
特集  2009年春の研究発表・シンポジウム

2 　JULY 2009

夫か？」，パートⅡは「アナログ停波をどう実現す
るのか？」，パートⅢは「社会・地域への貢献の
道」。これらのテーマにかかわる有識者，行政，
地上波民放，NHKの代表が壇上に登った。
そこで本稿では，各種調査から浮かび上がっ
た現状を前提に行われた，シンポジウムの内容を
紹介し，業界全体の現状と今後の展望としてま
とめたい。
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  はじめに

地上波テレビは今，放送開始以来の危機に
直面している。そもそも放送デジタル化のために，
各事業者は設備投資などに多大なコスト負担を
強いられている。そこに100年に1度と形容され
る経済・金融危機が起こり，広告収入が大きく
減少した。しかもその広告市場は，単に景気循
環の問題に留まらず，構造的な課題を抱えてい
ることが次第に明らかになってきた。いわばトリプ
ルパンチに見舞われているのである。
テレビ局が対峙すべきは，これらピンチだけで
はない。中央と地方の格差拡大，地域の疲弊，
政治や官僚行政の機能不全などが言われる中，
今まで以上の役割が期待されてもいる。いわば
チャンスとも言うべき状況に，テレビ局としてどう応
えるかも問われているのである。
文研ではこの機会をとらえて，世論調査（1

月），ウェブ調査（3月），業界アンケート（3月）
を実施し，放送関係者，関連事業者，視聴者な
どが現状をどう受け止めているのかを調査した。
さらに関係者によるシンポジウムを4月16日にメル
パルクホールにて開催し，キーパーソンがどう認
識し，どんな対応が望まれるのかを議論した。
955人が参加したシンポジウムは，3つのパー

トに分かれる。パートⅠは「テレビ局経営は大丈

シリーズ  “融合”時代  放送メディアの課題と可能性②

岐路に立つテレビ
～ピンチとチャンスにどう対峙するのか？～

メディア研究部（メディア動向）		鈴木祐司　
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私たちは北海道の未来に貢献する
「ユメミル，チカラ」です。

発見と感動を発信し
みんなの心を応援します。

私たちは日々「今」を
伝え続けます。

地域のための情報を発信し
みんなで地域を作ります。

2003年12月1日制定

  ［1］パネリストの基本スタンス

前川　今日の 3つのテー
マは，どれも厳しいものと
受け止めていますが，各
テーマに共通する考え方
を1 枚の絵で説明させて
頂きます。
テレビとインターネットの

融合では，もともと情報社会の中でテレビは中心
的な役割を担っていたが，そこにネットが登場し普
及・展開した。そこでテレビはネットを取り込むこと
で，自らのポジションを取ろうとしています。一方ネッ
トは，先行するテレビを環境として受け入れること
で，自分の将来を選択していくことになると思いま
す（図1）。

この「入れ子構造」は成長を続ける，つまり
デジタルメディア社会の中では，こうした関係で
図にあるテレビとネットの間の黒い部分が埋めら
れていくだろうと考えています。
樋泉　06 年に地デジが始まり，ローカル民放は
減価償却のピークとなっています。そこに三重苦
と言いますか，来るべきものが来たと実感してい
ます。特にテレビ広告の構造変化が大きな課題
で，景気が回復すれば元に戻るものではありませ

ん。裏返せばテレビの存
在意義が本質的に問われ
ていると考えています。
私どもは東名阪で地デ

ジが始まった03年12月1
日に，「HTB信条」を制
定しました。デジタル放

送時代での厳しい局面に備え，決意・覚悟を
決めておこうということでした。「HTBは夢見る
広場を応援します」という企業理念の下，地域
の未来に貢献することを行動規範としたのです
（図2）。

今日は地域メディアとは何なのかを踏まえな
がら，議論に参加させて頂きます。

山川　100 年に1 度の不
況ということですが，この
中でも各放送局にはデジ
タル化に向けて努力して
頂いています。実際デジ
タル化が進む中で，放送
産業が花を開いていくこ

とを期待しています。今すべての先進国はデジ
タル化へと舵を切っています。日本も世界の潮
流に乗り世界のリーダーシップを取るべく，産業
として発展させていきたいと考えています。
2011年7月24日に予定している完全デジタル

