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 1. 問われる放送の社会的役割・使命

 1-1　議論の枠組みと問題の所在
米倉　今，放送界は大きな変化と危機の只中
にあります。NHK の一連の不祥事を巡る問題，
関西テレビの『あるある大事典』を巡る問題など，
放送への信頼を揺るがす事態が相次いでいま
す。今，放送は，その社会的使命や役割を根
本から見直し，信頼を取り戻していく必要があり
ます。その一方で，放送は，社会の大きな変化
の波にさらされています。グローバル化，少子
高齢化，格差社会化と，日本社会は急速に変
化しており，これまで放送が前提にしてきた理
念や枠組みに大きな変化を迫ってもいます。パ
ネリストの皆さんそれぞれの基本的な問題意識
をうかがうことから，議論を始めたいと思います。

今井　社会構造の変
化は，放送にとどま
らず，社会のさまざま
な組織，機関，一人
ひとりの暮らしの中
で，非常に大きく重
要なテーマになって
いると考えています。
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特に「放送の公共性をどう考えるか」は，今
日まで一貫して私自身のテーマでもありました。
その中で私は，放送の役割とは，「広場」を
形成していくことだと思ってきました。問題は，
私たちがつくろうとしている「広場」とは何か，
あるいは，これまでつくってきた「広場」がど
のように変容してきたかを問うことであり，ま
た，人々はいったいどんな「広場」を求めてい
るのかを知ることでしょう。しかし，それが非
常に分かりにくくなっているのが現代社会です。
社会，コミュニティというものの軸が 1 本では
なく，いくつにも分かれて，それぞれが独自に
広がりを持つようになり，人によって「公共圏」
のとらえ方や「広場」のイメージが違ってきた
のかもしれません。これまで人間の歴史の中で，
< 共生 > 概念で語られてきた国家や地域が，
分裂，分断に向かう心配さえ抱えている現代。
だからこそ，私たちは，「広場」の元になる最
大公約数の場所を提供しつづけなければなら
ないのではないか。公共放送は特に，その役
割が大きいと考えています。
渡辺　まず申し上げた
いのは， 送り手 側の
我々自身が，放送の社
会的責任をどう自覚す
るのかということです。
かつてのマスコミの位
置感は，権力と市民の
間に立ち，権力から市
民の人権を守り抜くというような立場だったろう
と思います。少なくともそうした理想を掲げて
きましたし，今でも多くのメディアはそう考えて
います。しかし，受け手の側が我々をどう見て
いるかと言えば，状況は変わってきたと言える
でしょう。

なぜ変わったか。これにはいろいろな理由
があろうかと思いますが，一つは，メディア側
の不始末でしょう。テレビも新聞も負の側面を
抱えています。そのことでメディアの無謬性は
危うくなってきました。一方，市民の側の権利
意識は向上し，メディアリテラシーも高まってき
ました。

こうした相関関係の中で，これまでの旧態依
然としたマスコミの位置感を受け手側が認めて
いないことは，現実問題として受け入れざるを
得ません。その中で，我々が一番注目すべき
は，権力側の動きです。権力側が，市民に対
して，権利侵害はマスコミのほうだ，一緒に手
を組んで横暴から身を守りましょうというような
動きがあるなら，それは非常に問題です。

私には現場の制作者がかなり迷っているよう
に見えます。現場の迷いというのは，ある問題
が起きたとき，誰に，何を，どのように伝える
かという，まさに報道の根源である部分の，自
信のなさ，ゆらぎです。メディアの不始末から
見えてくるのは，ファクトに対する畏敬の念の
ゆらぎ，ファクトは厳粛なものであるという意識
の減衰ではないかと考えています。

私は民間放送の報道現場におりますが，
そこでの<公共性>は公共放送と同じように
理解すべきものだと思います。そして，この
公共性とは，端的に言えば，利益は二の次，
世のため，人のためになることをしようという
ことであり，我々自身が日々の営みの中で，
そのことをどのくらい認識して実行しているの
かがポイントになってくるのでしょう。
米倉　放送事業者としてのお立場からそれぞ
れ問題提起をしていただきました。ここで，
社会の変化を考える材料として，いくつかデー
タを紹介したいと思います。
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NHK放送文化研究所が5年に1度実施して
いる「日本人の意識調査」では，日本人の基本
的価値観を探る指標として，①「その日その日
を自由に楽しく暮らす」，②「しっかり計画を立
てて豊かな生活を送る」，③「身近な人たちと
和やかな毎日を送る」，④「みんなと力を合わせ
て世の中をよくする」の4つを使っています。最
も割合が高かったのは③で，1973年の31%が，
2003年には41%に増加しています。①も若干，
増加傾向にあります。④は30年前から少数派
ではありましたが，2003年には7%まで減って
います（図1）。同じ調査で，「選挙やデモなど
が政治的な影響力を持っているか」「政治は世
論を反映しているか」も聞いています。この質
問に肯定的な回答をした人の割合は，30年間
で一貫して低下傾向にあります（図2）。政治社

