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  1  大学教育と放送現場の「壁」
−日米大学教育の差異

筆者が『放送研究と調査』3月号に書いたよ
うに，日本の大学では放送を対象にした科目
の設置は，けっして多くない。

以前『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」
を資料に筆者が分析したところでは，ジャーナ
リズム，マス・コミュニケーション関連で10科
目以上の授業を展開している大学は，国立＝8
大学，公立＝2大学，私立＝50大学，短期大

学＝3大学であった。ところが，科目名から放
送に特化したと判断できる講座となると「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，国立では1大学のみ，私立大学では，
26大学27学部とかなり数が少なかった。日本
の大学における放送関連科目のほとんどは，放
送産業・制度を俯瞰する「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」であった（藤田，2007）。
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小誌3月号で述べたように，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。

その後，このプロジェクトのメンバーは，それぞれ，各自の分担調査を実施した。横山は，BBC
の経営改革に携わった人びとを中心に，今年（2008年）の1月から2月にかけてグレッグ・ダイク前
BBC会長，ハーバード・ビジネス・スクールのジョン・コッター教授ほかに対して聞き取り調査を行なっ
た。共同研究者の藤田真文教授（法政大学）と別府三奈子准教授（日本大学）は，米オハイオ大学
スクリップス・ジャーナリズム・スクール（The E. W. Scripps School of Journalism）の学部と大学
院教育について関係者からの聞き取り調査を行ない，実際にどのような講義や活動が行なわれてい
るかを視察してきた。

以下に記すのは，このプロジェクトとしての調査結果報告である。紙数の関係で，3回にわたって
分載することとし，この号における藤田教授の担当分を（1）として，（2）「グレッグ・ダイクのBBC
改革とコッター経営学」（横山），（3）「アメリカにおけるジャーナリスト教育と財団」（仮）（別府准教授）
を次号以降に掲載する予定になっている。
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さらに，日本の大学における放送関連講座
は，放送関係者から「放送現場では役に立た
ない」と低い評価しか与えられていない。例え
ば，元TBS報道局理事の市村元氏は，「日本
では『大学でジャーナリズムを専攻した様な学
生は我が社では採用しない』とするメディア企
業が多いというのが現状である。」としている

（花田・廣井編，2003，p.259）。
筆者が民間放送局4 社の採用試験担当者に

対し実施した調査でも，大学教育への評価は低
かった（藤田，2007）。「現在所属している部署
の業務を行ううえで，大学時代に学んだことがど
れくらい役立っているか」をたずねたところ，図1
に示すように，「あまり役に立っていない」「まったく
役に立っていない」という否定的な評価が，「非常
に役に立っている」「どちらかといえば役に立って
いる」という肯定的な評価を大きく上回っていた。

また，採用試験担当者に，本人が大学時代
学んだことの中で業務に役立つもの（または大
学時代身につけたいもの）をたずねた。大学教
育肯定者（「非常に役に立っている」「どちらか
といえば役に立っている」と回答したもの）と大
学教育否定・保留者（「あまり役に立っていない」

「まったく役に立っていない」「わからない」と回
答したもの）ともに多かったのは，「一般教養」
と「コミュニケーション能力」である。大学の専

門科目で直接的に付与できる能力・知識である
「ジャーナリズム理論」「ジャーナリスト倫理」「マ
スコミ理論」が放送局の業務に有用であるとの
答えはほとんどなかった。大学教育否定者で
は，「大学の授業などで身につけられるものは
特にない」とする回答も少なくない。

日本の大学教育と放送現場には，乗り越えが
たい「壁」が存在していると見るべきである。そ
れに比べ，筆者の目からすると，アメリカ合衆国
のジャーナリズム・スクール制度（以下，Jスクール
と記す）では，大学とメディア産業界との間に緊
密な協力関係が築かれているように思われる。こ
の点に関しては，共同研究者の別府三奈子氏の
専門領域であるが，別府の研究に拠りながら筆
者なりに論点を整理しておきたい（別府，2003）。

第1に，Jスクールは，大学とメディア産業界の
協力により半世紀にわたり維持されてきた「認定
制度（accreditation）」に存立基盤を置いている。
認定（認証）制度とは，政府に認められた民間

