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 はじめに

メディアの研究は，社会科学や人間科学の
研究から多くのものを得ている。そして，そ
れは時代とともに変化する。しかし，いつの
時代でも，古くてもよきものは守るべきだとす
る主張と，新しいものこそよいとする主張の
対立がある。ここで取り上げる『解放，メディ
ア，現代性～メディアと社会理論をめぐる議
論（2000）』（Emancipation, the Media, and 
Modernity Arguments About the Media and 
Social Theory）の著者N.ガーナム（Nicholas 
Garnham） 1）は，もとイギリスのウェストミンス
ター大学の教授で，メディアについて40年に
わたる研究と学生の指導を続けてきた。そうし
た中で，いまの視聴者研究の主流となっている
個別のメディアの利用や消費に重点をおく研究
は，マスメディアの社会的コミュニケーションと
いう本来の性格を考えたとき，きわめて問題が
あるという。著者は，その問題点を，この研究
の背後にある現代思想とマスメディアが登場し
た近代の啓蒙思想とを比較，検討しながら明ら

かにしており，その試みはきわめて示唆に富ん
だものとなっている。また，この関連で，論点
はメディアの生産物をめぐる評価と知識人の役
割，公共圏をめぐる議論にも及んでおり，ガー
ナムは，メディアの生産や供給の側面を取り入
れた研究を回復させることがいまこそ必要であ
ると主張している。著書は，英文200ページで
8つの章から構成され，メディアをめぐる議論
を幅広く取り上げている。

本稿では，主として，第１章，第2章，そし
て第5章，第6章，第７章を中心に，現代思想
と最近の視聴者研究をめぐる問題という視点
で，ガーナムの主張を整理した。なお，巻末の
文献を参考にした。
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 1. 近代の課題とマスメディア

我々が暮らしている自由と平等にもとづく社
会は，西欧の近代市民社会をモデルにしてい
る。この市民社会の課題は啓蒙の思想家達
が取り組んだ啓蒙のプロジェクトであり，現在
のメディア研究の課題もこれを引き継いでいる
と，ガーナムは言う。では，その課題は何で
あったか。

啓蒙の思想は，自由と平等による人間の解
放をめざす近代の市民社会が成立する過程で，
絶対王政の時代，フランスを中心に旧体制を
批判する勢力が理性を基準としてそれまでの
伝統や習慣などの中にある一切の迷妄を打破
しようと展開した政治，社会，経済の思想で
あった。それらは批判的合理主義，科学的世
界観の支配による政教の分離や世俗化を推進
する一方で，宗教的世界観の衰退をもたらし
た。その後，現在に至るまで，この理性にも
とづく科学的合理主義の考え方に導かれ，自
然科学や社会科学の研究が進められてきた。

こうして登場した近代市民社会の特徴は，
自由の理念，国民国家，資本主義経済，そし
てマスメディアである。これらは，代議政治
や法制度，官僚制，市場の発達という形で出
現した。これらを支えるのはすべての社会領
域に及ぶ労働の分業と専門化であり，それを
仲介する社会的コミュニケーションとしてマス
メディアが発達する。

このマスメディアに対し，啓蒙のプロジェク
トが提起する課題があると，ガーナムは考え
る。その第1は，発展可能な共同体に必要な

エートスを，どう再構築したらよいのか？ この
問題をめぐって，カントは知識の真理や道徳
的規範の妥当性について，公開と言説による
公共の討議という常識のテストの重要性を主
張し，ヘーゲルはそれに満足せず，宗教に代
わって人々をまとめあげるものはイデオロギー
や文化，芸術であるとの考え方を明らかにし
た。第2に，政治や経済の構造（structure）
と人間（agency）をめぐる問題がある。複雑
化する経済や官僚機構といったシステムの世
界と生活の世界の分離が進む中で，システム
の世界を理性に制約を加える新しい自然や運
命として甘受しなければならないのか，あるい
は逆に，理性と共同体のコントロールのもとに
おかなければならないのか？メディアはこれら
システムの世界の透明性とコントロールを可能
にするものとされている。カントは，『啓蒙とは
何か』の中で，理性だけが訓練されうるのであ
り，公共の討議はアイディアを共有する過程を
通じてより全般的な真理へ向かうアプローチで
あるとしている。また，それらの判断は，社
会のほかのメンバーが受け入れ可能な形式で
提供されなければならない，と述べている。