会的ニヒリズムや無関心，シニシズムの広がり
がしばしば指摘されますが，このデータからも
そうした一端を見ることができます。

今年3月に実施した調査からメディア環境の
変化を示すデータもご紹介します。ネットユー
ザー1,000人を対象にウエブ上でアンケートした
ものです。ここでは「世の中の出来事（ニュース）
や動きを知るうえで利用するメディア」を聞いてい
ます。利用の割合が最も高いのはインターネット
で，以下，民放，NHK，新聞（全国紙）という
順番になっています（図3）。この場合の「ニュー
ス」には，テレビのワイドショーやブログ，SNS
内での情報が含まれている可能性はあります。

こうした，人々の意識や行動の変化を踏まえ
て，「社会の変化と放送の役割」の議論を進め
たいと思います。

図1　日本人の「生活目標」の変化 図 2　選挙・デモなどの政治的有効性感覚

図 3　インターネットユーザー調査　ニュース（世の中の出来事や動き）を知るうえで利用するメディア
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 1-2　社会における「公共性」と
　　　　　　　　　　「放送の公共性」
浜田　私たちは，今
まで，放送には公共
性があるということを
当たり前のように考え
てきました。制度的
には，公共性を前提
にして放送はその存
在を保障されている
ところもあります。放送と通信の融合が今後ど
のように進むかはさておき，少なくとも現在は，
放送から公共性を除外して考えることはできま
せん。

にもかかわらず，公共性がゆらぎ，曖昧になっ
ているのではないか。では，どうすればよいの
か，というのが，本日のシンポジウムの問題設
定なのでしょう。

世論調査の動向からも，現在の社会自体，
小さな公共性で成り立ち，身近な空間を大切に
する傾向にあることが分かります。孤立してい
るわけではないが，小さな世界に生きているわ
けです。ところが，これまで考えられてきた公
共性は，国家とか民主主義という大きな公共性
でした。こうした大きな公共性と，小さな公共
性をどうすり合わせていくのかということも大き
な課題になります。その背景として，通信と放
送の融合などのメディア環境の変化があること
は間違いありません。また，放送に限らず，公
共性そのものへの不信があり，公共的なものに
貢献しようという感覚が薄れてきているのも現
代の特徴です。これらすべてを，「放送の公共
性」という課題が引き受けているわけで，そう
した観点からこれからの放送のあり方を考えて
いかなければならないと思います。

遠藤　グローバリゼーションやインターネットの
普及が進む社会を，社会学者のバウマンは「液
状化する社会」と表現しました。あらゆるもの
がゆらゆら揺れて，従来の枠組みががらがらと
崩れていくような時代ということです。放送制度
もこうした中にあります。これまで自明であった

「公共性」は，電波は希少だという物理的な制
約条件下で言われたことです。しかし，今後デ
ジタル化が進むと電波の希少性は非常に緩やか
になってきますから，
放送の特権性自体が
ゆらいでいきます。そ
こからは，従来の枠
組みで「放送の公共
性」を論じることがで
きるのだろうか，とい
う問題が出てきます。

しかし一方で，我々は，今まで経験したこと
もないような新しい世界に入っていくのか，と言
えば，必ずしもそうではありません。現在の放
送形式にしても，大昔からそうであったわけで
はなく，かつては電信が最も速く，続いて電話
になり，それも，ラジオの前身のような，お茶
の間に電話機を吊るし，番組表を見て電話をか
け，スピーカーで聴くというような使われ方をし
ていた時代もあります。今，通信と放送の融合
が問題になっていますが，そもそも通信と放送
は別物ではなかったわけです。

となると，放送という枠組みを一度ゼロから
考えてみることが，我々が自明と思っていた「公
共性」をとらえ直す機会になるのではないかと
も思うわけです。ここに，昨年の統一地方選挙
の折に，インターネットを通じて情報を得た人の
データがあります。彼らがインターネットを通じ
てどのサイトを見ていたのかというと，最も多い
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のはNHKのサイトでした。そのとき彼らは何を
考えていたのか。人々が欲していたのは信頼に
足る情報でした。選挙という「公共の広場」を
形成するために必要な情報を得るには，テレビ
が源泉であろうと，ネットが源泉であろうと，そ
の経路は気にしていないということです。放送
の枠組み，通信の枠組みをいったん相対化し
て，大きな枠組みの中で，私たちの公共性を考
える視点があってもよいのではないでしょうか。