図1　放送業務における大学教育の有用度

表1　業務に役立つ大学教育（大学教育肯定者）/
大学時代身につけたいもの（大学教育否定・保留者）

大学教育
肯定者
(n=24)

大学教育
否定・保留者

(n=55)
① 一般教養 10 16
② 専門分野の知識 6 7
③ ジャーナリズム理論 1 1
④ ジャーナリスト倫理 0 2
⑤ マスコミ理論 0 3
⑥ 文章表現力 4 13
⑦ パソコン能力 0 8
⑧ コミュニケーション能力 6 18
⑨ 批判的思考 5 2
⑩ 創造的思考 1 10
⑪ バランスのとれた思考 3 16
⑫ 語学 2 4
⑬ 映像制作の実習 0 7
⑭ ゼミでの学習 1 2
⑮ サークルなど授業以外の活動 4 11
⑯ その他 1 3
⑰  大学の授業などで身に

つけられるものは特にない 12
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非営利の第三者機関が，学位授与にふさわしい
教育体制をそれぞれの大学が採っているかどう
か，評価し保証する制度である。Jスクールの認
定機関で，もっとも伝統があるのが「米国ジャー
ナリズム教育評議会（ACEJMC=Accrediting 
Council on Education in Journalism and Mass 
Communications）」である。ACEJMCの公式
H Pによれば，2008年現在，認定（認証）評価
された大学の講座は，110に上る。A C E J M C
は，全米放送事業者協会（NAB=National 
Association of Broadcasters），米国新聞協会

（NAA=Newspaper Association of America）
他14の業界団体，米国ジャーナリズム＆マ
ス・コミュニケーション学会（AEJMC=The 
Association for Education in Journalism 
and Mass Communication）など5つの教育
団体をメンバーに構成されている。

第2に，アメリカにおけるJスクールの設立は，
ジャーナリズムを医師や弁護士のようなプロ
フェッション（専門職能）として確立しなければ
ならないというジャーナリスト自身の危機意識
が根源となっている。20世紀初頭，大衆新聞
によるセンセーショナリズムへの批判から，記
者を免許制にせよとの世論が巻き起こった。そ
れに対して，言論の自由を守るためにジャーナ
リズム界が自律的に創設したのがJスクール制
度である。先駆けとなったコロンビア大学のJス
クールは，ジョセフ・ピューリツァーの働きかけ
と寄付によって創設されている。

上記のように，その歴史と組織からして，アメ
リカ合衆国のJスクール制度では，大学とメディ
ア産業界との壁は日本に比べ限りなく低いと見る
べきであろう。ジャーナリスト養成を主眼にした
Jスクールは，放送業界の人材養成という面から
すればややカバーする範囲が狭いという留保条

件がある（横山・藤田・別府，2008，p. 74）。し
かしながら，現在アメリカのJスクールにおいてど
のような教育が展開されているかを知ることは，日
本の大学における放送関連講座の閉塞状況を打
開するうえで何らかの示唆を与えてくれるだろう。

このような問題意識から，筆者と別府氏は，
2008年2月25・26日に米オハイオ大学スクリッ
プス・ジャーナリズム・スクール（The E. W. 
Scripps School of Journalism）を訪問し，関
係者から学部および大学院教育に関する聞き取
り調査を行った。また，実際にどのような講義
や活動が行われているかを視察してきた。同調
査には，アメリカのJスクール（ニューヨーク大
学）を経てメディア企業に就職した倉沢美那子
氏（NHKエンタープライズアメリカ）も同行して
いただき，ニューヨーク大学との比較で様々な
示唆をいただいた。

なお本稿では，同調査の成果のうち学部教
育に限定して考察する。大学院教育および同校
Jスクールを支える財団との関係については，次
号以降の別府氏の論考を参照されたい。

  2  オハイオ大学 J スクールの
      教育体制と放送関連教育

（1）オハイオ大学 J スクールの概要
オハイオ大学（Ohio University）は，米オハ

イオ州アセンズ（Athens）にある州立大学であ
る。創立は1804年で，州立大学としてはアメ
リカの中でもっとも古い大学の一つである。ア
センズへの入植が1797年，オハイオが州に昇
格したのが1803年であるから，同大学はその
直後に設立されたことがわかる。現在，9学部