コミュニケーションメディアの社会的仲介・
媒介としての際立った特徴は，貨幣などと違っ
て，象徴の財2），すなわち言語や視聴覚によっ
て作られるコンテンツ・テクストである。そこ
でコミュニケーションメディアは，しばしば象
徴のコミュニケーションと呼ばれるが，象徴の
財は，古来様々な評価を受けてきた。現在，
これら象徴の財，象徴のコミュニケーション
は，市場の発達の中で，生産と消費を分離さ
せ，マスメディアとオーディエンスを生み出して
いる。さらに次 と々革新される技術がこれらの
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関係を一段と複雑にさせてゆく。このような状
況の中で，社会的コミュニケーションはどのよ
うであらねばならないのか，また実際にメディ
アが視聴者の認識や行動，利用にどのような
効果や影響を及ぼしているのか。このような観
点から，メディアの視聴者研究はスタートした。

 2. 最近のメディア研究，特に日常生活の
     エスノグラフィック的手法をめぐって

最近の視聴者研究で，きわめて活発に行わ
れ，流行となっているのは，メディアの利用，
それも日常生活に埋没している個々の視聴者
とメディアのかかわりに関するものである。

視聴者研究の歴史3）をふり返ると，当初のメ
ディア研究の中心はアメリカで，メディア視聴
が及ぼす個人や集団への影響に関するメディ
アの効果研究であった。ここでは，方法論的
個人主義と統計的手法を用いて調査・研究が
行われた。そして，マスメディアが送り出すメッ
セージが刺激として，また受け手の視聴者の
反応がメディアの効果として捉えられた。この
モデルは，いまでは「伝送モデル」と呼ばれて
いるが，これらの効果について行われた多く
の研究の結果は，視聴者は受身的で，その効
果は限定的であるというものであった。

その後，メディアの効果研究は，一方でア
メリカ大陸を中心に利用と満足の研究が進み，
他方，ヨーロッパではこれに批判的な流れを
生み出した。これらの研究から生まれた共通
のものは，メディアのメッセージは，世界につ
いての我々の理解（認識）に影響を及ぼすが，
如何に解釈し，その理解にもとづき，如何に
行動するかは，視聴者の社会的な位置と経験

に関係しているというものであった。つまり，
メディアは視聴者の行動よりも認識に影響を及
ぼすという視点であった。

こうした中で現在の視聴者研究の基本とさ
れているメディアの「文化モデル」（「コード化
／脱コード化モデル」とも呼ばれる）が生まれ
た4）。イギリスのS.ホールが提案したこのモデ
ルは，記号論や構造主義の成果を取り入れた
もので，メディア研究の当初に用いられた伝
送モデルと対照的である。それは，メディア
の送り手がメッセージにこめた意味合いを，受
け手の視聴者がそのまま受け取るとは限らな
い，視聴者は送り手のテクストを自由に解釈す
る可能性をもち，コミュニケーションは伝送モ
デルのようには成立しないのだというものであ
る。しかし，もし，すべての視聴者の解釈が，
受け手の自由な読みによって，千差万別であっ
たら，ニュースやその他の番組の多くが成立し
なくなる。そこで，ホールは，現実には視聴
者が「支配的なテクスト」の読みを行っており，
これを規定するものがイデオロギーであって，
その背景に社会的属性，特に階級関係がある
ことを明らかにした。ここでは，マスメディア
は支配的イデオロギーの再生産という視点で
位置づけられ，マスメディアが果たしている現
実の機能が，批判的に論じられた。その後，
また，このモデルは，モーレーらの具体的な
研究によって裏付けられたが，そこでは，メ
ディアに対する視聴者の解釈が，必ずしも社
会的属性によらないことが，示された。

