
70 　MARCH 2008

対して「放送の公共性」を盾に企業防衛を行っ
ているが，その際の「公共性」とは何か，また

「経営」とは何か，という問題が浮上している。
公共放送も，事業理念や業務範囲の明確化，
財源に見合った効率的な運用，創造性や良質
のサービスなどが経営課題として要求され，し
かもそれをかつてない厳しい競争環境下で達
成しなければならなくなっている。

筆者（横山）自身がこの問題にぶつかったの
は，一昨年，イギリスBBCの局内意識改革プ
ロジェクト ‘Making it Happen’ について調
べていた時である。この改革を主導したのはグ
レッグ・ダイク会長（当時）であるが，彼はイギ
リスITVの経営者としては恐らく初めて，ハー
ヴァード・ビジネス・スクール（HBS）で上級経
営学講座を受講している。また，上記プロジェ
クトの実施に際してBBCは，前後6回，合計
で100人前後の幹部をアメリカのSRI Inter-
nationalに派遣して創造性研修を受けさせた。
その後の5年間では6,000人という前例のない
規模の管理職研修を実施したという。同改革
についての筆者（横山）の報告 1）は，例外的に
NHK局内からの反響を呼んだが，それはまだ
事柄の上っ面をなでたに過ぎない。

そのうちに，藤田真文教授（法政大学）が
大学教育と放送人の養成という問題に関心を

 
 1.この研究について （横山）

放送文化研究所では，去年（2007年）9月
から，新研究領域創成のための共同研究とし
て，「大学・研究機関における放送経営関連教
育の実態調査」を開始した。以下に記すのは，
その中間報告である。

放送の経営に関する研究は，これまで放送
文化研究所ではほとんど取り上げられてこな
かった。1946年の設立以来62年になるが，所
内のデータベースで「経営」をキーワードにし
て『放送研究と調査』およびその前身の『文研
月報』を検索してみると，ヒット数は83件。そ
のうち，とにもかくにも日本の事柄を扱ったも
のは5件で，残りの78件は海外事情に関する
ものである。日本関連のものも，2件は「国会
における『放送の公共性』論議の変遷」関連，
残る3件は小川宏，大塚利兵衛，後藤美代子
というアナウンサー OB・OGの3氏に行ったイ
ンタビューである。他に経営に近いものとして
は，放送番組に対するWTP（支払容認価格）
に関するものが2件あるが，公共放送の経営を
正面から扱ったものは見当たらない。

その一方で，実態としては，放送事業にお
ける経営の問題が次第に切実さを増してきた。
例えば商業放送が異業種からの買収の動きに
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持ち，すでに関係者ヒアリングなどを行ってい
ることを知った。そこで，同教授の協力を得て，
手始めに「大学・研究機関における放送経営
関連教育の実態調査」という新領域研究プロ
ジェクトを起こすことになり，アメリカにおける
ジャーナリスト教育に造詣の深い別府三奈子准
教授（日本大学）にも参加していただいて，調
査を開始した。

かつてのBBCがそうであったように，NHK
においても，創造は少数の天才たちの孤独な
創意に委ねられてきた。しかし，特定の分野に
ついて才能を有する多くの職員たちを束ねて，
集団としての創造性を継続的に生み出してゆく
のが，経営の仕事ではないのか。少くとも，そ
こへ向けて構成員たちを組織しその意識を改
革することは，個々の職員の努力で可能なこと
ではなく，経営者でなければできない仕事で
はないのか。そのような放送の経営に役立つよ
うな何らかの知見が，今後，この調査から得
られたらと思っている。

このあと，2では，放送についてどのような
教育が行われ，何が期待されているかなど，

「放送関連業界のキャリア形成と大学の役割」
について，国内でのヒアリングや文献調査の結
果にもとづいて藤田教授が，3ではアメリカに
おけるジャーナリスト教育の歴史を辿りながら，

「『放送人』養成モデルの構築」について別府
准教授が略述する。また，4では，「放送経営
に関する教育の現状」をHBSとSRI Interna-
tionalの場合について横山が管見する。

（よこやま しげる）

注 :
1）横山滋「（BBC の意識改革 1） 創造性向上のた

めの Watering Hole の方法」，『放送研究と調
査』，2007 年 1 月号，32-49 ページ

 2. 放送関連業界のキャリア形成に
    おける大学の役割 （藤田）

1） 放送関係者の経営学教育への要求
筆者（藤田）は，2005・06年度に「放送関

連業界におけるキャリア形成に関する調査」を
実施した。放送関連業界（放送局および番組
制作会社）において，新規採用および入社後
の社員教育がどのように行なわれているか。放
送関連業界への就職および就職後の職業教育
などのキャリア形成に，大学教育がどのような
役割を果たすことができるかを明らかにするた
めに，文献調査，インタビュー調査，およびア
ンケート調査を行った（藤田，2007）。