（college）20学科（school）を擁する総合大学
で，学部学生数は約1万6,000人である。
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アメリカで大学ランキングとして定評のある
U.S .ニューズ＆ワールドレポートでは，オハイ
オ大 学は総合 大 学・研究 型大 学（National 
Universities） トップ・スクールの112位にラン
クされている中堅大学である。また，Guide to 
Colleges 22nd ed. 2007， （Fiske, 2007）による
調査では，Communications/Journalism分野
に強いとされる28大学の一つにあげられている。

以下に記すオハイオ大学スクリップス・ジャー
ナリズム・スクール（The E. W. Scripps School 
of Journalism）の学部教育についての情報は，
同Jスクールの副学科長（Associate Director）
であるボブ・ステュアート（Bob Stewart）教授
からの聞き取り調査と提供資料，および公式
HPの記載に基づく。同教授には，授業見学や
他の学部教員からの聞き取り調査もアレンジし
ていただいた。

オハイオ大学スクリップス・ジャーナリズ
ム・スクールは，コミュニケーション学部（The 
Scripps College of Communication）に属して
いる。コミュニケーション学部は，次の5学科
から形成されている。情報技術系から言語コ
ミュニケーションまで，幅広い範囲をカバーし
ている学部であることがわかる。

（2）オハイオ大学 J スクールの
　　カリキュラム体系
①全体構成−リベラル・アーツ科目の重視

同Jスクールの単位は四半期ごとに与えられ
（quarter hour credits），卒業所要単位は4年
間で192単位（半期〈semester〉制に直すとおよ
そ3分の2，128単位程度となる）以上である。
そのうちリベラル・アーツ科目を128単位以上（3
分の2），専門科目が45単位以上64単位以内（3
分の1）の構成で取得することが求められている。

2対1というリベラル・アーツ科目と専門科目
の比率は，ACEJMCによるJスクールの認定
基準（Accrediting Standards）に準拠してい
る（ACEJMCの最新2006-07年の認定基準で
は，四半期単位でリベラル・アーツ科目94単位
以上，専門科目22単位以上が必要単位として
求められている）。

オハイオ大学Jスクールでは，選択必修の一
般教養科目（General Requirements）として次
の科目をあげている。

このようなリベラル・アーツ重視の認定基準
は，ジャーナリストは社会に奉仕するプロフェッ
ションとして幅広い教養を身につけていなけれ
ばならないという考えに基づくものである。一

・The E. W. Scripps School of Journalism
（Jスクール）

・ The J. W. McClure School of Information 
and Telecommunication Systems

（情報技術系）

・The School of Communication Studies
（言語コミュニケーション系）

・The School of Media Arts and Studies
（映像メディア系）

・The School of Visual Communication
（写真メディア系）

・Political Science
・Sociology and/or Anthropology
・Economics 
・Psychology
・History
・English
・Statistics 
・Philosophy
・Foreign Language 
・Science 
・Interdisciplinary Arts/Fine Arts 
・African American or Women's Studies 
・Speech
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方において，この「認定基準をめぐる議論はつ
きない。最も意見が分かれるところは，教育
内容における一般教養・専門知識・専門技術
の配分比率である。」（別府，2003, p.298）。た
だ，日本の場合，ジャーナリスト教育というと，
とかく専門科目のみに目が向きがちだが，リベ
ラル・アーツを含む総合的な人材育成という米
Jスクールの観点は，参照されるべきであろう。

以下いちいち詳述はしないが，オハイオ
大学Jスクールでは必修科目などの設定も，
ACEJMC認定基準の考え方を反映している。

②専門科目の構成
−必修科目（Journalism Core）と授業例

オハイオ大学Jスクールの専門科目のうち必
修科目にあたるJournalism Coreは，以下のよ
うな構成になっている。25-26単位の取得が求
められている。