吉 岡　NHK の 一 連
の不祥事，『あるある
大事典』『朝ズバッ』
の問 題， あるいは，
山口県光市の裁判報
道の問題と，私自身，
BPO で調査するとい
う役割もありました

し，また，この頃私が執筆するものは，テレビ
に限らず，講談社の奈良の放火事件を巡る出版
の問題など調査という名前がつくものばかりな
ので，非常にネガティブな側面ばかりが見えて
いるということがあろうかと思います。

確かに，グローバリズムや地域社会，企業
社会の崩壊などを受けて，社会における「公共
性」や「共同性」が崩れてきたのはご指摘の通
りだと思います。とはいえ，かつては，行政が
一元的に担っていた公共的役割を，マスメディ
アが肩代わりをすることはあり得ないし，できる
ものでもないでしょう。しかし，アプローチの
仕方を変えて，新たな公共性をどうつくり出して
いくかということは，放送が今，担うべき責務
だと思ってはいます。

ただ，さまざまな調査を通じて感じたのは，
公共性を担うべき主体としてのテレビと，その
制作者たちは信じるに値するのだろうかという

ことでした。もちろん，信じられるものであっ
てほしいという期待はありますが，今テレビの
中で起きていることは，制作力の低下であった
り，放送の倫理性の希薄化であったりするので
はないか。

世の中の人々が「快」へと流れていく世論調
査が紹介されましたが，このことは日本社会全
体に起きていること以上に，テレビの制作者
の側に著しいのではないかと，感じざるを得ま
せん。さまざまな不祥事の中から感じることな
ので，極端な感想になってしまうのかもしれま
せんが，少なくとも，社会の動きを自分たちの
外にあるものとしてとらえるのは間違いで，ま
さに，制作現場で起きていることなのだと思い
ます。

 2. 社会における公共性のゆらぎに
　　　　   放送はどう向き合うか

 2-1　3 つの視点
米倉　一口に社会の
変化と言っても，非
常に多様な領域，レ
ベルがあります。議
論のポイントを絞るた
めに，3 つの視点を
ご紹介します。（会場
では VTR で三人の

ジャーナリスト・専門家のインタビューを紹介）
<①	地域とメディア>

葉上太郎 氏（地方自治ジャーナリスト）

「自分たちが住んでいるエリアの中で共感でき
る範囲が公共性のあるエリアだと思います。自分
たちの隣人として感じることができるエリアです。
最近，そのエリアがどんどん狭まってきていて，
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都市は都市のことしか分からず，田舎は田舎で，
かつては共感=公共エリアは広がりを持ってい
たはずですが今はかなり狭まっている。地方は
圧倒的にその波長はおだやかです。都市の情報
は刺激的なものが多いので，どうしてもメディア
はそちらに飛びつくわけです。この状況をメディ
ア自身が気づき，波長の長いものを発信していく
ようになれば，放送を取り巻く環境も少しは変わ
るのではないでしょうか」
<②	在日外国人とメディア>

田中東子 氏（メディア研究者）

「これまでメディアは，比較的安定感があり，
流動性の低い日本社会に向けて情報発信をし
てきましたが，ここ10年，20年の間に社会は
多様化し，異質性があり，たくさんの文化的違
いを含んだ共同体に向けて発信しなければな
らない状況に移り変わっています。メディアは，
異なる価値観，異なる文化的社会的背景を持
つ人たちに向けて，共有可能な価値や感覚，
いわば新しい帰属意識を醸成しうる番組制作
へと，価値転換を図っていく必要があると考え
ています」
<③	インターネットとメディア>

森健 氏（ジャーナリスト）

「事件が起きると，報道を受けてインターネッ
トの『2ちゃんねる』では議論が盛り上がりま
す。しかし，彼らはネットの中だけでなく，報
道機関のように，企業であれば広報，役所で
あれば担当課に電話をかけます。その対応をま
たネット上で批判したりします。彼らには彼らな
りの正義感があるわけです。それは，ジャーナ
リズムがベースに持つ正義と変わらないわけで，
では，既存のメディアの活動と彼らの行動は同
じなのか，何が違うのか，だんだん判別しにく
くなってくるのではないかと思います」

 2-2　地域格差の拡大と放送の課題
米倉　では，最初の地域の問題から議論を深
めていきたいと思います。
浜田　「公共性」を考える際，価値が一元的で
あれば非常に分かりやすい議論になります。と
ころが，経済的な格差，地域的な格差，国籍
による格差など，格差のある社会では共通の
価値が見えにくくなっているのは確かです。そ
の中でのメディアの役割は，今井さんが言われ
たように「広場」をつくることだと思うのですが，
このことが，価値観が多様化しているだけにか
なり面倒なことになっています。手間ひまかけ
ないと「広場」が機能せず，なかなか共感も生
まれない。メディアが関わることで何とか「橋
渡し」をしなければなりません。何をもって「橋
渡し」をするかと言えば，できるだけ情報を伝
えることが第一歩です。