その中で印象的だったのは，番組制作会社
へのインタビュー調査だった。番組制作会社の
関係者は，放送関連業界のキャリア形成に関
連して，第1に，大学新卒の就職応募者数が
年々減少していることを悩みとしてあげた。セ
ミナーなどの就職イベントに学生が集まらない
のだという。周辺の学生を見る限り，放送局や
番組制作会社はいまだにあこがれの職場であ
るだけに，いささか意外の感があった。

第2に，番組制作会社の関係者は，「経営
陣に企業経営のノウハウが欠けている」ことを
指摘された。頭打ちの制作費収入，放送・通
信の融合によるメディア環境の変化，企業買
収・合併など，難しい経営判断が迫られている
時に，番組制作会社の経営トップに企業経営
の知識がないことがネックになっている。番組
制作会社のトップが経営ノウハウを学び直す場
を，大学が提供してくれないかというのである。
考えてみれば，1点目の番組関連会社の人材難
も，「人事政策」という経営ポリシーにかかわっ
ている。インタビュー調査から明らかになった
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番組制作会社の悩みは，すべて経営の問題に
帰着するのである。

放送関連業界への経営学的知識の提供とい
う論点は，調査を開始する時点ではまったく想
定していないものであった。せいぜい筆者（藤
田）は，放送関連の法制度（報道の自由や著
作権など），放送の歴史的再評価，番組分析
や視聴者調査の新しい手法などを，放送関連
業界の現場の再教育へとフィードバックするこ
とを大学の役割と考えていた。NHK放送文
化研究所との新研究領域創成のための共同研
究に参加したのも，このインタビューの体験が
ベースになっている。

2） 日本の大学の現状－放送経営科目の軽視
大学における教育・カリキュラムのあり方を

筆者（藤田）が考える際に，経営学的知識の
提供をまったく想定していなかったのは，日本
の大学における放送関連教育の現状をそのま
ま反映していると言ってよいであろう。あらか
じめに正直に言ってしまえば，筆者にもおそら
く日本のほとんどのマス・コミュニケーション研
究者にも，大学教育を通じた経営学的知識の
要求に応える能力はまったくない。

その点を上記の調査の一環として実施した，
日本の大学における放送関連講座の調査から
明らかにしてみたい。筆者（藤田）は，『総合
ジャーナリズム研究』（189号，190号）「2004
年度全国大学マスコミ講座一覧」を資料に，
日本の大学における放送関連の講座開設状況
を調査した。この「全国大学マスコミ講座一覧」
は，総合ジャーナリズム研究所が長年にわたっ
て毎年実施している調査であり，日本の大学
におけるジャーナリズム，マス・コミュニケーショ
ン関連講座をもっとも網羅的に捕捉している。

「全国大学マスコミ講座一覧」を分析した結
果，国立=18大学，公立=10大学，私立=185
大学，短期大学=32大学で，ジャーナリズム，
マス・コミュニケーション関連の講座が開設され
ていた。10以上の授業を展開している大学を見
ても，国立=8大学，公立=2大学，私立=50
大学，短期大学=3大学あった。ジャーナリズ
ム，マス・コミュニケーション関連の講座は，文

（芸）学部，社会学部，社会情報学部などの人
文系学部・学科に設置されているケースが多い。

ところが，科目名から放送に特化したと判断
できる科目となると「放送論」「放送メディア論」
などを1科目のみ設置するにとどまる大学が多
い。放送関連科目を2科目以上展開している大
学を見ると，国立大学では，名古屋大学（大
学院国際言語文化研究科・メディアプロフェッ
ショナルコース）の1大学のみである。私立大
学では，26大学27学部とかなり数が少なくな
る。放送関連講座の開設数という点では，日
本大学・芸術学部放送学科と大阪芸術大学・
芸術学部放送学科の2大学が際立っていた。

ジャーナリズム，マス・コミュニケーション関
連の講座を開設している大学でも，「メディア」

「マス・コミュニケーション」「ジャーナリズム」
など，放送よりも包括的なカテゴリーを冠した
科目が並ぶケースが非常に多い。あるいは映
画なども含む「映像メディア」などの名称の科
目の中で，放送に関した講義が行なわれてい
ることも予想される。だが，「映像メディア」と
して映画とともにひとつの講義に入れこんだ場
合，放送への言及が相対的に減少する可能性
もある。