上記の必修科目の特徴として，ジャーナリ
ストとしての言語運用能力に関わる科目と法・
倫理がジャーナリストとして必須の能力と考え
られていることがわかる。

・必修科目の授業例（ⅰ）：

 Communication Law

この授業の担当は，Mark Tatge客員教授
（Scripps Howard Visiting Professor）で， 前
歴はForbes誌の編集者であった。受講生は100
人程度で，これでも同Ｊスクールでは大規模な授
業である。視察した回では，「情報源の秘匿」の
問題を講義しており，Judith Miller事件や自身
の経験を交え，受講生に情報源秘匿の必要性
を理解させることを目的とした授業だった。

・必修科目の授業例（ⅱ）：

 Ethics， Mass Media， and Society

この授業の担当は，ライプチッヒ大学から来た
Bernhard Debatin客員准教授で，彼の前歴はダ
イムラー・ベンツの広報担当者であった。視察した
回では，プライバシーの概念定義を行い，インター
ネット社会でのプライバシー侵害の事例などについ
て講義していた。受講生は80人程度であった。

③専門科目の構成
−専門科目コース（Journalism Sequence）

オハイオ大学Jスクールには，専門科目とし
て，次の6つのコースがある。以下のコースは
複数選択可能で，どれくらいの学生が選択して
いるかの比率は，ボブ・ステュアート副学科長
の目算によるものである。

・Journalism and Society
（1年次，4 単位）
・Precision Language for Journalists

 （1年次，4 単位） 
・Graphics of Communication
（2 年次，4 単位または 5 単位） 
・News Writing
（2 年次，4 単位）
・Information Gathering
（2 年次，3 単位）
・Communication Law
（4 年次，3 単位）
・Ethics, Mass Media, and Society
（4 年次，3 単位）



37AUGUST 2008

Public Relationsが1コースとして成立するのは
アメリカ的特徴であり，またOnline Journalism
という新しい分野がコースとなっていることに注
意したい。同Ｊスクールは，活字メディア，放送
メディアにとどまらず，インターネットまで幅広くカ
バーしていることがわかる。日本の事情からする
と多少意外だったのは，Magazine Journalism
がもっとも人気のコースだという点である。

・専門科目コースの授業例： 

 Graphic Audience（3 年次）

この授業の担当は，Patricia Westfall教授で，
彼女の前歴はSavvy誌の編集者である。受講
生は15名で，1人1台ずつコンピュータ（iMac）
が割り当てられていた。In DesignやPhotoshop
といったアプリケーションを使用しながら，どの
ように誌面をデザインするのかを解説していく。

④放送関連科目の構成−Broadcast Newsコース

次に専門科目コースのうち，放送関連科目として
Broadcast Newsコースの構成を詳しく見ていきた
い。同コースは次のような科目から構成されている。
Broadcast Newsコースの単位を満了するためには，
この中から19単位以上取得することが必要である。

科目構成を見てわかるように，ほとんどがニュー
ス制作の実習（hands-on）科目である。3年次と
4年次に配当されているが，これはアメリカの大
学における専門科目の通常の形態である。

・Broadcast News コースの授業例：

 TV News Practicum 

この授業の担当は，Mary Rogus 准教授で
ある。Rogus 准教授は，大学教員になる以前
は地方局で番組制作に携わり，数々の受賞歴
がある。ただし，私たちの視察日には出張中で
あり，これも放送現場の経験のある大学院生
が代講していた。その大学院生も，大学教員
への転職を目的に大学院に進学したという。

TV News Practicumで は， 大 学 内 に あ
るPBS局（WOUB）で 毎日昼12時 から放 送
される30分地域向けニュース番組『Athens 
MidDay』を制作する。受講生は，取材班と制
作班の2つに分かれ作業をする。制作班は，お
よそ20名程度の学生から構成されていた。ま
た，教員の他にスタジオ制作を補助する現場
経験のあるスタッフが1名はり付いていた。

・Advertising Management
（20% の学生が選択）
・Broadcast News
（25-30% が選択）
・Magazine Journalism
（30% が選択）
・News Writing and Editing
（20% が選択）
・Online Journalism
（10% が選択） 
・Public Relations
（20% が選択）