図1　テレビとインターネットの入れ子構造

図 2　HTB 信条
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化への移行は，非常に厳しい状況にあります。
しかし必要な環境の整備を国としても着実に進
めており，予定通りにデジタル化に対応できると
思っています。

竹中　まずテレビとネット
の関係を正面から議論す
る場を作られたことに敬
意を表したいと思います。
何年か前までは，こういう
ことは議論すらできない状
況でした。

私が総務大臣になった05年に，問題提起と
して通信と放送の融合を正面から取り組もうと申
し上げました。その際に例に挙げたのは，年商
5兆円におよぶ米国のタイムワーナーです。日本
では放送の総売上げで約4兆円です。可能性
を考えましょうと当然の問題提起をしたのですが，
業界から猛反発を受けました。
しかし当時，融合に向けて行った議論は，今
実際にその方向ができつつあります。制度として
も，パッチワークのような9つの法律が，融合にふ
さわしいシンプルなものへと向かいつつある。今
大切なのは，現実には難しい問題がたくさんある
ので，実際にどうやるのか，具体的な問題を議
論することです。今日はぜひ，その辺りをさせて
頂ければと思います。

堺屋　これまでの通信情
報は，いわば天の板と地
の板に分かれていました。
天の板とは，一方的に広
い範囲に雨を降らすテレ
ビや新聞などマスコミで
す。地の板とは，お互い

に知り合い同士が情報交換する電話や手紙な
どの通信です。この天と地の板が隔絶している

のが近代工業社会の情報体系でしたが，イン
ターネットが発展してくると，通信で一個人が不
特定多数へ，さらに放送も特定個人に向け発
信するようになった。情報環境が立体化すると
いう意味で融合し始めたのです。
それから10年経ちましたが，医療と共に放送
業界は55年体制が残ったままで，一向に変わっ
ていません。これが今日の議論の一番のテー
マだと思います。例えば海外各国のテレビと比
べると，日本のテレビだけ素人芸ばかりやってい
ます。また夜中は通販番組ばかりです。原因
は55年体制にあります。まず東京一局集中の
キー局システムのままです。2番目に公共放送
と広告民放の2つだけで，ペイテレビは全然発
達していません，3番目は，視聴率重視でコスト
が高い。この3つが維持されていますが，これ
から融合で様々な挑戦を受ける中で，テレビが
高い文化水準を保って日本の社会に貢献でき
るかどうか。今，非常に深刻な問題に直面して
いると思います。

金田　私は 2 年前に自
動車業界から移ってきま
した。冗談ではなく金田
という名前でカナダ駐在
経験があり，そこでメディ
アのあり方をつぶさに見
て，公共放送のことを考

えるようになったという経緯があります。
経営計画を担当して，去年秋に3か年計画

を発表しました。今反省してみるに，本来の公
共放送や放送の公共性について，議論が少し
足らなかったと思っています。その意味で，今日
の議論で皆さんから色々なご示唆を頂けるのを
楽しみしています。
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  ［2］テレビ局経営は大丈夫か？

シンポジウムのパートⅠでは，まずNHK放送文
化研究所の小川研究員から，民放とNHKが抱
える経営課題のリポートが行われた。趣旨は以
下の通り。
民放キー局単体の営業利益は，06年度から
08年度までの3か年で悪化の一途。背景には
広告収入の減少がある。広告主アンケートでは，
08年度にテレビ広告を「減らした」社が6割，
09年度に「減らす」社も6割と，厳しい状況が
浮かび上がる。広告単価の統計では，景気悪
化で下落が速まっているが，07年10月以前の
景気拡大局面でも下落が始まっていたことがわ
かる。つまり景気循環だけが原因ではなく，広
告主アンケートでテレビ広告を減らす理由として，
「広告費が高い」「媒体力低下」「出稿したい
番組が減った」などが挙げられたように，広告市
場の構造問題があることがわかる。
一方，NHKにも経営課題がある。09年度か