さらに，日本全国の大学において「放送経
営」に関連した科目を見てみると，極端に少な
い。科目名から判断すると，名古屋大学（大
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学院国際言語文化研究科・メディアプロフェッ
ショナルコース）の「民間放送事業論」は，い
くらか放送経営に焦点化している印象を受け
る。その他，放送経営の概念を若干拡大して
も，常磐大学（人間科学部・コミュニケーショ
ン学科）の「放送産業論」，日本大学（芸術学
部放送学科）の「放送契約論」のみが，かろう
じて放送経営関連科目といえる程度である。

実は日本の大学における放送関連科目のほ
とんどは，放送全体を俯瞰する「放送概論」
か，放送を文化現象としてとらえる「放送文化
論」か，番組制作をシミュレーション的に行う

「制作実習」である。

3） 放送関連科目はなぜ軽視されるのか
日本の大学で放送関連科目が少ない理由に

ついて考えてみたい。近年，日本のマスコミ業
界およびマス・コミュニケーション研究者の間
で，「ジャーナリズム（ジャーナリスト）教育」に
再び関心が集まっていることはたしかである。

調査・研究面で見ると，東京大学社会情報
研究所（当時）の花田達朗と廣井脩が編集した

『論争 いま，ジャーナリスト教育』（花田・廣
井編，2003）には，述べ48人の大学教員とマ
スコミ関係者が寄稿しジャーナリスト教育の必
要性を議論している。同じく花田達朗が主宰
したnewslabは，『実践 ジャーナリスト養成講
座』（花田・ニューズラボ研究会編著,2004）で，
ジャーナリスト養成のためのカリキュラム・授業
開発の成果を公表している。また，今回の放
送経営に関する研究の共同研究者でもある別
府三奈子は，アメリカにおけるジャーナリズム・
スクール創設の経緯を追った『ジャーナリズム
の起源』（別府，2006）を刊行している。

日本マス・コミュニケーション学会では，学

会創設50周年事業として，「ジャーナリズム
およびマス・コミュニケーション教育に関する
調査」を実施し，2003年に報告書を刊行し
ている（日本マス・コミュニケーション学会，
2003）。調査内容は，学会員が大学・大学院
で行なっているジャーナリズムとマス・コミュニ
ケーション関係の授業の実施状況，大学の学
部・学科のカリキュラムさらには講義要項の分
析，マスコミ機関（新聞社，通信社，放送局）
へのインタビュー調査である。さらに，日本マ
ス・コミュニケーション学会では，2007年に学
会の研究部会として「ジャーナリズム教育部会」
を新設した。

大学の組織改革としては，花田達朗を所
長に迎え2007年に開設された「早稲田大学
ジャーナリズム教育研究所」が（『同研究所
HP』http : //www.j - f reedom.org/参照），
ジャーナリズム教育方法の開発とカリキュラム
の改良，インターンシップの拡充，教育技術
システムの開発を行なっている。メディア機関
の動きとしては，朝日新聞が2006年に「ジャー
ナリスト学校」（『朝日新聞社 HP』http://
www.asahi.com/shimbun/honsya/j/school.
html参照）を開設した。オンザジョブ・トレー
ニングに依存してきた記者研修のあり方を変え
ることと同時に学生や一般読者を対象にした
ジャーナリズム研修を指向している。

このように「ジャーナリズム（ジャーナリスト）
教育」についての議論および実践が活発になっ
ている。にもかかわらず，ここで問題点とし指
摘したいのは，これまで取りあげてきた「ジャー
ナリズム教育」が，意識的にあるいは無意識
に「新聞記者をはじめとする活字ジャーナリ
ストの育成」を対象としている点である。つま
り，「ジャーナリズム教育」という場合，第1に
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ニュース報道に従事し，第2に活字メディアで
記事を書く記者（ライター）の育成がもっぱら
考えられている。

ここで詳しく述べることはできないが，この
ような「ジャーナリズム教育」観は，少なくとも
日本におけるマス・コミュニケーション研究の
学問的成り立ちを，そのまま反映している。

かつてマス・コミュニケーション研究は，「新
聞学」と呼ばれていた。その先駆けとされる
小野秀雄の『新聞原論』では，雑誌，ラジオ，
映画をも研究対象とする「広義新聞学」の可
能性も示唆されているが，小野自身の研究は
対象を新聞に限定した「狭義新聞学」である。
さらに小野は，「新聞学の領域は新聞に内在
する精神力，経済力及び工業力の相互関係で
ある」としながら，『新聞原論』の叙述は「新
聞の精神力」（「新聞の内容の本質」「報道の
本質」など）に多くが割かれている。「新聞の
経済力・工業力」に相当すると思われる「新
聞紙頒布の本質」「新聞事業の本質」は全体
の10分の1程度のページ数にすぎない（小野，
1947=1963，3-7頁。筆者が旧字体を新字体
に改めている）。