・Radio Broadcast News
（3 年次，4 単位）
・TV Broadcast News
（3 年次，4 単位）
・Broadcast News Producing
（4 年次，4 単位）
・Seminar in Broadcast News
（4 年次，3 単位）
・TV News Practicum
（4 年次，4 単位）
・Advanced TV News Practicum
（4 年次，3 単位）
・Reporting of Public Affairs
（4 年次，3 単位）
・Advisor-approved internship
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オハイオ大学ではAPからニュース素材の
使用の許諾を受けており，AP映像と自分た
ち独自の取材映像を交ぜてニュースを構成して
いる。番組には，ＣＭもある。2月26日放送
の『Athens MidDay』は，メインキャスター 2
名（女性），スポーツキャスター（男性），お天
気キャスター（女性）で進行していた。番組は，
画面構成など典型的な米ニュース番組の作りで
あった。学生キャスターのアナウンスは非常に
手慣れた感じがした。

スタジオやサブ（副調整室）の設備は最低限
のものであり，けっして最新とはいえない。だ
が，毎日定時ニュース番組を制作し放送すると
いう実践を通じ，学生はいやがうえにも制作現
場の緊張感を味わい，ジャーナリストとしての
責任感を植えつけられるように思われる。

この他にもオハイオ大学Jスクールでは，実習
用の雑誌『Southeast Ohio』，地域情報のウェ
ブ・サイト『ATHENSi.com』，大学新聞『The 
Post』（日刊紙　1万4,000部），大学内情報の
ウェブ・サイト『Speakeasy Mag.com』，ラジオ
番組，大学の年報『The Athena』，大学の卒
業生が発行している『The Ohio Journalist』な
ど，専門科目コースの実習科目と連動した豊富な
実践の場が用意されている。 地方紙や大学出
版をスタッフとして手伝う学生も多いそうである。

（3）オハイオ大学 J スクールの教員構成と雇用
ボブ・ステュアート副学科長からの聞き取り

調査によれば，オハイオ大学Jスクールは以下
のような教員から構成されている。
①終身雇用の教授＝ 6 年間の試用期間ののち

正式採用となる
②期限付き教授＝雇用期間は 1 年間。在籍は

ごく少数である
③非常勤講師＝10 週間契約で，hands-on 授業

担当のメディア現場の人が多い。業務終了後の
夕方や夜に設定されている授業もある。給与は
10 週間で 2,000 〜 2,400 米ドルと安いが，講
師は教えることを楽しんでいる。また，優秀な学
生を探しに青田買い目的で来ている場合もある。

④客員教授＝Scripps 財団の資金で雇用してい
る。終身雇用教員の候補である。
教員採用の基準としては，終身教授は博

士号を持ち5年以上の教歴が必要。研究業
績も重要とされる。オハイオ大学では，米国
ジャーナリズム＆マス・コミュニケーション学会

（AEJMC=The Association for Education in 
Journalism and Mass Communication）など
の学会誌に募集広告を出したり，学会報告など
を参考にヘッドハンティングを行う。期限付き
教授や非常勤講師の採用では，教え方や職歴

（ジャーナリストとしての活躍）を重視する。

（4）オハイオ大学 J スクールの
インターンシップと卒業生ネットワーク

同Jスクールでは，スタッフ1名がインターン
シップのコーディネーションやその他の管理的な
仕事をしている。インターンシップに関する情報
は，毎週発行されるニュースレターと学部のウェ
ブ・サイトに掲載している。それを見て，学生が
直接企業に申し込みをする。
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各教授は学生のアドバイザーになり，同じ学生を
3年間指導することになる。履修のアドバイスやイン
ターンシップのアドバイスなどを行う。専門科目コー
スの科目名が，「Advisor-approved internship」と
なっているのは，そのためである。アドバイザーが
認めたインターンシップは，専門科目の単位となる。

オハイオ大学Jスクールでは，卒業生たちの
近況を知るために，卒業1年後と5年後にアン
ケート調査を行っている。回答者の中から，学
部4年生を対象に行うイベントでの講演を依頼
する卒業生を選んでいる。

同スクールの公 式サイトには『Society of 
Alumni and Friends』という卒業生用のウェブ
ページもある。そこに卒業生がブログや求人広
告を掲載する。教員もブログを開設している。
RSSによってすぐに更新情報がわかるようにし
て，大学と卒業生の一体感を強めているという。