ら3か年間の経営計画では，接触者率と受信
料支払率の向上が経営の2つの柱とされた。そ
して2012年度から受信料の10％を還元するとし
ている。しかし計画発表後に経済状況が変化
し，NHKを取り巻く環境は厳しくなっている。人
口・世帯数は今後減少する。また不況が続くと，
受信料免除世帯が増加するなど受信料収入が
減少する可能性もある。さらに若年層のテレビ離
れ，アナログ停波によるテレビ離れのおそれもあ
る。NHKも民放も，経営を脅かす要因が少なく
ないのである。

広告ビジネスの課題
司会　まず広告を前提とする民放が直面する課

題から議論したいと思います。この厳しい状況を，
前川さんはどう認識していますか。
前川　文研のリポートもそうですが，民放連研究
所や電通の調査でも非常に厳しい数字が出てい
て，そのことを民放経営者は十分承知をしていま
す。その中でテレビ局として対応すべきことは 2
つです。
1つ目はテレビという媒体の力。メディア側か

ら言えば告知力で，生活者からは認知力です
が，この力の大きさや特性を，クライアントはもち
ろん第三者にきちんと説明することです。2つ目
は，テレビ以外の媒体とどう連携し，広告効果
を如何に上げるかの研究をし，新たな手法を開
発していくことです。
例えば，テレビからネットのダウンロードサービ

スやビデオオンデマンドなど，1つの情報をどのメ
ディアでどう展開するとメディアの発信力が総合
的にどう高まるのか。これを指標化し，結果とし
てテレビ媒体の価値を再評価し，実際の活動と
して実行していくことが重要だと思います。
樋泉　ローカル局の立場から見ても，基本の認
識は前川さんと変わりません。今までは視聴率
が広告収入を支えるという図式でずっときました。
しかしそれだけでは立ち行かなくなってきていると
いうのが率直な感想です。
――テレビの媒体価値を保つ，高めるという努力
と併せて，広告収入以外の収入を増やす努力も
始まっていると思いますが……。
前川　放送を中心に，その周辺で付加価値の
高いビジネスを展開するのは当然の選択です。
具体的は，ネットに二次利用として放送番組を出
すという選択肢は，明日からすぐ儲かることはな
いにしても，数年というスパンを見れば，大きな可
能性を持つものだと思います。
2つ目は映画製作です。これとテレビ番組，パッ
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ケージ，そしてネット配信はコンテンツの展開とし
ては鍵になると思います。　　
3番目は，TBSの例でいえば赤坂サカスのよう

な，テレビを中心にしたアミューズメント系ビジネス
です。さらにその周辺には，物販系もあります。
これらをばらばらにやるのではなく，グループとし
てどう戦略を立てるのかが放送外収入という意
味では大きな経営戦略課題です。放送持株会
社という選択をTBSはしましたが，これが1つの
大きな理由になっています。
樋泉　北海道テレビでは，いわゆる放送外収入
が売上げの約 14％です。考え方や経緯をご紹
介します。
1995年頃から，インターネット，デジタル衛星放
送，そして携帯電話が進化し始めましたが，日本
の情報化は高齢化と少子化と重なるのが特徴で
した。特にこの中でのネットの躍進は，チラシな
どのダイレクトマーケティングに代わるものが出て
きたと思いました。つまりマーケティングが変わり，
テレビ局のビジネスモデルも限界にくると予想しま
した。当然対処が必要で，広告という単一の収
入から複数の収入を確保する体制が必要と考え
ました。そこで着手したのが，クロスメディア・マー
ケティングやコンテンツビジネスです。

特に「水曜どうでしょう」という番組のコンテン
ツビジネスが特徴的です。01年にネット配信を始
め，03年からDVDを始めました。日本のDVD
の黎明期で，のべ200万枚を突破し，収益の大
半を支えるようになりました。
これは北海道の民放5局の経常利益です