大学のカリキュラムという点では，いまだ「新
聞学」パラダイムによる「ジャーナリズム教育」
観の影響力は大きい。放送についての講義・
研究は，ジャーナリズム機能を担う新聞報道
研究の応用版としてのテレビニュース論が中心
になっている。

このような「ジャーナリズム教育」は，放送
関連業界の現状とは適合していない。放送局
の制作者は，ニュース報道だけを行っている
わけではない。一つの番組ジャンルにとどまら
ず複数の番組ジャンル間を移動する。あるい
は地方局の場合には複数のジャンルの番組制

作を同時に兼担することがある。さらに，記
者職と業務（総合）職を分けて新規採用を行
ない，入社後それがほぼ固定される新聞社と
違い，放送局では採用時に番組制作を担当す
るかどうかは決められていないことが多い。今
まで制作部門にいた社員が，営業職や管理部
門に配属される場合もある。

4） なぜ経営論は軽視されるのか
上記のような「活字ジャーナリズム中心主義」

のジャーナリズム教育は，同時に経営論の軽
視をもたらした。それは「いやしくもジャーナリ
ストたるもの，金銭のことは考えてはならない」
という倫理観から発している。少し長くなるが，
小野秀雄の『新聞原論』を再び引用したい。

ここに注意すべきことは新聞の企業的経営
はまた新聞が堕落する原因の一つともなっ
たことである。即ち発行者の中には他の企
業と同じく単に利潤のみを追及

（ママ）

する結果，
新聞の使命を無視してあるいは民衆の低
級なる趣味に追従する好ましからぬ新聞を
作製したり，あるいは政治力，財力等に
買収されて曲筆を敢えてするものが生じた。

（小野，1947=1963，202 頁）

このようなジャーナリズム機能と利潤の追
求を対立的にとらえるジャーナリスト倫理は，
小野に限らず一般的に共有されているもので
ある。ただし，上記の引用の前段で小野が次
のように記していることもつけ加えなければな
らない。

実際新聞が本質的な新聞としてその使命を
果たさんとするならば第一に経済的に独立
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しなければならぬ，所が経済的に独立す
るためには収支相償う程度に経営せられな
ければならぬ。従ってその新聞の種類の
如何を問わず企業的経営の必要を生じる
のである。（同上）

興味深いことに別府三奈子の研究によれば，
20世紀初頭のアメリカにおけるジャーナリズム・
スクール創設時にも，同様の議論があった。
というよりも，小野の新聞経営論は欧米におけ
る議論に大いに影響を受けている。

ジャーナリズム・スクールを構想したジョゼフ・
ピュリツァーは，「（ジャーナリスト）倫理養成に
重心をおき，経営論的な発想の講座は一切排
斥すべき」と考えていた。それに対して，ピュ
リツァーから最初にジャーナリズム・スクール
の設立を打診されたハーバード大学総長のエリ
オットは，政治家や企業経営者の育成方法と
同様のカリキュラムを提案した。エリオットのカ
リキュラムには，新聞経営論や営業部運営論，
広告部運営論が含まれていた（別府，2006，
234頁）。

5） 放送経営関連教育の構想
マス・メディアがジャーナリズムの使命を果

たすには，経済的自立が必要である。その経
済的自立を「収支相償う程度に経営」するため
には，どのような知識が求められるか。小野
の『新聞原論』はその答えを出していない。ま
た，小野以降のマス・コミュニケーション研究
も，マス・メディアの企業的経営の問題を深く
考察してこなかった。

筆者（藤田）は，以下のようなプロセスを通
じて放送経営関連の教育プログラムを構築し
ていきたいと考えている。

1. 放送関連業界の概念的把握

① 経営的特質……放送局・番組制作会社は，
番組という新たな製品を毎日生産すること
を求められているなど。

② 組織目標……放送局・番組制作会社は，
番組の販売による収入の確保以外に，番
組という製品を通じて社会に貢献するこ
とが求められるなど。

2. 経営学的知見の導入

経営学研究者との相互交流を通じ，上記の
経営的特質・組織目標に適合する経営学の
知見を検討するなど。

3. 大学のカリキュラム体系の検討

大学のカリキュラム体系の中に，放送経営
能力の育成のための科目をどのように組み込
むことができるかを追究して具体的に考察す
るなど。

上記の論点について，筆者（藤田）は次のよ
うな仮説を持っている。「1.放送関連業界の概
念的把握」においては，放送局・番組制作会
社の特殊性のみをいたずらに強調することは改
革の妨げともなるので避けなければならない。
ただし，1個の製品モデルを大量に再生産して
いく製造業の経営モデルをそのまま適用するこ
とはできないであろう。
「2.経営学的知見の導入」では，今のとこ