  3  オハイオ大学 Jスクールの評価と
日本の放送関連講座への示唆

（1）一般教養と専門科目
オハイオ大学Jスクールでは，ACEJMCによ

るJスクールの認定基準に準拠し，リベラル・
アーツ科目と専門科目の比率が2対1となって
いた。日本の大学では，1991年のいわゆる大
学設置基準の大綱化以降，教養課程と専門課
程を明確に分けることをやめ，専門科目の比率
を増やして初年次から学ばせる方向が強まって
いる。そのような日本の大学人の目から見ると，
オハイオ大学Jスクールでは，専門科目の展開
数が意外なほど少ないように思える。

だが，リベラル・アーツを重視し，一般教養を
身につけた総合的な人材を育成しようという観点
は，ジャーナリスト教育のあり方を考えるうえで

看過できない教育哲学を含んでいる。前述した
ように，筆者が行った放送局の採用試験担当者
の調査でも，「一般教養」と「コミュニケーション
能力」が強く求められていた。ともすれば，メディ
ア業界人育成のために，ジャーナリズム論・メディ
ア論関係の専門科目を手厚くしがちなカリキュラ
ム構成を再考する必要があるのではないか。

（2）必修科目（メディア法・倫理）と実習科目
一方において，オハイオ大学Jスクールでは専

門科目の配当比率は低いものの，教育体系として
はよく考えられている。例えば，ACEJMCの認
定基準を反映して，メディア法・倫理を必修科目

（Journalism Core）としている点は評価していい。
授業を視察しても，4年次に配当されているため
か，学生はメディア倫理をこれからメディア企業人
になる自分たちの問題として真剣に聴講していた。

オハイオ大学Jスクールでは，実習（hands-on）
科目が非常に充実している。メディア別に6コース
が用意され，それぞれのコースに5から8の実習
授業が用意されている。前述した日本の大学の
放送関連講座調査では，このような豊富な実習
授業を展開しているのは，日本大学芸術学部と
大阪芸術大学の芸術系大学2校のみであった。

それぞれの実習のアウトプットの場は，実験的
（laboratory）メディアと銘打たれているが，日本
の大学からすればかなり本格的である。大学内に
PBS局があり，毎日定時ニュースを放送できるなど
の環境は日本では望むべくもないが，印刷・ウェブ
メディアについては，実現可能性があるように思う。

別府によれば，アメリカのＪスクールでは，「職能
の養成方法として重視すべきものを，専門技術と社
会科学的調査・研究のどちらにするか，という方法
論上の対立軸」があるという（別府，2003，p.302）。
オハイオ大学は，明確に専門技術重視型である。
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先に述べたように，日本では芸術系以外には，
専門技術重視型の大学・学部は少ない。筆者の
調査でも，映像制作の実習が放送現場で役に立
つとする意見はあまり多くない（表1参照）。「実習な
どの稚拙なまねごとでは実践的な力は養成できな
い」との意見も放送業界関係者に根強くあるようだ。

だが，筆者たちのオハイオ大学調査に同行し
た倉沢美那子氏のJスクール体験では，アメリカ
の学生は実習で培った技術をもとに，自分の実力
をアピールするためのデモ映像を制作し就職活動
に活用しているとのことであった。キャスター志望
の学生であれば，前述した定時ニュースへの出演
などは，絶好のアピール材料になる。実習の授業
が，学生のキャリア形成に直結しているのである。

日本の大学には「大学は専門学校ではない」
として，専門技術重視型のカリキュラムに非常に
抵抗感がある。だが，オハイオ大学Jスクールの
ように，大学でなければ付与できない分厚いリベ
ラル・アーツの履修やメディア企業人の基礎を作
るメディア法・倫理を学び，その後専門技術を学
ぶという流れは，メディア系学部のあり方として
再考してもいいのではないか。

また，ほとんどの日本のメディア系学部は，
社会科学的調査・研究重視型と言えるが，そ
の調査・研究がメディア企業人の育成にどのよ
うに資するのか，大学は十分に説明責任を果た
しているとは言えない。筆者が行った放送局の
採用試験担当者の調査では，「ジャーナリズム
理論」「ジャーナリスト倫理」「マスコミ理論」が
放送局の業務に有用であるとの答えはほとんど
なかった。これを単にメディア関係者の無理解
とだけ一方的にかたづけることはできない。
『放送研究と調査』3月号でも引用したが，金

