
だ，ということを言う前に，そもそも現実として

“それ，どのくらい本当に可能性があるのか”っ
ていうのを誰かちゃんと試算してくれないと困
る，というのが正直なところ」とまとめるに留ま
り，この議論は最後まで本質論にたどり着くこ
となく，スタジオはしばしば閉塞感に陥った。

（7）“融合”は新しい文化を築けるか？

ネタは“素人”作りは“プロ”

番組では最後に，放送局の中でネットでの独
自コンテンツ制作に最も積極的に取り組む日本
テレビの試みを取り上げた。紹介したのはネッ
トを通して一般の人たちがストーリー作りに参加
できる恋愛ドラマ11）。ネット上にドラマの主人公
となる遠距離恋愛中のカップルの仮想ブログを
掲載し，そこに一般の人たちがコメントを書き
込むことで，主人公2人の行動や思いに影響を
与え，次第にストーリーが決まっていくというし
かけだ。数ヶ月のブログの書き込み期間を経て
ドラマを制作し，昨年末にTＶで放送された。
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現在マーケティングの世界では，ネットで一
般の人たちの意見を集め，それを集合知に商品
を作るCGM 12）という手法が定着している。こ
の取り組みは番組制作におけるCGMと見るこ
ともできる。ストーリーの“ネタ”はドラマ作りの

“素人”である一般の人から，“作り”は放送局の
“プロ”が行う，素人・プロ“融合”の新しい番
組作りのあり方を模索しているといえよう。

日本テレビのネットコンテンツ制作部門「第2
日本テレビ」の立ち上げから関わってきた土屋
敏男エグゼクティブプロデューサーは，この試
み以外にも，一般の人，つまり“素人”が活躍
できる数々の実験的な番組の制作に挑んでい
る。「テレビ局の訓練を受けた人間だけがもの
を作れる時代というのはもうとっくに終わって
いる。面白いやつはテレビ局にしかいないわけ
じゃなくて，野にもたくさんいる。かつてラジ
オの“ハガキ職人”がそうだった。彼らはそこか
ら放送作家というプロになったが，僕は“映像
投稿職人”の創造性を育む仕組みを作りたい」
と意気込みを語ってくれた。

しかし映像の制作は，活字が主体となる音声
よりもハードルは格段に高い。“通信放送融合”
という言葉が生まれるはるか昔から，“素人”と

“プロ”が“融合”して文化を築いてきたラジオメ
ディアに比べ，テレビにおける受け手・作り手の

“融合”が容易に起きるとはなかなか考えにくい。
それは，「あなたの放送局」を掲げるYouTube
にさえ，独自映像コンテンツを掲載する人たちが
急増する現象が起きていないこと，ニコニコ動
画のように，既存にある映像に文字を書き込む
という楽しみ方がウケていることなど，現在ネッ
ト上にある映像コンテンツをつぶさに見ると容易
に推察できる。しかし一方で，デジタルカメラが
ここまで普及し，ネット上で動画のやりとりが進

化していく中で，今後，新しい形の映像文化が
生まれてくる可能性は否定できない。
「第2日本テレビ」は立ち上げ以降，赤字が

続いている。しかし放送局が新しい映像文化
のサポーターとして，窓口として何らかの役割
を果たしていこうと取り組む姿勢は，スタジオ
の通信・放送両者から共感を得た。

NHKの岡田さんからは最後に，引きこもりや
癌サポートなど，インターネットのポータルサイ
トと番組を連動させているキャンペーンについ
て紹介があった。「ネットの時代になり，悩ん
でいる人たちが横につながり，テレビとキャッ
チボールすることで色 な々ことが進むようになっ
た。“サイトの議論が番組となり，番組の反響
がサイトの議論を盛り上げる”そうしたサイクル
が生まれている。今後もネットの時代になって
初めて可能になる番組作りに取り組みたい」と
語った。ここでも，これまで被取材者であった

“素人”と，取材者つまり“プロ”の融合が自然
に起きていた。

“融合”“連携”，“通信”“放送”を超えて

番組の中で頑なに“連携”にこだわり続けて
きたTBSの城所さんは，「最近はテレビの受信
機を使ってネットを見るという動きも出ている。
テレビは様々な情報の入口としての役割が強
まっており，ポータルとしてこの動きに積極的に
参加していきたい」と述べた。この現象は，い
わば放送から通信への“融合”でもある。今や
どちらが主体で“融合”が進んでいくのか，そし
てそもそも何が通信で何が放送かも定義しづら
いカオス状態に突入しつつある。「ネットに放送
が飲み込まれる」との危機感から，放送側が必
要以上に防御的に振舞ってきた姿勢にも，いず
れ変化の兆しが見える日が来るに違いない。
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社会学者の鈴木さんは最後に「通信も放送
も，融合も連携も関係なく，全ての人に意味の
ある融合って何なのかを考えていくべき」とまと
めた。“融合”を“調和”と置き換えて議論を始め
た慶應義塾大学の村井さんは，「いま自分はテ
レビの，放送の未来をどうするか，という議論
を進めている。すると，『どうしてあいつはそん
なことをやっているのか』という人が大勢いる。
そのような人はネットばかりでテレビを見ない人
たち。今まではこういう人たちが“融合”の議論
をしてきた。今日も含め，ようやく先入観なし
でお互いが議論できるようになってきたと思う」
と最後に述べた。「日本のインターネットの父」
として，“融合”イコール飲み込む側，つまり通
信側の象徴的存在でありつづけた村井さんが，
なぜあえて今回の番組で“融合”という言葉を使
わなかったのか，少しだけその問いが解けた気
がした。