ろ2点の成果が適用できるのではないかと考
えている。それは第1に，製品の研究開発な
ど，常にイノベーションを求められる企業組
織のあり方についての研究。第2に，基盤技
術の変化や企業買収・合併などの経営環境の
変化に対応する企業組織のあり方についての
研究である。
「3.大学のカリキュラム体系の検討」におい
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ては，履修者イメージの明確化（青年学生か
社会人の再教育か）や，カリキュラムによって
付与できる能力の明確化が求められるであろ
う。金子元久は，大学の教育体系について
3つのモデルを提示している（金子，2007，
133－144頁）。

① 職業知モード……明確に定義づけられる
「職業知」を前提とする。大学の授業を
通じ「職業知」を付与し資格試験などで
成果を確認する。医師免許，弁護士資格
などがこれにあたる。アメリカのジャーナ
リズム・スクールもこの職業知モードを基
盤とする。

②  J モード……「職業知」は就職後のオン
ザジョブ・トレーニングによって形成す
れば良いとする。「職業知」の基盤とな
る「基礎学力」は初等中等教育によって
育成される。大学の専門教育は，「職業
知」には弱い結びつきしか持たない。J
は Japan の意味で従来の日本の大学教
育（の無効性）を表現する。

③ 統合モデル……理論的・体系的知識の基
盤となる一連の知識や態度=コンピテンス

（competence）の付与を目標とするもの。
また，大学が形成する基礎能力，理論的
知識，専門的知識のそれぞれが，職業の
場で求められる知識に転化されることを
目指す。

現在のところ筆者（藤田）は，先に述べたよ
うに広範な能力が要求される放送関連業界の
人材の育成のためには，金子のいう統合モデ
ルによる放送経営関連教育の体系化が必要と
考えている。  

   （ふじた まふみ）
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 3.「放送人」養成モデルの構築 （別府）

メディア経営人の養成，という着想に，米
国のジャーナリズム規範史を専門とする私は少
しひっかかる。その違和感は前向きのもので
あり，本研究プロジェクトに筆者（別府）が関
心を寄せる理由ともなっている。研究は設計
段階にあることから，本稿ではこの違和感の
背景について概説する。

1） 対立する「経営的判断」と「公共奉仕」
米国では20世紀初頭，大都市の新聞が商

業ベースに乗りはじめると同時に，一部の新聞
が販売部数競争からセンセーショナリズムへと
暴走し，社会的な批判をあびた。続く第一次
世界大戦では，政府（公権力）によって新聞が，
修正第一条に保障された「言論の自由」を初め
て制約された。これらの社会的な批判や制約
を受けて，現代型のジャーナリズム規範と制度
が構築されていった。
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この時期，改善のモデル（手本）とされたの
が，医学，法学，神学に携わるプロフェッショ
ンと呼ばれる一群の職業だった。プロフェッ
ションはいずれも，利潤追求を目的とするビジ
ネスではなく，公共奉仕を職業目的とし，それ
ぞれに専門の知識と技能を要する。ここでいう
プロフェッションと，日本語で経済的自立や専
門性を意味するプロフェッショナルズ（あるいは
プロフェッショナリズム）は全く異質なものなの
で，注意が必要である。

当時の批判や圧力にさらされた記者や編集
者たちは，新聞が公共性の高いものであるこ
とから，自分たちの仕事をプロフェッションと
同質であると自己規定した。ここで筆者（別
府）がもっとも指摘しておきたいことは，米国
のジャーナリズムが，商業主義や国家権力と
対峙するために，すなわち，ジャーナリズムを
改善するために，「記者職」や「編集職」を「経
営者」から分離独立させる方法を選んだ，と
いう点である。

ジャーナリズムを担う記者や編集者の判断
は，時として，経営者の判断と対立する。そ
の時，雇用主と従業員，という企業内契約関
係に押しつぶされないような，専門職能として
の自立性を確保する何かしらの手立ての必要
性が認識されていった。そこで試行ののち，
プロフェッション論を援用したのである。実際
には，専門職能団体を経営者団体から独立さ
せて組織し，専門高等教育を全国規模で基
準化した。医師や弁護士などの伝統的なプロ
フェッションはさらに免許制を導入するのだが，
それは言論の自由とのかねあいで見送られた。

2） 「就社」から「就業」「奉職」へ
もう少し詳しくいえば，18世紀末に創設さ

れた全米経営者協会は，会社を守るための業
界団体である。一方，1923年に創出された全
米新聞編集者協会は，言論の自由を担う記者
や編集者個人個人の活動を守るために各地の
経営者団体から独立し，全国規模で統合され
たものである。