子元久は，大学の教育体系について3つのモデ
ルを提示していた（金子，2007，133−144頁）。

（ⅰ）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。

（ⅱ）Ｊモード……「職業知」は就職後の OJT
（オンザジョブ・トレーニング）によって形成す
ればよいとする。「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。

（ⅲ）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

（competepnce）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。

日本の放送業界関係者は，おおむね大学新卒
者を「Jモデル」的な考え方に基づいて採用してい
る。社会科学的調査・研究重視型を基本ポリシー
とするメディア系学部は，「統合モデル」によって，
少なくとも自らが付与する基礎能力，理論的知識，
専門的知識が，メディアの職業の場で求められる
知識にどのように転化されるかを明らかにしなけれ
ばならない。また，専門技術重視型のカリキュラム
をとる大学は，メディア企業の関係者と協力しなが
ら，メディアの現場に必要な「職業知」とは何かに
ついて，合意を形成しなければならないであろう。

（3）メディア系教員の人材像
オハイオ大学Jスクールの授業紹介のところ

で，担当教員の前歴を書いたが，ほとんどの教
員が，放送や雑誌などのメディア企業での業務
経験を持っていた。したがって，彼らの授業は，
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メディア現場のニーズと密接に関連したものとな
る。現場から遊離した空理空論とはなり得ない。

ただし，ここで注意したいのは，現場経験
のある教員たちが，現場をやめすぐに大学の教
壇に立つわけではなく，必ず大学院教育を経
由して大学人となっている点である。この点は，
終身雇用の教授採用の条件として，博士号と研
究業績を重視するとしたボブ・ステュアート副学
科長の聞き取り調査からも明らかである。

次号以降掲載予定の別府氏の論考で詳述さ
れるものと思うが，オハイオ大学Jスクールの大
学院修士課程には，キャリアアップを目指した
成人学生が目立つ。特に，他の産業からメディ
ア企業への転職を希望している人が多い。大学
院はミッド・キャリアの教育機関として機能してい
る。さらに，博士課程になると，一定期間メディ
ア企業に所属したのち現場を離れ，大学の教育
現場への就職を目指す学生が多いようである。

したがってオハイオ大学・Ｊスクールの教員は，
何らかのメディアでの実績とアカデミック・キャリア
の両方を備えることが望ましいとされている。日本
の大学では，「現場経験のない教員が，メディア
のことを教えられるのか」というアカデミック・キャ
リアのみの教員に対する批判，そして，「自分が現
役の時の体験談しか語らない」というメディア現場
出身の教員に対する揶揄が交錯する。アメリカに
おける大学教員の雇用制度では，このような不幸
なすれ違いが，いくらか解消されるのではないか。

また，主に実習科目を担当する現役のメディ
ア企業人の非常勤講師は，業務終了後，夕方
や夜の授業のために駆けつける。このような現
役メディア企業人のサポート体制が確立してい
なければ，6コースの豊富な実習科目を展開し
ていくことは難しいであろう。

オハイオ大学のあるアセンズは，周辺に大都

市のない人口2万人あまりの小さな大学町であ
る。州都コロンバスからは100キロ離れ，車で
2時間以上かかる。けっして地理的に恵まれて
いない。それでも現役のメディア企業人の非常
勤講師は，遠方から車を飛ばして授業に駆け
つけるそうである。四半期10週間という授業期
間の短さや，前に述べた学生の青田買いという
目的もあろう。だが，後進を育てることを自らの
責務として協力する教員も多いとのことである。

このような教員の人材像が，大学教育と放送
現場の「壁」を取り去る力となることは言うまで
もない。

最後に，今回の調査を通じて放送業界と大
学が，人材育成という点で戦略的に連携するこ
との必要性を強く感じた。放送業界の側では，
就職後に社内のOJTによって人材は育成すれ
ば良いという人事政策が，十分に機能している
のかを問い直す必要があろう。一方大学は，自
らのカリキュラムが放送業界が求める「職業知」
の養成に適切に対応しているかを検証しなけれ
ばならない。これらの作業には，放送関係者
と大学の率直なやり取りが不可欠であろう。

（ふじた まふみ）
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