そして，お互い知らないままに相手を評価し，
バイアスをかけて相手を見るという状況を，メ
ディアが埋めていくことが大切です。

現代は，異質なもの，自分とは違うものを感
じ取る力が弱まっています。過保護かもしれま
せんが，メディアの側から，相手をどう感じれ
ばよいのかという視点を提示することも必要な
のではないかと思います。
渡辺　情報による「橋渡し」はその通りだと思
います。そこで，今，我 に々問われているのは情
報の中身だろうと思います。全国ネットのテレビ
ではニュースが瞬時に流れる。でも，地域，地
域で本当に知りたい情報は果たしてそれだけか。

もちろん，規模や地域によって異なりますが，
ローカル局の場合，物理的な，人員も含めた制
約があるわけです。例えば限界集落に暮らす人
に，地元のテレビがどのような役割を果たせる
のか，どんな情報を提供できるのかという問題
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があります。共感エリアの狭まりという話もあり
ましたが，今，キー局，ローカル局，さらに細
かな情報伝達がどのように担保できるかという
問題がつきつけられています。
吉岡　私は，日本の社会は遠心力が働いてい
るという言い方をよくします。みんなばらばらに
なりつつあるという意味ですが，遠心力が働い
ている理由には，グローバル経済，市場経済
志向もありますし，かつてコミュニティを束ねて
いた地域社会の崩壊もあります。今，日本全国
どこへ行っても，街の中心は空洞化してシャッ
ター通りとなっていて，ありふれた光景になっ
ています。もちろん，こうした現実を「放送」
がつくったわけではなく，基本的には「経済」
によるものだと思っていますが，これまでの「放
送」には，ある共通認識を提供するということ
を通じて，社会のまとまりをつくり上げるパワー
があったことも事実です。それが今は，かつて
よりはるかにパワーダウンしている。

今，私たちは，膨大な量の情報を浴びるよう
に受け取っています。しかし，その情報と現実
の距離感はむしろ広がっているのではないかと
思います。かつて，国際ニュースで見聞きした

「朝鮮戦争」や「スエズ紛争」，「ベトナム戦争」
は，行ったこともない地域の出来事であっても，
何とか自分の持っている知識や経験と対比さ
せながら，組み立て理解していこうとする道筋
が私たちの身体の中にありました。しかし今
は，情報は身体化されないまま，単なる情報と
して行き交っています。

私たちは，情報と現実の距離を埋めること
で，ある認識に達したり，理解し，納得したり
する身体感覚を覚えます。都市であろうが田舎
であろうが限界集落であろうが，その身体感覚
が生じないままに，情報だけがあふれていると

いう現実を見なければいけない。その中で起
こることは，私たちの感受性の変化です。放
送の役割を考えるとき，都市と地方の格差より，
私たち自身の感受性そのものが変わってきてい
るということの意味合いのほうが大きいだろう
と考えています。
今井　吉岡さん，渡辺さんのお話を聞きながら
考えていたことは，きめ細かなサービスとは何
かということです。全国放送では，政治，市場
経済など共通課題に対する取り組みはできます
が，共通に取り組むということは画一的になる
ということでもあります。ところが社会は，住ん
でいるところやものの考え方の違い，小さなグ
ループに分かれていますし，それらに個別に対
応しなければならないことはたくさんあります。
我々はそうしたきめ細かな対応をしてきたのか，
これからできるのかどうかということが大きな
課題になっていると思います。

地域社会に密着した問題の解決には，地
域への理解や思い入れが不可欠ですし，そう
した市民の取り組みは現実的に始まっていま
す。NHKのような全国放送が取り組むべきは，
そうした市民レベルの活動やコミュニティ，グ
ループごとの特性に密着した仕事だと思うわけ
です。かつて，「Social Capital」という言葉を