このホールのモデルは，その後の視聴者研
究に大きな影響を及ぼした。メッセージの解釈
をめぐる問題は，テクストの読解（decoding）
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やメディアとイデオロギーの関係をテーマとする
研究に向かった。しかし，メディアにおける政
治的批判の広範な活性化とは結びつかず，文
化的テクストを読むという関心に移っていった。

このテクストの自由で多様な読み（解釈）が，
徹底的に推し進められると，このテクストの自
由な読み（解釈）は，大衆にとっての快楽の
追求であり，支配的イデオロギーへの抵抗で
あると捉える見方が生まれた。このアプローチ
の代表はフィスクである5）。これは，イデオロ
ギーからの退却であり，ガーナムは，「メッセー
ジのインパクトの問題が消えてしまうばかりか，
同時にまた，解釈の枠組みの社会的決定の問
題とそれに結びついた行動パターンの問題も消
えてしまう」と批判する。

別のアプローチは，日常生活の中に埋没し
ている視聴者（embedded audience）のメディ
ア利用の観察による研究である。その手法は
人類学や民族学で用いられているエスノグラ
フィーである。統計的手法を用いず，観察や
聞き取りにより日常生活に埋没している視聴者
とメディアの関係を視聴者の生活体験の中で
分析しようとするものである。その背景には，
受け手の研究が，テクスト分析に集中した結
果，本来の人々の日常生活，つまりテクストの
意味が生成される場から離れてしまったことな
どに対する反省などがある。

このエスノグラフィック的研究は，大衆の文
化の研究から出発したカルチュラルスタディー
ズ6）の研究の視点を取り入れており，ガーナム
は，以下の3点を際立った特徴としてあげる。
第1は，生活世界とシステムの世界の違いを用

い，生活世界を自由で本物のものとして，特権
視している。第2は，民衆の文化とエリートの
文化を対立させ，日常生活は民衆の側にくみ
し，プラスの評価を与えられている。そして，
知識人や研究者のようなアウトサイダーの見方
は，この文化の豊かな多様性を十分に評価で
きず，過小評価する危険性があるとしている。
第3に，快楽と理性の分析を対立させ，快楽
に味方する。快楽や欲望は，理性という抑圧
的で支配する力を掘り崩すものとして捉えられ
ている。

このような視点で，観察を行い記述される
視聴者研究の手法のどこに問題があるのか。
ガーナムは，次のように指摘する。第1は，視
聴者の姿が個人のランダムな集積として姿を
消し，メディアの効果研究が，その効果の違
いを説明するために発展させてきた社会的な
構造変数を研究から失わせてしまった。第2
は，日常生活のミクロという文脈の視点から
捉えて，すべてのメンバーが，基本的に異質

（heterogeneous）であるという前提で，統計
的なサンプリングの妥当性を斥けている。視
聴者は，現実の存在を伴わないフィクションで
あるというような立場をとっている。

こうして，ガーナムは，これらの手法は，現
実から視聴者の概念を組立て，その視聴者と
メディアの関係をどう位置づけるかについて，
全体としての理解を失わせてしまう，と批判す
る。しかも，これらの立場は，社会科学の総
合について，多様な現実からの誤った抽象であ
るとして方法論的な側面と，社会科学の基本と
なっている社会的，構造的な事実に対しても疑
問をもっている7）。
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現代思想8）（広い意味でのポストモダン），とり
わけ社会構築主義（Social constructionism）9）

は，解釈の自由によって共通の評価基準は不
可能であると主張し，評価の過程に対し絶え
ず疑いをはさみ，その結果，メディアの制作
者達から制作したものに対する責任を回避させ
てしまっている。