（図3）。うちは03年頃から放送外収入が増え
始め，収益構造が変わりました。テレビ広告とコ
ンテンツビジネスで収益を支えるようになったので
す。さらに広告をクロスメディア・マーケティング
にシフトしていくことが大切だと考えています。こ
の辺りが知恵の出し所で，今後の基本になると
思っています。
――竹中さんは総務相だった 06 年に，通信と
放送のあり方について，懇談会を設置して議論
をされました。あれから3 年を経て，テレビ局の
現状をどう見ますか。
竹中　あの時に私が目指したのは，簡単に言う
と，テレビ局にもっと自由を持ってもらいたい。そ
の上で経営努力により大きな可能性を切り開い
て欲しいということでした。
現実にはテレビは構造不況業種になる可能性

が出ています。今までは電波を独占することで
超過利潤を得ていましたが，1対多の情報提供
が通信でも可能となり独占が崩れました。それを
言いたかったわけで，だから他の事業を展開す
る自由を制度上与えるから頑張って欲しいという
メッセージを出したのです。
テレビのコアコンピタンスは次の2点に尽きま
す。1つはコンテンツ制作力です。テレビ番組は
やはり面白いし，そこから映画を製作するのも1
つのやり方です。もう1つは，テレビ局が持つブ
ランド力です。例えば地域おこしに着手する際，
市役所の広報がマーケティングをしても駄目で
す。しかしテレビ局が取り組むと色 な々ことができ
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図 3　北海道民放：経常利益の推移



7JULY 2009

ます。先ほどの北海道テレビさんは，そういうこと
をやって成功事例を出しつつあると思います。
ところが現実には，テレビ局の番組制作力に
国民は不満を持ち始めています。テレビが面白く
なくなっています。またブランド力も十分生かして
いません。だから自由度を広げた中で可能性を
追求して頂きたいと，制度も含めた変革のための
議論をしていたのです。
もう1つ申し上げたいのは，広告収入の問題
です。これは先に触れたように流通インフラを独
占することで得る超過利潤です。そしてテレビ
局の事業は，コスト構造になっています。そこで
問題なのは，テレビ局の皆さんは「大変だ，大
変だ」と言いながら，そのコスト構造を本気で変
えようとしていない点です。例えば他の民間企
業はコスト削減に必死で取り組み，従業員の給
与も削減しています。しかしテレビ局の給与体
系は，すごく高いままですね。そこを思い切って
削減したら，経営的には新たな資源がねん出で
き，それを基に番組制作力やブランド力を上げ
る努力をする。そうした経営が，今だったらやれ
るチャンスが十分あると私は思います。
――テレビ局の経営が，時代の変化に十分対応
していないというご発言でしたが，前川さんにお
答え頂きましょうか。
前川　今の環境の厳しい側面，先ほどの議論
でいうと循環的要因と構造的要因をどうやって経
営の視点でとらえるかによって，竹中さんのご指
摘の部分がどのぐらい実現できるか，そう私は今
のお話を受け止めました。
竹中　私は構造的な要因が大きいと思うから，
もっと危機感をもって経営する必要があるという
趣旨で申し上げたのです。
前川　5 年前に比べると危機感の度合いは深ま
らざるを得ないという環境があります。それに対