「社会資本」と訳し，つまりは公共事業だと考
えたという話を聞いたことがあります。今は「社
会関係資本」と訳され，人間の関わりを重視す
るソフト面にシフトしていますが，放送はまさ
に，そこにこそ生きる意味があるのではないか
と思っています。
遠藤　ネットと地域の関係では，最近は「地
域 SNS」や「村ブログ」のような地域の共同
体が発信するサービスに注目が集まっていま
す。もともとインターネットを利用しようとした
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人の中には，今井さんが言われた社会関係資
本の再生を考えた人がたくさんいました。イン
ターネットは，時間や場所などの物理的な制約
を解除しますが，にもかかわらず，「市民会議
室」や「市民掲示板」のようにネットによって
地域を活性化させようという試みは 80 年代か
らずっと行われています。ただ，すべてがうま
くいっているわけではありません。なぜなら，
普及率もありますが，なによりテレビはスイッ
チを入れさえすれば情報が入ってきますが，ネッ
トは使う側に負担を強います。発信する側も，
放送局のような専門家ではなく，正規の仕事
の合間にネットもということになり，難しい側
面もありますが，皆さん非常に頑張っていらっ
しゃる。その努力を実のあるものにするために，
NHK のような全国メディアがこまめにつない
でいく試みをしてもらえたらとも考えます。こ
れも一つの「橋渡し」ではないでしょうか。

学習院大学で，学生たちと地域インターネッ
トテレビをやっています。やっていますが，誰
も見てくれない（笑）。ただ，こうした試みを地
域新聞とか地域のケーブルテレビが取材に来
て報道してくれると，アクセスする人が現れる。
さらに，全国紙等で報道されるとアクセスが急
増しました。このように，小さな地域メディア
を，全国メディア，ローカルメディアが拾い上げ
てくれることで，共感のエリアが広がっていく
のではないでしょうか。

 

 2-3　グローバル化の進展と放送の役割
今井　国際的なメディアの世界は，衛星の発
達とインターネットの普及を含めた通信・放送
技術の発展で，どこから発信しても瞬時に世
界に情報を届けられるようになりました。政治，
経済，価値観の多様化が世界中で一気に動い

ているわけですが，中でも，アングロサクソン
系のアメリカ，イギリスのメディアが国際的な力
を持っているのが現状です。そこから，その
寡占的な情報判断が一方的な価値の押し付け
になっているのではないかという批判も出てき
ました。ものの見方も地域で起こっていること，
ファクトも，英米メディアが報じることと違うの
ではないか。それが「アルジャジーラ」だった
り「フランス 24」だったりします。NHK の国
際放送の強化も，こうした世界のメディアの動
きと関連する側面が少なからずあります。そこ
には，アジアの声を世界に届けなくてはいけな
いという思いがあるわけです。

情報発信のバックグラウンドとして，非常に大
事なことは，信頼される情報，客観事実を提
供することです。加えて，日本の文化や伝統へ
の理解を深めてもらうことと，日本の政治的立
場，経済，社会状況を正しく伝えることでしょう。

国際放送は，地盤沈下と言われる日本と世
界の関わり，エンゲージメントへの働きかけをし
ていくという意味で，非常に重要な役割を負っ
ていると思っています。その目標に向けて努力
し続けることが我々の課題です。
浜田　国際的な情報発信のベースは，今井さ
んが言われた信頼に足る情報の発信です。加
えて，日本の存在感が国際社会の中で見えて
こないということに関わりますが，CO2 削減の
問題など，世界のさまざまな課題に対して日本
がどう考えているか，自国の利害を超えて，世
界が協調して取り組もうというリーダーシップを
発揮するメッセージを発信できないかと思いま
す。日本の主張だけを述べ立てるのではなく，
国際的なサークルで一緒に取り組みましょうと
いうスタイルや仕組みをつくる中で発信していく
ことが大事です。
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吉岡　日本の多文化状況は当たり前の風景に
なりました。日本のどこに行こうが当たり前の
ように外国人がいます。70 年代後半に，イン
ドシナ難民が日本にやって来たあたりからつな
がっていますが，その後の経済の拡大に合わ
せるように，外国人労働者，研修生を受け入
れることから広がり，今や，ヨーロッパ人であ
ろうがアメリカ人であろうが，アジア人であろう
が，たくさん日本に住んでいるという状況が生
まれています。

しかし，歴史を振り返って見たとき，彼ら一
人ひとりの文化的背景を，私たち日本人はきち
んと見てきただろうかという疑念を持っていま
す。我々は，国内にある異文化としっかり向き
合って来なかったと思います。

日本から外に向かって発信する前に，日本国
内に既に存在する外国人，あるいは，異文化に
対して，きちんと対応する文化や放送をつくって
いきたい。アメリカに行こうがヨーロッパに行こ
うが，そこには，その国の国内放送と並行して，
外国人向けの新聞やテレビ，ラジオがあるのは
当たり前ですが，日本ではついにできなかった。
このことの持つ意味は大きいですね。それは日
本人の弱さなのかもしれません。国内の外国人
や，逆に海外駐在経験の長い日本人の，生活
経験や考え方に対応できる番組がつくれなかっ
たこと，日本にある異文化に対応できなかった