現在，このポストモダンの思想の代表とされ
ているのが社会構築主義である。この考え方は，
言語の外に現実はないという現代の言語理論10）

がベースにあって，言語は単に客観的事象を記
述する道具ではなく，意味の産出を通じて現実
を構成する実践そのものであるとする立場をと
る。現実を我々がどう捉え，認識するかといっ
た意味の産出は，我々個人や集団の体験にもと
づく知識によって構築され，人間の営みが続く限
り，この意味の産出はいつまでも継続する。し
たがってこの知識は，当局や権威ある人 ，々エ
リートから公衆に一方的に送られたり，伝えられ
るだけのものではなく解釈を通じて組み立てられ
るから，ただひとつの客観的な世界や歴史，社
会というものが存在するわけではない。こうして，
たとえば歴史の資料は，言語モデルにもとづい
てテキストとして自由な（arbitrary）解釈で読め
るから，歴史家によって書かれた過去のテキスト
も，現在の社会的，政治的関心によって決定さ
れるテキストとなる。また，文化や芸術について
も，歴史を通じてみれば，評価の基準は社会的
に生み出され，時代によって変化しており，文化
や芸術の解釈は恣意的，任意であるということ
になる。したがって，社会構築主義に従うと，
様 な々文化や社会的実践を評価する基準となる
普遍的で時代を超えたすぐれた価値が蓄えられ
る特別な分野は存在しない。

これらについて，ガーナムは「この抽象は，
現代社会の現実の多くが社会関係によって仲
介されているためであって，それは社会的現
象を単なる個人の行動の総和として見る方法
論的個人主義では説明できないものであり，
起こりそうな確率のパターンとして統計的に把
握できるという点が重要なのだ」と強調する。
そして，ガーナムは，「統計をベースにした視
聴者測定の方法論の忌避は，現代社会を定義
するのに必要な特徴を否定し，合理化と抽象
化がもつ開放的（liberating）な側面と抑圧的
な側面の双方を分析する可能性を斥けてしま
う」と批判し，視聴者について知識と情報を
与える統計学や予測の測定の重要性を主張す
る。そして，結局，エスノグラフィックの視聴
者研究は，直接体験と日常生活を盲目的に崇
拝していると結論づけている。

 3. メディアの評価と現代思想

では，なぜ，ガーナムはこのような視聴者研
究を問題にするのか？ それは啓蒙の思想が掲
げた課題に結びつく。マスメディアが社会的コ
ミュニケーションを仲介するものである以上，
生産と流通といったより大きな構造と社会過程
の中でメディアを捉えなければならないからで
ある。視聴者が自由な解釈で自らのやり方で
コンテンツに快楽を求めることは否定できない
としても，社会的コミュニケーションの中でマ
スメディアが担っている説得や学習・教育の機
能と役割は，個人のアイデンティティーの形成
と切り離すことができない。とすれば，このよ
うなメディアが生産し，流通させる象徴の形態
とその評価や，その責任をめぐる議論がされる
のは当然である。ところが，ガーナムによれば
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こうした社会構築主義のアプローチに対し
て，ガーナムは，「この仕事が生み出した知識
は真実であり，価値もある」と一定の評価をし
ながらも，芸術や文化，そしてその評価をイデ
オロギーにしてしまっている点を次の様に批判
する。第1に，象徴の形態がもつ模倣の機能
が無視され，従ってこれにもとづく評価も無視
される｡模倣の機能は，たとえその真理（真実）
がフィクションの形をとろうとも，我々に世界
についての真実を伝えることである。我々は，
ニュースだけでなく，ナラティブのフィクション
についても，絶えずそれらについて真実かどう
かの評価を行っている。その基準は社会的に
任意ではないし，限定された特定の解釈共同
体に固有のものでもない。第2に，このアプ
ローチは，意味と価値の集合である象徴の形
態や文化の実践を他のものと違って特別に際
立たせるものはなんであるのか，またなぜ人間
がたえず芸術の制作や消費に時間やカネを費
やすのかといった問題を解明しない。第3に，
このアプローチは，すべての社会生活を意味を
めぐる闘いの視点から捉え，象徴の戦いの結
果，社会的に作り出されたものと見なすことで，
美の快楽をめぐる重要な問題を無視している｡