応して，賃金体系の見直しを経営課題にする局
も出てきています。それから制作力の問題につ
いて言いますと，制作会社も含めて，どのぐらい
の制作能力，人材が集めていけるかという辺り
が，テレビ局経営および産業構造として非常に大
きな課題だと認識しています。
竹中　テレビ広告の話ですが，テレビからネット
への対応で日本は明らかに後れをとりました。で
も後れて結果オーライの面もあります。アメリカ
等々でも，テレビ放送が通信ネットに出て必ずしも
成功していないからです。　
それは明確な理由があります。ネットの世界は，
広告の供給量が無限大です。経済原則として
は，無限の供給ができれば，価格は高くなるわけ
がない。価格がどんどん下がっていく。しかしテ
レビも，その隣にあるネットの影響を必ず受けます
から，長期的には単価に影響を受けざるを得ま
せん。ただアメリカが先に挑戦していくつか失敗
もしていますから，後発者の利益を受けられます。
ベストプラクティスを少しずつ学んでいくチャンスを
日本のテレビ業界は持っていると思います。
堺屋　テレビ局の方々の御意見を伺っていると，
10 年前に私が経済企画庁長官になって金融再
編した時の銀行の言い方とそっくりなのですね。
銀行の方も「いろんな努力しています。こうやっ
ています。ああやっています」と仰って，根本
的なこと，つまり当時市中銀行は 19 社ありました
が，「統廃合して自由競争にする。支店の設立
から金利，商品まで自由競争にする」と言ったら，
「えぇー，私たちは今の枠内で必死に努力して
いますから，これで十分だと思っておりました」と
言うので，結局は全部潰れちゃったのです。今
テレビ局の話を聞くと，この 55 年体制を守ろうと
いうか，そこから一歩も出ちゃいけないという議論
をしておられるような気がいたします。
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竹中さんの仰るように，やはりそれを飛び出さな
きゃいけない。55年体制とは一体何かをはっきり
認識して頂きたい。これは，規格大量生産の工
業社会を作る体系でした。だからテレビは規格
大量生産したものを，大量販売大量広告するメ
ディアとして成功しました。ところが規格大量生
産型の工業社会は既に遠く過ぎ去り，今や多種
少量生産のブランドを作っており，正にブランド価
値が登場している時代です。これをみても北は
北海道から南は沖縄県まで一律に流すという体
制がいかに古くなっているか，無理になっている
かがわかります。そして非常に高コストで，広告
スポンサーを取る営業部門は代理店に任す，制
作は下請会社に任す等と次 と々周辺部を広げて
きた。これは正に90年代後半の日本の銀行と同
じような古い体制に陥っています。
しかし今や広告の概念も変わりました。昔の
広告理論では，広告によって，1万個しか売れな
いものが100万個も売れるようになる。そうすると
大量生産によって単価が下がる。その単価の下
がり方が10あるなら，1の広告費は払っても消費
者に9の価格低下が還元できる。従って広告は
社会的正義である。
ところが今のように，多種少量生産の時代で
は，いろんなブランドが安い値段で出てくる。大
量広告・大量生産で値段が下がらなくなった時
に広告の価値はどこにあるのか。これは真剣
に考えなければいけない問題です。実は広告
によって，人々にその商品の満足感を増やして
いるのですね。つまりコンテンツ制作の基本が
変わっているのです。ところが日本のメディアは，
知名度を上げて，購入意思を喚起する方向に
しか動いてない。これは致命的な問題だと思い
ます。

公共放送の課題
金田　竹中さんの仰った自由度の話ですが，基
本的にテレビ放送には，広告モデルと受信料モ
デルと課金モデルがあります。その広告モデル
には，確かに構造的な問題もある。1つはネット
との競合です。けれども以前から，広告が効か
ない，録画で飛ばされるなど，きっちり打ち返す
べき課題もあったと思います。
NHKで申し上げますと，受信料制度は世帯
数が前提です。ところが2015年までは増えます
が，増えるのは単独・独居世帯です。一方で
2010年代には，お亡くなりになることで消える単
独世帯が出てきます。NHKにも構造不況の側
面があります。
その中で，我々が公共放送として，どういう門
構えをするのか，どの程度の合理化をし，どの程
度の負担をお願いするのか，もう少し考えなけれ
ばいけないと思います。
端的な比較ですが英国BBCの国際放送は，
政府からの交付金560億円でやっています。一
方NHKの平成21年度予算は178億で，うち政
府からの交付金は35億円です。
実はBBCには別途，商業化された国際放送

としてBBCワールドワイドがあります。我々が日
本で見ているBBCはその放送ですが，その規
模の差は恐るべきことで，今後NHKが相当額を
使ったとしても勝てないと思います。その意味で
178億円という部分は，強化しなければいけない
と考えています。
――06 年の「竹中懇」の中では，NHK 改
革も柱の 1つになっていましたね。竹中さんは，
NHKは本来どうあるべきと考えておられ，今の
NHKをどう思っていますか。
竹中　NHKはBBCと並ぶ世界を代表する公
共放送であり，役割は社会にとって大変重要で
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あると考えています。日本は公共放送と民間放
送の二元体制でやってきましたが，この二元体
制は必要なものというのが議論の出発点です。
当時「NHKを民営化しようとしているのでは