ことへの深刻な反省が必要だと思います。
なぜなら，そのことが視聴者への不利益を生

んでいるからです。放送が，報道でも，ドラマ
でも，バラエティでも，日本にある異文化にきち
んと向き合って来なかったことで，視聴者の意
識は内向きになり，外の世界への関心を持ちに
くくしてきた側面もあるのではないかと思います。

 2-4　ネットの普及とマスメディアの使命
渡辺　送り手側にとって，先ほどから出ていま
すクレディビリティ，信頼性という言葉がキー
ワードだろうと思っています。

話は飛びますが，報道現場に新人が配属さ
れたとき，生で放送されている記者会見を活用
することがあります。会見が終わって，新人記
者にまず聞くのが「見出しは何?」ということで
す。これは，テストでもあるのですが，15分，
20分の会見の直後に本文やリードではなく，見
出しは? と聞く。これがなかなか難しい。彼ら
はもちろん，一生懸命聞いて，メモもたっぷり
取っています。情報はあふれるようにあるけれ
ど，これをまとめて何をポイントにすればいい
のかとなると，生の会見だけでは分かりません。

そのとき必要なのは，会見の中身だけではな
く，発言に至るまでの流れです。昨日，野党の
誰と会い，その前日には与党の大物と会っていた
など，さまざまな動きが見通せてはじめて，発言
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が変わってきたとか，ぶれていないなど，総合的
に判断した上での「見出し」となるわけです。

ネット上には確かにあふれるような情報があ
りますが，その情報を自分の中で咀嚼し，血肉
化していく作業は難しい。そんなとき，先ほど
視点の提示というお話が出ましたが，適宜，適
切に，ポイントを提示したり，解説するのもメ
ディアの重要な役割です。これは，メディアが
価値観を押し付ける，ある方向に主導するとい
うことではありません。情報はたっぷり提供し
ました，それで我々の責任は終わりです，とは
決してならないということです。これが，イン
ターネットを考える上での重要なポイントになる
のではないでしょうか。
今井　渡辺さんのお話に追加させていただく
と，情報とは何かということの検証だと思いま
す。人々は，洪水のような情報，しかも，真
贋，幅のある情報の中で，何が必要かを選択
し，行動へと結び付けていくわけですが，私
たち放送メディアは，その選び取る作業をお手
伝いするということになります。経験をもとに，
日々の活動の中で培ってきた情報の判断力を生
かして，優先順位をつけて提供する。そういう
作業をするプロ集団が放送メディアだと思って
います。

さらに，これにとどまらず，アジェンダ設定
をして，「今こうした問題が起きている，次の課

題はこうだ」と提示していくことも，インターネッ
トにはない放送の課題だと思います。先ごろ，
グーグルの首脳にお会いしたとき，やはり同じ
ようなことを言っていました。「あまたの情報が
世界に流れている。その情報の信頼性が一番
の課題になるだろう。可能なら信頼性を判断す
るアルゴリズムをつくりたい。とはいえ，アルゴ
リズムをつくるのはまだまだ先のことになるだろ
うから，今は，信頼できるメディアと組んでい
きたい」と。その話に飛びつくわけではありま
せんが，我々には，今しばらく重要な役割が課
せられていると考えています。
米倉　吉岡さんは，NHK の新人記者向けの研
修で，記者の心構えとして，「物事をばらばらに
とらえるのではなく，背後にあるもの，社会の
変化を全体としてとらえる力を養ってほしい」と
いうようなことを言われていましたね。
吉岡　そうなってほしいと申し上げましたが，
私自身がそうできているとは言いませんでした
よ（笑）。ともあれ，私が放送人に抱く印象は，

「非常にもの分かりが良すぎる」ということで
す。挑発的な言い方になりますが，今から 7，
8 年前でしょうか，ネット技術が隆盛になった
ときに通信技術畑の人たちは，「あと 10 年もす
れば放送なんてなくなるだろう」と豪語してい
ました。その後に，テレビ局を買収する，しな
いという騒動につながるわけです。その一連の
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流れを見ていて，彼らはなぜそれができなかっ
たのかというと，まさに彼らには番組，コンテ
ンツをつくれなかった，コンテンツをつくる仕
組みを生み出せなかったということなのだろう
と思います。 

今，放送の側から通信側に，一緒にやりま
しょうと誘いかけているようなところがあります
が，それは必要ないことだと思いますね。通信
技術はどんどん使えばよいのであって，ネット
に流れ出ている情報の海に対して，放送は闘う
べきだと思っているのです。では何をもって闘
うのか。情報の量を争ってもしようがありませ
ん。情報は収集し，調査して使えばよい。では，
今議論になっている「正確さ」や「信頼性」，あ
るいは「公平性」「公正さ」で闘うのか。もちろ
ん，それらは大事なことですし，一つひとつの
番組に原則を貫かせることはとても大切です。