では，なぜ，このような考え方が生まれる
のか。ガーナムは，次のように考える。近代の
課題は伝統という文化的なドクサ（憶説）を打
ち壊し，それによって基準や尺度といったもの
の普遍性の構築とそれを共有することであっ
た。だが，近代は同時に労働の分業の中に異
なる社会階層や身分・地位の集団をたえず作り
出す。そして，それらは独自の文化的リソース
をもち，自らを異なる解釈共同体や文化階級と
して出現させる。そこに，嗜好の社会的階層

化やその階層がもつ独自の評価が入り込んでく
る。しかも，文化産業の発達が，生産者と消
費者との間の距離を拡大させ，機能と評価に
ついて不確実性を作り出す。だからこそ，生産
と消費のガイドとして明確な「評価」が必要と
なる，とガーナムは言う。

問題は，このような中で，持続可能な共同
体を維持するために共通の常識をベースにした
共通の文化の構築は可能なのかということにな
る。つまり個人や，集団の嗜好を超えて，社会
的に定まる評価を根拠づけることはできないの
かということになる。そこでガーナムは，その
可能性を探るために啓蒙の思想におけるカント
やヘーゲルの美学の発達をたどり，道徳教育と
して，また自由の可能性の領域として自立した
芸術，つまり時代を超えた普遍的な芸術の可
能性を擁護する。そして，共通の文化の評価
基準は可能であり，それは潑剌とした批判的文
化の討議の倫理の中でのみ作り出すことができ
ると主張する。それは，メディアのみがもつこ
とのできる公共圏である。

 4. メディアの生産と知識人の役割

社会的分業の進展は，メディアの生産にか
かわる専門家を作り出す。この専門家は社会
理論の中で知識人と呼ばれる集団であって，
高等教育にたずさわる伝統的な知識階層とメ
ディアの中で働いているメディアの知識人であ
る。だが，「メディアの制作者の問題はメディ
アと文化の最近の研究の中で，無視されてき
た」とガーナムは言う。理由は，テクストの読
み手の側に解釈の自由があるのだから，著作
者（Author）は死んだというものである。しか
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し，「メディアを社会的コミュニケーションと文
化の再生産という視点から見るとき，最近のメ
ディアと文化の研究の流行となっている消費者
への関心から生産者に関心を向けさせること
が重要である」と，ガーナムは主張する。

メディアと知識人の関係は，ハーバマスが明
らかにしたように，知識人の勃興と印刷技術
の出現の関係にさかのぼる11）。知識人は，サ
ロンとコーヒーハウスの雰囲気の中で生まれた
とされるが，すぐに知識集団として形成され
た。そして印刷されたテキストを用い，理性と
進歩の名で伝統を攻撃し，精神の解放や文化
の革命を進める批判的言説の運び手として，
啓蒙のプロジェクトを推進した。啓蒙が目標と
している自律の思想，真理，正義，善，これ
らの定義が，個人的な過程でなく，社会的な
過程，つまり社会的コミュニケーションの過程
に依存していることを，カントは強調している。
それは，解放が社会的関係の真理を含む様々
な普遍的真理を明らかにする理性によって生
み出されるからである。ここでは，知識人は
人々を代表し，解放する進歩主義者として位置
づけられた。

これに対して，ポスト啓蒙の知識人につい
て，現在流行しているポストモダンの懐疑主
義は，知識人が訴える普遍的真理や理性に疑
いをいだいている12）。これは，啓蒙の解釈と
は正反対で知識人についての否定的な解釈で
ある。ポストモダンの懐疑主義者たちによれ
ば知識人はイデオロギーを剝ぐどころか，道具
的理性の運び手であって，システムの世界によ
る生活の世界の支配を拡大する請負人となっ
ている。そして，知識人は新しい権力と共謀
し，自分達の階級やステータスグループの利

益のために，正統性を広め擁護する活動をし
ている現代の聖職者である，などと非難され
ている13）。知識人に対するこのような批判は，
社会主義の崩壊による知識人の前衛的役割の
終えんとあわせて一段と強くなっている。そし
て，知識人の役割といえば，せいぜい文化間
の交流と理解をスムーズにする解釈者の役割
がある程度だといわれている。