全米新聞編集者協会の設立にいたる経過を
辿ると，奉職，というプロフェッションの考え
方が見えてくる。社会的にも専門職能としての
ジャーナリズムの必要性が認識され，信頼さ
れ，社会から広く支持が得られることで，初
めて経営者からの介入をも跳ね返す自立的な
活動が可能となる。この論理から，ジャーナ
リズムは，就社ではなく就業（奉職）によって
可能になる，との自己規定が広く浸透した。

ジャーナリズムのプロフェッションは，真実
に献身することが謳われ，真実を追究し人々
に正確に伝える専門知識と専門技能を身につ
けることが望まれる。真実を追究する過程で，
ときとして殉職する場合もあるハイリスクな職
業でもある。米国の主だったジャーナリズム・
スクールは，このジャーナリズム・プロフェッ
ション論を理念として，職能の基盤を形成す
るためのカリキュラムを構築している。

全米のジャーナリスト養成教育のスタンダー
ドとなっているブライヤー・アプローチは，ウィ
スコンシン大学のウィラード・ブライヤー博士
が1910年代に提唱したものである。ブライ
ヤーは，ジャーナリズムの理念と記者育成法
についてはジョゼフ・ピュリツァーの案を踏襲
しつつ，カリキュラムに広告関係科目（全国広
告キャンペーン，広告の心理等）をいれ，地域
に根づいた新聞社のあり方と新聞の影響を広
く視野にいれていた。

今日，自分の作品の売り込み法や，フリー
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ランスとしてのマネージング法，制作資金集め
のプロデューシング法などをタイトルとする書
籍や講座はいろいろとある。就社という文化と
なじみのない米国のジャーナリストたちにとっ
て，こういったハウツーは，自立した職業活動
に欠かせない重要な知識の一部として認識さ
れている。

一方，メディア企業経営者が必要とする知
識は，例えば経営法や民法，知的財産法な
どが法学部，利潤追求を合理化する経営論
や財務論が経済学部，交渉術や人脈という側
面が政治学部や公共政策学部などで提供さ
れており，それぞれに専門家が養成されてい
る。従って，メディア企業の経営陣は，必要
に応じて法律や経済の専門家や顧問（アドバ
イザー）などを起用して，企業の発展と防衛
に備えている。

3） 「日本型モデル」の模索
米国のプロフェッション論は，言論の自由

を確保するために経済的自由を認め，かつ，
免許制を否定することから，制度論上は変則
的なものとなっている。その弱点を，全国的
な基準を持つ大学ジャーナリズム教育システ
ムと，記者や編集者に特化した強力な専門職
能団体によって補強してきた。大学人とジャー
ナリストの交流は密接であり，インターンシッ
プや研究助成金などの接点も重層的で，独自
のプロフェッション制度を発展させ今日に至っ
ている。

筆者（別府）は，プロフェッション論を理念
に持つ米国型のジャーナリズム・スクールモデ
ルを，今日の日本のジャーナリズム改善に流
用することには，かなりの無理があると考え
ている。理由は，いくつもある。主だったとこ

ろは，社会における大学の役割や機能の日米
差，メディア大国日本の企業文化の独自性（終
身雇用制度，世界に類をみない発行部数，テ
レビ局正社員の高額な給料体系，映像文化
への認識の低さ等々），民や個人より官や大
組織を信頼する日本的風土，改善の流れがボ
トムアップで形成される米国流とトップダウン
で事が動く日本流，等々。

ジャーナリズムは社会に根ざした生き物であ
り，この半世紀，日本はすでに独自のジャー
ナリズム文化を創出してきている。NHKの存
在も世界的に特殊なものである。日本のジャー
ナリズムと米国のそれは，別々の社会的生き
物のようでもある。日本の場合，改善方法のひ
とつの糸口として，経営，というキーワードを
もってくることは，米国の文脈からみれば違和
感があるものの，日本の文脈では一見，理が
あるように感じる。

特に，藤田が指摘している統合モデルに，
現場の倫理や経営者の倫理などをも含んだ，
日本独自の「新聞人」「放送人」モデルの開
発は，興味深い。現場の一線から管理職へ
と転じることの多い日本のマスメディア企業の
事情に鑑みれば，必要なことでもある。経営
の論理だけで参入してくる外資系資本や敵対
的買収から，日本独自のメディアシステムを守
りつつ改善していくために，それは不可欠で
もあろう。
「自主規制」や「第三者機関」等，規範が見

えにくい今日のジャーナリズムの改善は急務
である。新たな問題意識と視点をもって，米
国のメディアシステムと教育制度を，洗いなお
してみようと思う。

（べっぷ みなこ）
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 4. 放送経営に関する教育
　 　  ～ HBSとSRI の場合～（横山）