ただ，公平，公正を期すあまり，情報を足し
て2で割るようなことになれば，制作者の力を
落とすことになる。いくつかの現実を足して2
で割ると確かに「中立性」は保てますが，放送
制作に携わる人間が一番大事にすべきは，公
平性でも信頼性でもなく，「真実は何か」という
ことだと，私は思っています。「正確さ」は「真
実性」に含まれているはずです。

もう一つ大事なものは「表現」だと思います。
表現方法，表現力において，放送は通信を圧
倒しています。これだけ多くの人がネットに夢中
になり，また，何時間もテレビ視聴をしている
のは，単なるエンタテインメントや情報を求めて
いるからではないでしょう。私たちもまた自分自
身の「表現」を求めているのだと思います。ば
らばらに暮らしている社会の中で，自分が自分
として存在すること，自分はこう考えるというこ
と，これに関心があるということを表現してい

る。情報の受動ではなく，視聴者一人ひとりの
積極的な表現なのだと思います。

この積極性にテレビは十分に応えているのだ
ろうか。今のテレビは，表現の多様性，表現
の多彩性，表現の冒険に応えていません。こ
れが，前半で申し上げた，テレビに本当の制作
力はあるのか，公共性を担う力があるのかとい
うことの原点です。

表現が多彩であり，多様であることは，社会
が成熟しているということであり，民主主義の根
本です。表現のクオリティ，多彩さにおいて，放
送はネットに対抗し闘ってほしいと願っています。
渡辺　制作力が低下しているかどうかについて
は，即断できませんが，一つ言えることは，若
いスタッフの思考や発想が，どこか画一化され
ている傾向はあるかもしれません。例えば，「道
路特定財源」に絡んだ報道で，「無駄な道路」
という言い方をする。しかし，ある地域の限定
された人にとっては「無駄な道路」など一本も
ないわけで，「優先順位の低い道路」とか「効
率の悪い道路」という言い方もできるはずなの
ですが，ニュースなどでは押しなべていきなり

「無駄な道路」になってしまう。思考や表現の
多様性という観点からは，これなども「画一化」
の例だと思います。あるいは，「ハコモノ行政」
批判です。これなども今，視聴者の引きがいい
ので，よく報道されますが，すべてが悪いとい
う前提で報道するとなれば，おそらく思考の停
止になるでしょう。現実的に，発想の多様性が
発揮できていないという点は，一定程度，認め
ざるを得ないかとも思います。
遠藤　吉岡さんのお話には，一方で非常に反
発しますし，他方では賛成する部分が多 あ々り
ます。まず，放送がネットと闘わなくてはいけな
いというのはよく分かりませんね。というのは，
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ネットは，一部の企業家のものではなくて，普
通の人たちのものだから。毎日ご飯を食べるよ
うに，普通の人が普通にしゃべっているわけで
すから，情報量は多いに決まっています。

それに対して放送は，普通の人たちのコミュ
ニケーションや毎日の食事をサポートしてくれる

「専門性」であってほしい。ネットの側から，「放
送はいらない」「ジャーナリストはいらない」と
いう話にはなるはずもなく，むしろ，もっと専
門性を高めてほしいということになろうかと思い
ます。
吉岡　私が申し上げたのは，ネット産業，通信
産業ですね。
遠藤　公共権，公共性，広場ということであ
れば，普通の人たちがいかに幸せになるか，そ
のために放送やネット媒体がどんな力になりう
るかというところを議論すべきであって，ビジネ
スvsビジネスの闘いはちょっと方向性が違うか
もしれませんね。

そこで，送り手側の放送に求められる専門
性ですが，先ほど，電波の希少性によって放
送の公共性が根拠づけられているというふうに
言いました。しかしそれは，例えば，食糧難
の時代には栄養バランスの取れた給食はとても
大事だった，ということと似ています。生活が
豊かになってくると，人々は勝手に好きなもの
を食べはじめます。それは幸福なことです。と
同時に，食に関するプロフェッショナリティは，
ますます重要になります。

つまり，ネットというメディアが普及しつつあ
る今日，放送人はこれまで以上に情報に関す
る専門家であることを求められているというこ
とです。従来の放送の役割を進化させつつ変
化する。情報空間の公共性を守るという役割
を深め，時代制約的な部分については大胆に

変わっていくということをお願いしたいわけで
す。情報の信頼性評価はもちろん，アジェンダ
セッティングの役割も必要です。ただ，何が正
しいかという判断は普通の人に任せてほしい。
普通の人が判断を誤らないようサポートすると
いう機能が，今後の社会に対して「放送」が担
うべき最も重要な役割であると考えます。