ガーナムは，このような背景の中で，1980年
代，サッチャー政権の下，アカデミズムやBBC
などのメディア，それにカルチュラルスタディー
ズなどイギリスの批判的メディア研究の変遷を
たどりながら，メディアやメディアの研究にもた
らされた結果を，次のように総括している。第
1は，真理，美，正義の基準に基づくメディア
の成果についての批判的な基盤をもたない。第
2は，それは，権威筋の意図や効果は疑わしい
としながら，公衆を視聴者にとどめ文化の生産
者として認めない。第3は，これらの結果から，
文化の生産の過程と制度に対し何ら政治的介
入の根拠を提供しない。第4には，批判的な
教育が入り込む余地がほとんどない。

そしてこのような事態を引き起こしているの
が，ポストモダンの理論であり，認識と文化の
相対主義の理論が，批判的知識人の哲学的
土台を掘り崩している，とガーナムは考える。
そして，次のように言う。「メディアと文化の調
査研究の多くは，どんなに形式が整っていて
も，通りすぎてゆく光景を観察しているにすぎ
ない。このような学者は，現代文化の散策者
である。しかし，我々がこれ以上のことをしよ
うと思うならば，メディアがそれなりの影響力
をもち，メディアの役割と成果について我々が



71DECEMBER 2008

批判的判断とその基準をもつことはさけられな
い，と考えることが必要である。そのような批
判的判断の行使は，もちろん知識人の実践で
ある。」その実践とは，ガーナムによればメディ
アとメディアの知識人，そしてメディアの専門
家の新しい関係を作ることである。それは，
公共圏をめぐるものである。 

公共圏の概念を擁護することは，批判的討
議の行使のために保護された領域を守ることで
ある。ガーナムは，これらの課題は，現代の
公共圏の中で，マスメディアとそこで働く人々に
突きつけられているのだ，と言う。真に人々を
代表し，同時に理性的で批判的な言説を育成
するにはどうすべきか？メディアで働く人々は，
みずからその役割を選択しようがしまいが，批
判的な知識階層の役割を授けられている。な
ぜなら，専門家と他の人々の違いは，一方にお
いて，現実・真実を透明で客観的に説明するこ
とを要求されていると同時に，他方で真理より
もむしろ公衆を表現（代表）することを求められ
ているからである。

そこで，ガーナムが重視するのは公衆を表現
（代表）する形式である。それは，政治を含む
様々な問題やテーマをメディアで取り上げるそ
の仕方である。テレビのショー形式の番組は，
視聴者の体験を重視し，公衆の理解や参加を
容易にする番組制作者の前向きな姿勢を示す
ものであるが，知識をもった専門家が登場して
も，理性的で批判的な討議に参加するという
のではない。そこには大衆迎合主義が感じら
れる。もちろんメディアの公共圏で取り上げら
れるテーマが，すべて討議の形で議論されな
ければならないというわけではない。ハーバマ

スの公共圏は討議の倫理として定める手続き
の規則が，あまりに合理主義すぎて，実践の
上で多くの人の参加を妨げているという批判が
ある14）。むしろ，公共の議論の考え方を最初
にうちだしたカントの場合，討議の形態があら
かじめ想定されているわけではない。そこで，
ガーナムが注目するのは，すべての問題で理
性的な討議をするために，いつもレトリックを
追放するのは非現実的であるとするメイヒュー
の考え方である15）。この考え方は，レトリック
のコミュニケーションには理性の使用に限界が
あるが，社会規範，連帯の絆，雄弁がもつ文
化的な力を用いて，効果的な説得力を生み出
すことが可能な点を強調している。