2で見たように，日本の大学に対しても，「番
組制作会社のトップが経営ノウハウを学び直す
場を，大学が提供してくれないか」というニーズ
はあるが，私たちの知る限りでは，今のところ
そのような動きはない。欧米の大学における現
状についての調査はまだこれからなので，ここ
では，BBCの改革に直接間接に関係のあった
ハーヴァード・ビジネス・スクールとSRI Inter-
nationalだけについて，どのような教育が行わ
れているのか，その概略を見ておくことにする。

1） ハーヴァード・ビジネス・スクール（HBS）
BBCの改革とHBS

ロンドン・ウィークエンド・テレビジョン社
の番組制作局長（Director of Programmes）
だった42歳のグレッグ・ダイクは，社長就任
に先立って，1989年秋に12週間を費やしハー
ヴァード・ビジネス・スクール（HBS）で上級経
営学講座に参加した 2）。この時に学んだことが，
のちに彼がBBCの会長に転じた際に行った組
織改革「BBCは1つ」（One BBC）や職員意識
改革「なせばなる」（‘Making it Happen’）プ
ロジェクトにつながっている。この第二の改革
の初期にBBC は初めて400人にものぼる幹部
職員たちを一堂に集めてLeading the Wayと
いうセッションを行ったが，この会合にダイク
のHBSにおける指導教授だったジョン・コッ
ターが招かれてリーダーシップ論を講じ，職員
たちに深い感銘を与えたという。
HBSの上級経営学講座

（Advanced Management Program）

HBSでは一般経営学講座，指導者育成講

座，メディア経営戦略講座などさまざまな研修
プログラムが用意されている 3）が，ここではそ
の中から，上級経営学講座 4）について，2007
年に行われた講座を例にとって概観する。

上級経営学講座は，執行幹部の思考，管
理，問題解決の方法を変えることによって，
指導者に不可欠の諸能力を養い，企業生産
力の向上を図るためのものと位置づけられて
いる。

講座の内容は放送の経営に限定されたもの
ではなく，さまざまな業種の執行役員，主要
部門の長，上級職務長，作業グループの上級
メンバーといった人びとが受講者対象として想
定されている。受講者の産業別内訳は，サー
ビス業が最も多く（39%），次いで金融（17%），
消費財製造と原料/エネルギーが9%などで，
公益企業は4%である。

非英語圏からの参加者には言語の障壁があ
ると思われるが，地域別では，アジアが北ア
メリカと並んで29%を占めているのが目立つ。
その他では，ヨーロッパが23%，大洋州が
8%，アフリカ5%，ラテン・アメリカと中東が
各3%となっている。

2007年のプログラムによれば，研修の期間
は8週間，受講料は5万8,000ドル（約630万
円）である 5）。
A） 研修の目標

研修は，受講者がより幅広く考えられるよう
になること，グローバルに管理し，競争状況
を見極めた上で，問題の解決が図れるように
なることを目指して行われる。主催者によれ
ば，受講者が日常的に経験している業務上の
具体的な場面に立ち返って，グローバルな問
題に立ち向かう上級幹部に必要な知識と技能
を身につけてゆけるようになっているという。
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具体的に掲げられている目標としては，次の
6つがある。
・ グローバルな競争状況に作用しているさまざ

まな外部要因に対して研ぎすまされた意識を
養うこと

・ リーダーシップを発揮するさまざまな方法を身
につけ，状況に応じて適切に対応できるよう
になること

・ 上級リーダーとして部下の生産性を向上させ
るために適切に行動しているかを自己チェッ
クすること

・ 競争相手に先んじるための戦略的な枠組みと
ツールを獲得すること

・ 経営に確信を持つことで企業全体に効率的
な意思決定が行われるようにすること

・ 将来，より大きな課題に挑んだり転職したり
する時に備えて，グローバルな掛け替えのな
い仲間たちとの交流のネットワークを築くこと

B） カリキュラムと方法

それぞれの経営課題に，①資本市場，②顧
客・製品市場，③地政学的環境という三つの
側面から検討を加える。

HBSでは具体的な事例に即して学ぶケース・
メソッド（the case method）が用いられていて，
受講者は理論を実践と結びつけて理解するこ
とができ，実務への応用が容易であるという。
C） 期間

2007年のプログラムでは8週間という日程
が組まれている。上級指導者に相応しい能力
と見識を獲得するためには，既にしみ込んで
いる先入観を捨てて，これまでとは異なる方法
を摸索しながら新しい考え方と行動パタンを身
につけなければならず，そのためには通常の
業務から隔絶されたこれだけの時間が必要で
あると説明されている。