 3. 新しい「放送の公共性」を
　　　　　　　どう構想するか

浜田　皆さんがこれまで提起されたことで，こ
れからの放送の公共性を巡る論点は尽きている
という感想を持ちました。こうした作業を支える
枠組みに関して，少し言葉を足すとすれば，「放
送と通信の融合」という言い方についてです。
この言い方には，ある意味ミスリーディングの可
能性がありそうです。というのは，事業として，
技術として，あるいは，何となくの幻想としての

「融合」はあるかもしれませんが，メディアとし
ては，やはり別物で，融合ではなく共存するも
のだからです。相互補完するものと言い換えて
もいいでしょうが，そうあるべきだと思います。

ご指摘のように，もともとは電波の希少性と
の関連で語られた放送の公共性ですが，今は
フラットな見方で，希少性がない時代の公共
性を放送の世界で議論することは大いにやるべ
きだとも思っています。その際，制度上や，論
理的必然的に「公共性」という言葉が前提にな
るわけではありません。技術的特性や歴史的
経緯に関係なく，私たちは放送に対して，一
体，何を期待するのかを，素直に論じるべき
なのだろうと思います。その中身は，今日の議
論でずいぶん出していただきました。
吉岡　放送が本来持つ公共性を，制作現場の
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人たちがきちんと認識しておくことは大事です。
自分たちが扱うテーマを伝えることが，視聴者
にとってどういう利益につながるのかを考えて
ほしい。視聴者を，単なる数字や層として見な
いで，一人ひとり背景も価値観も違う人の利益
を考えながら制作してほしいと，強く望みます。
というのも，公共性を担うのは，現場の一人ひ
とりの制作者であると思うからです。ぜひ，そ
の自覚を強く持っていただきたいですね。
渡辺　吉岡さんから，足して 2 で割れば「中立
公平」というのはいかがなものかとご指摘いた
だきましたが，テレビ局は「不偏不党」に向け
一生懸命努めます。しかし，人間が介在する
限り，完璧な形はあり得ません。

アメリカの大学のジャーナリズム講座では「マ
リスの除去」という言葉を教わるそうです。「マリ
ス」つまり「意図的な悪意」です。報道の鉄則は
悪意を除去すること。現場に即して言えば，「意
図的にウラを取らないサボタージュ」や，「背景を
無視して放送すること」はしてはならないという
ことです。これが，ネット上の無責任な書き込み
情報と我 を々峻別するポイントだと思います。

また，放送すればさまざまなリアクションが
起こります。そのときに，我々が心しておくべき
ことのひとつは「反論権」の保障です。もちろ
ん，外部からの圧力でいやいや反論権を保障
するのではありません。

この二つがきちんとできれば，放送が，公共
空間，公共の場であると受け手にも理解される
のではないかと思います。
今井　NHK の経営計画の議論をしているとき
によく出てくる言葉に「経営資源」があります。
民間企業なら当たり前のことなのでしょうが，私
が考える「経営資源」を二つあげたいと思いま
す。一つは，< 志のあるクリエイティブでチャレ

ンジングな人材 >。もう一つは，< 視聴者，国
民の声 >です。放送法の改正で，NHK は「苦
情処理」の結果を定期的に総務省に報告する
ことになっていますが，視聴者の声には，意見
や批判や指摘はあっても「苦情」はなく，また「処
理」ではなく「対応」すべきなのだと思います。

二つの経営資源を大事に，公共放送として
出直しをしなければと思っています。
遠藤　こういう議論では必ず「公共性とは何か」
という問題が出てきます。この場においても，
皆さんそれぞれの定義があるでしょうし，その
意味では「公共性」という言葉は非常に危うい
もののように思えます。しかし，「公共性」につ
いて，この場のように論じ合うこと，論じ続ける
ことこそが，< 未完のプロジェクト>としての公
共性，情報の公共化ではないかと思いました。
浜田　今，放送と通信の未来を巡る論議は，
予測に傾きすぎていると強く感じています。どう
なるのか，こうなるだろうという議論が多いわけ
です。しかし，私たちに必要なのは，メディア
をどう使っていくかという規範的な議論だろうと
思います。「どういうモデルをつくり出していける
のか」という議論を，公共性という言葉と絡めて，
これからも続けていきたいと思います。
米倉　本日の議論を通して，放送事業者は，
今後，情報収集，番組制作，伝送というさま
ざまなプロセスをより開放していく，社会や市
民に向かって開いていく姿勢が求められている
のではないかという思いを抱きました。本日のよ
うな議論を，放送現場，放送業界にとどめず，

「社会全体でどのような放送文化をつくり出して
いくのか」という議論へと継続的につないでい
けたらと思います。本日は，長時間，ありがと
うございました。

（よねくら りつ）