再び“融合”の是非を聞いてみた

4人の3時間にわたる議論を聞いて，リスナー
はどう感じたか。番組冒頭に聞いた“融合”の
是非を問う質問を再びぶつけてみた。

リスナー全体では「推進賛成62％」，「反対
38％」。放送冒頭に比べ，融合を進めるべきと
いう意見が10ポイント増加した。増加の傾向
は利用層・非利用層ともに同じだった。

なぜ意見が変化したのかについては，事後
に改めて調査を行った。“推進”に意見が変わっ
たというネット非利用者の1人は「“オールデジ
タル化”という言葉で，ネットを使わない私にも
現象が良く分かった。これまでネットを“悪”と
思ってきたが，利用者の意識次第で新しい世
界が広がると感じ，新しい放送時代の幕開け
を感じた」と感想を記してくれた。近い将来ネッ

トを利用してみたいという。
また，ネット利用者の1人は放送側の発言を

聞き，意見を変えたという。「テレビ側の方の
コメントはどちらかというと融合反対だと最初
は予測していた。しかし都合の悪い事にただ
単に逃げているだけで，融合は良いものと認
めているように受け止めた」「長所を生かしあえ
ば，よりよいサービスの充実が得られそうだと
話を聞いて思った」。

そもそも始まる前の段階で，“融合”という言
葉の認知度や理解度がとても低かった今回の
番組。スタジオでも“融合”という言葉が避け
られるなど，前提が曖昧なまま始まった3時間
だった。両者の見解の違いから深まらない議論
もあったが，目指す未来の理想はさほどずれて
はおらず，そのことを多くのリスナーが感じ取っ
ていたことが事後のアンケートから読み取れた
ことも，ここで付け加えておきたい。

社会学者の鈴木さんには“融合”の議論はい
つも堂々巡りだと番組の前に指摘された。しか
しそこで議論することを避けてしまえば，次に
は決してつながらない。今回の番組が，今後
通信・放送両者が抱える事情や既得権益を越
え，未来に焦点をおいた建設的な議論をして
いくきっかけになれば幸いである。

おわりに

3回にわたるラジオ特番，「いまネット社会で
何が起きているか」は，急速に変化し，専門
家ですらフォローに困難を極めるネット社会の
最先端の現象を，ネットを使わない人達にも分
かるよう整理，意味づけることが大きなねらい
だった。その上で，“オールインワン”メディアで
あるが故に，これまでのテクノロジー以上にプ
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ラス面もマイナス面も大きいインターネットと，社
会が，企業が，そして個人がどう関わっていけ
ばいいかを改めて考えるきっかけになれば，と
いうねらいもあった。

どこまでそのねらいは実行できたか。毎回リ
スナーから放送前・中・後にご意見を伺い分析
を行ったが，人によって大きく関心度や理解度
が違うこうしたテーマを，広く納得してもらえる
よう制作するのはやはり非常に難しかった。た
だ，この放送をきっかけに年配のリスナー層か
ら「ネットを始めてみたい」という感想を少なか
らずいただいたことは，新たなチャレンジへの
勇気となった。

今回のテーマは，放送側の当事者として私達
は日頃からどんな考えを持って仕事をしているの
か改めて考えさせられ，更にそれをどう番組に
反映させていくか，という点で3回の番組の中
で最も難しかった。しかし，NHKにいま何が
求められているのか，逆にNHKもいま何を目指
そうとしているのか，今回の“通信放送融合”の
ようなテーマだけでなく，様々なテーマにおい
て当事者として国民とキャッチボールしていける
番組制作こそが，急速に広がるネット社会で期
待されている一つの新たな形ではないだろうか。
番組制作を終えたいま，そう確信している。

　　（むらかみ けいこ /すずき ゆうじ）

注：
1）旧郵政省は 1994 年 7 月に「21 世紀に向けた通

信・放送の融合に関する懇談会」を発足させて
以降，「通信・放送の融合」や「通信と放送の
融合」という表現を多用するようになっている。

2）06 年 8 月から始まった「通信・放送の総合的
な法体系に関する研究会」

3）07 年 11 月 1 日から，映像配信サービス『アク
トビラ ビデオ』がスタート。

4）07 年 12 月 25 日開催の理事会では，08 年 12 月
スタートを前提に準備に入るとされている。

5）放送法第 9 条第 2 項第 2 号に規定する「附帯
業務」の解釈指針（日本放送協会のインター
ネット利用に関するガイドライン）では，そ
の規模を「年額 10 億円を上限とする」とされ
ている。

6）ビー・ビー・ケーブル，KDDI，オンラインティー
ヴィ，アイキャストの 4 社。

7）白石信子・中野佐知子・吉藤昌代「デジタルメ
ディア・進む地上デジタル放送の認知」NHK
放送文化研究所『放送研究と調査』2007 年 4
月号。

8）「ニールセン / ネットレイティングス リポー
ター」07 年 12 月 15 日号による。

9）YouTube は 07 年 10 月に動画認証ツールを発
表。こうした技術の実証実験に参加するコン
テンツホールダーも登場し始めている。

10）「American Society of Composers, Authers and 
Publishers」の略。米国作曲家作詞家出版者協
会。

11）日本テレビと NEC が共同で制作した視聴者参
加型クロスメディアドラマ『オキナワ■男■逃
げた』。

12）Consumer Generated Media の略。消費者生成
メディアなどと訳される。