ガーナムによれば，ハーバマスとメイヒュー
の考え方には大きな違いがある。ハーバマスの
討議による連帯は，正義と自律，そして解放
に対する共通の関心によって作り出される普遍
的なものである。それは，理性的で何の拘束
もない討議に没頭している共同体によって作ら
れるものである。そこでの討議はレトリックは
なく，従って，スピーチの自由をリベラリズム
の個人主義的解釈のもとに包含させており，リ
ベラリズムの共同体的解釈ではない16）。メイ
ヒューによる連帯の考え方は，我 を々近代の課
題に連れ戻す。それは，理性的で道徳をもっ
た自律した人間による社交性（sociability）を
作り出しながら，この自律した人間が自分達は
従属するのではなくて，帰属しているのだと感
じるような世界を構築するという課題である。

メディアの知識人は，公衆に対する知識の
創造とその公衆への仲介，また私的なものと
公的なものとの仲介を行う過程で，公衆への
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問いかけ（address）を工夫しながら公共的な
ものの意味を作り出し，流布させている。そこ
で，ガーナムが強調するのは，次の点である。
メディアの知識人は，職業としての知識人とア
マチュアとしての知識人という2つの特徴をそ
なえており，それは，ある意味で，メディアの
知識人が知識と公衆の双方についてよく知る
代表者として責任があるということである。メ
ディアの知識人のアイデンティティーと正当性
は，結局，この結びつきを作り出すというメディ
アの知識人がもつ能力の行使に由来している
のである。

 まとめ

ガーナムは，本書において，メディアそのも
のとメディアの研究が取り組むべきテーマが，
依然として近代という時代の課題の中にあるこ
とを明らかにした。それは，啓蒙の思想が理性
に全幅の信頼を置き，ポストモダンの批判にあ
たっている部分を認めたうえでも，宗教や慣習
といった束縛から解放された我々にとって，高
度の分業と専門化が進み，また様々な利害が
絡みあう社会で，自由と平等を実現し持続可
能な社会をいかに実現してゆくかというテーマ
は，依然として残されているからである。そし
て，その手段として，マスメディアによる社会
の相互調整や個人と社会を結びつける連帯の
機能は，いっそう重要さを増すことになる。と
ころが，このところ，テレビ番組の内容や，評
価，制作手法，モラル等をめぐる問題が頻発
するようになっている。ここで焦点になっている
のは，明らかにメディアの生産・供給の側面で
ある。このことは，ガーナムが主張するように，
視聴者のメディア利用や満足といった単に消費

の視点だけで行われている，いま流行の研究
や調査手法に対して，メディアを生産や供給の
側面を含めた社会的コミュニケーションの構造
として捉える研究の必要性を改めて浮きぼりに
する。つまり，エスノグラフィックの個別研究を
行う場合でも，対象となる個人や家族の単なる
メディアの利用状況だけでなく，所得や階層な
どいわゆる構造的な側面と送り手側のコンテン
ツや意図の分析とを結合させることが不可欠と
いうことである。同時にガーナムが言うコンテン
ツの評価の問題が，社会的コミュニケーション
として避けて通れないテーマとして，我々に課
せられることになる。

（こしかわ ひろし）

参考文献
・バーガー＝ルックマン（1966）山口節郎訳 (1977) 『日

常世界の構成；アイデンティティと社会の弁証法』
新曜社

・クレイグ・キャルホーン（1992）山本啓・新田滋
訳 (2008) 『ハーバマスと公共圏』　未来社

・Er i c  Ma i g r e t  ( 2 0 0 3 )  S o c i o l o g i e  d e  L a 
communication et des medias,  Armand Colin

・Fisk J.(1982)Introduction to Communication Studies, 
Methuen

・フィスク, J（1987）伊藤守他訳（1996）『テレビジョ
ンカルチャー；ポピュラー文化の政治学』梓出版社

・ G.ターナー（1996）溝上由紀，毛利嘉孝，鶴本花織，
大熊高明，成実弘至，野村明宏，金智子訳（1999）『カ
ルチュラル・スタディーズ入門』作品社

・Grossberg, L.Wartella., E., Whitney, C., Wise, 
M. (2006) Media Making: Mass Media in a Popular 
Culture, SAGE. California.

・Hall.S. (1980)Encoding/decoding in Hall. S., 
Hoboson D., Lowe A. and Willis P.(eds), Culture, 
Media and Society, London.