2） SRI International
BBCの改革とSRI International

前にも触れたように，BBCは局内の意識改
革プロジェクト‘Making it Happen’の実施
に際して多数の幹部職員をSRI International
に送って研修を受けさせている。BBCが意識
改革の実施に際してSRIに協力を求めたのは，
SRIの方法が「達成能力の移転」（transfer of 
competence）であることと深く関わっているよ
うに思われる。BBCは何度も局内改革に挑ん
できたが，外部コンサルタントなどによる改革は
ことごとく失敗に終わっている。改革は自前で
行わなければ達成できないという認識が改革の
リーダーたちの間にあり，そこから，まずBBC
の職員がSRI Internationalで訓練を受け，そ
の人たちを中心として自前で改革を行うという
方法が採用された。
SRI International の概略

SRI Internationalは，カリフォルニア州メン
ローパーク（Menlo Park）市に本部を置く独
立研究機関である 6）。1946年，地元の産業界
への貢献を求められたスタンフォード大学の理
事会がその要望に応えてStanford Research 
Institute（スタンフォード研究所）を設立した。
その後，名称を「SRI International」に改め，
大学から独立して非営利会社となって今日に
至っている。

SRI Internationalの仕事は，大半が受託
研究開発の形を取っており，その守備範囲は，
極めて広範囲にわたっている。いくつかの事例
を挙げると，同研究所の開発にかかるものとし
ては，世界最初の市販用中性洗剤から，コン
ピュータ用のマウス，リアルタイム航空券予約
システム，インターネットの原型であるARPA
ネットなどがある。
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創造性研修

SRI Internationalが提供している創造性
研 修コースには，Discipline of Innovation 
Workshop （DOI）とTechnology for Innova-
tive Product Workshop （TIP）の2つがあり，
前者は発想を転換するためのもの，後者は具
体的な発見のためのものと位置づけられてい
る。いずれの場合も，コースはカスタム・メイ
ドで，委託する企業・団体の業務や競争環境
など個別の事情に合わせてコースの内容が用
意される。紙数の関係でここではDOIについ
て概略を記しておく。

これは，経営課題に関心を持ち，意思決定
権を有するトップ・マネジメントのためのプログ
ラムで，通常は，米SRIで1週間の合宿という
形で行われている7）。

同研究所の基本的な考え方は，NABC
フォーマットと呼ばれ，Nは需要（need）を，
Aはアプローチ（approach），Bはコスト・パ
フォーマンス（benefits per costs），Cは市場
における競争状況（competition）を表してい
る 8）。学習のポイントだけを列挙しておけば，
第1に顧客の需要を知ること，第2に新しい顧
客価値を生み出すための組織と職員の意識を
どう作り上げてゆくかを学ぶこと，第3にコス
ト・パフォーマンスを上げること，そして第4に
自社が置かれている競争環境とその変化の動
向を的確に認識することが訓練される。持続
的に新しい価値を生み出し続けてゆくにはそ
のための優れた手順が必要だというのがSRI 
Internationalの主張である。

3） 今後の課題
放送とそれを取り巻くさまざまなビジネスの中

で多くのイノベーションが行われ，競争環境は

かつてなく厳しい。放送，とりわけ公共放送と
経営の観念を結びつけることに対する違和感が
存在していることは容易に理解できる。しかし，
効率的運営という面で商業的諸勢力に後れを
取っていたのでは，公共放送といえども立ち行
かなくなっていることも，また明らかである。取
りあえず経営を考える上ではHBSやSRIの講
座が参考になるであろうが，残された課題は，
放送局――とりわけ，NHKのような公共放送
――の経営が，利潤追求を第一の目的とする商
業的企業のそれと，どこでどう異なるのかとい
うことの解明である。それは研究の課題でもあ
るが，SRI Internationalの創造性向上方式の
ように，取材・制作者と経営スタッフ，それに
研究者などが，共通の目的に向かって協力して
取り組むべき課題であるように，今の筆者には
見える。

（よこやま しげる）

注 :
2）この辺りの事情は，グレッグ・ダイク『真相

――イラク報道と BBC』（平野次郎訳，日本
放送出版協会，2006 年）に記されている。ま
た，彼が主導した意識改革については，横山
滋「（BBC の意識改革 1）創造性向上のため
の Watering Hole の方法」，『放送研究と調査』
2007 年 1 月号などを参照されたい。

3）http://www.hbs.edu/programs/
4）http://www.exed.hbs.edu/programs/amp/
5）1989 年にダイクが受講した際の費用は 3 万ド

ルで，これは当時ロンドン・ウィークエンド・
テレビジョン会長だったクリストファー・ブラ
ンドが用意したと記されている。ダイク前掲書，
160 ページ

6）http://www.sri.com/about/
7）米本部以外でも，例えば東京での 15 人× 5 日間

といったサンプル・プログラムを実施すること
は，可能であるという。

8）Curtis R. Carlson and William W. Wilmot， 
Innovation，Crown Business，New York 2006. 
概略については，横山，前掲論文でも紹介している。