・Hall.S. (1982) The Rediscovery of Ideology: 
Return of the Repressed in Media Studies, 
in Gurevitch M,, Bennet, T., Curran J. and 
Woollacot J.(edus.), Culture, Media and Society. 
London.



73DECEMBER 2008

・石田英敬（2003）『記号の知 / メディアの知』　東
京大学出版会　

・石田英敬（2005）『現代思想の地平』　放送大学教
育振興会

・ジャン = フランソワ・リオタール（1984）小林康
夫訳（1986）『ポスト・モダンの条件－知・社会・ 
言語ゲーム』　水声社

・カント（1784）篠田英雄訳（1979）『啓蒙とは何か』
岩波文庫

・越川　洋（2002）「研究最前線：国際会議『21 世
紀の資本主義とコミュニケーション』に出席して」

『放送研究所と調査』2002 年 8 月号
・越川　洋（2007）「コミュニケーションの自由と

公共放送～ B. リボワの公共コミュニケーションの
哲学から～」『NHK 放送文化研究所年報』　No.51

・Libois B. (2002)   La Communication publique; 
Pour une philosophie politique des medias , L’
Harmattan, France

・Mayhew, L (1997) The New Public, Cambridge
・丸山圭三郎（1983）『ソシュールを読む』岩波書店
・牧田徹雄『テレビ視聴者理論研究 50 年史』　

NHK 放送文化研究所
・ミシェル・ド・セルトー（1984）山田登世子訳（1987）
『日常的実践のポイエティーク』　国文社

・Morley, P:(1980) The Nationwide Audience: 
Structure and Decoding. British Film Institute

・Stan ley  J  Baran ,  Denn is  K .Dav is (2006 ) 
Communication Theory, Thomson Wadsworth　
USA

・田崎篤郎，児島和人編著（2003）『マス・コミュ
ニケーション効果研究の展開（改訂新版）』北樹
出版

・上野千鶴子編 （2001）『構築主義とは何か』勁草
書房

・ユルゲン・ハーバーマス，細谷貞雄 ･ 山田正行訳
（1994）『公共性の構造転換　第 2 版』　未来社

・WOLTON D. (2000)  Internet. Petit manuel de 
survie, Flammarion

・ジグムント・バウマン (1987) 向山恭一・萩原能久・
木村光太郎・奈良和重訳（1995）『立法者と解釈者
――モダニティ・ポストモダニティ・知識人』テオ
レイン叢書

注：
1）ガーナムの業績については，越川洋（2002）を

参照
2）象徴の財とは，観念や意味を表現するのに用い

られるもので，メディアのコンテンツもこれに該
当する。そこでメディアの仲介によるコミュニ
ケーションを象徴のコミュニケーションと呼ぶ

3）視聴者研究の理論全般の歴史については，
Stanley J Baran, Dennis K.Davis（2006），田崎
篤郎，児島和人編著（2003）

4）Hall. S. （1980）
Grossberg, L.Wartella., E., Whitney, C., Wise, M.

（2006）は，ホールのモデルを基本にしてメディ
ア論を展開している

5）Fisk J.（1982），John Fisk/ 伊藤守他訳（1987/1996）
6）グレアム・ターナー（1996）。テレビのエスノ

グラフィックの研究についても詳しい
7）ミシェルド・セルトー（1984），ジャン・フラ

ンソワ・リオタール（1984）
8）現代思想，ポストモダンについては，石田英敬

（2005）
9）社会構築主義については，バーガー＝ルックマ

ン（1966），上野千鶴子編 （2001）
10）現代の言語理論については，石田英敬（2003），

丸山圭三郎（1983）
11）ユルゲン・ハーバマス（1994）
12）ジャン・フランソワ・リオタール（1984） がそ

の代表
13）ジグムント・バウマン （1987）
14）クレイグ・キャルホーン（1992）
15）Mayhew, L（1997）
16）Libois B.（2002）もハーバマスの公共圏について

同様の批判をしている。これについては，越川洋
（2007）