ないか」と言う人がいましたが，そんな議論は全
くありません。その上で，公共放送に何が求め
られるのかということでした。
1つは，報道を中心に質の高いコンテンツを提
供してもらうのが，NHKに対する国民の大きな
期待だと思います。2番目が，日本の放送全体を
リードするような仕組みを作って頂きたい。だから
NHKの経営問題もありましたが，日本のコンテン
ツ産業を育成するためにNHKはどういう役割を
果たせるのか，そういうことを考えるのがNHKの
あり方として重要だと考えていました。
今回，NHKはコアの部分の幾つかで，外部

からのコンテンツを受け入れることにしていますが，
こういうことが重要だと思います。ただし，その
観点からすると，巨人阪神戦を本当にNHKが
やる必要があるのだろうか。例えば「大草原の
小さな家」「宮廷女官チャングムの誓い」なども，
私の好きなドラマの1つですが，実はアメリカや
韓国の民放が作っているドラマですよね。その
視点から見ると，NHKが特化すべき側面につい
て，別にNHKがやらなくても良いのではないか，
まだ十分良いものを作ってないのではないかと思
えます。そこの仕組みを，もう少しちゃんと作る必
要があるのではないでしょうか。
最後に1つ，はっきり言ってNHKのコンテンツ
力は落ちていると私は思います。NHKはやはり
日本の良心として，NHKスペシャルや報道につ
いて，さすがにちゃんと事実を踏まえて良識的な
発言をしているという信頼感がありましたが，私
は今その信頼感が揺らいでいるのではないかと
懸念します。

その裏返しかもしれませんが，去年の上期
ですか，ゴールデンの時間帯の視聴率1位は
NHKでしたよね。これは良いことなのか悪いこと
なのか。NHKは視聴率に左右されないで，質
の高い番組を作って欲しい。だから広告収入で
はなく負担金を出すことになっているのですから，
その点についてNHKはどのようにやっていくの
か，明確に示して頂きたいなあと思います。
金田　コンテンツ力が落ちたと仰る方もおられま
すが，一方で褒めて下さる方もいます。しかし，
そのおそれは確かにあると思います。
1980年時点では，NHKのテレビは総合と教
育の2波だけでした。その時，一週間で250時
間放送していましたが，職員は連結ベースで1
万8,400人でした。今は1万6,500人弱に減っ
ていますが，総放送時間は800時間です。これ
ではやはり無理があって，普通の民間企業です
と，28年間一貫して人が減り続ける人事マネジ
メントはありません。落とし過ぎた，戻す，そうい
うジグザグになるものですが，それがないままで
無理が生じていると思っています。そこは今回
の経営計画でも，制作や報道を強化することで
メリハリを付けたつもりですが，まだ十分ではあり
ません。
チャングムなどの話ですが，釜山映画祭への
支援という国策もあります。今放送している「太
王四神記」は高句麗の話ですが，思想や歴史
を踏まえた上で作られています。また「おしん」
などドラマも，我 と々してはしっかり制作してきまし
たが，さらに強化していかなければいけない部門
だと思っています。
昨年前半はゴールデンタイムで視聴率が1位

でしたが，これは狙ってできたのではなく，結果
そうなったことです。宮城県の地震や北京オリン
ピックなどが大きかったかと思います。
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全般に私どもとしては，ビジネスとして成立する
ようなものについては，民放さんにやって頂けれ
ばよいのではないかと思います。しかし今は，民
放さんから戻ってくるような話が多くなってきてい
るというのも一方の事実です。
堺屋　今のお話を聞いていると，職員が増えな
いのに時間が 800 時間になったということ。これ
はNHKさんに，チャンネルを返せという話ですよ。
元の 200 時間にしたら良いのでないかというだ
けの話になります。そうではなくて，チャンネルと
いう国民の財産をお渡ししているのだから，最高
に使うということでお渡ししているのであって，だ
から人数が足りないから駄目だなんて言われた
ら，やっぱりがっかりするのではないでしょうか。
金田　やりようはあると考えています。海外の外
国人向けに始めた国際放送も，国内の日本人
視聴者や在留の外国の方にも見て頂くような仕
組みも大切だと思っています。
今の体制で十全だとは思っていませんし，21
世紀の公共放送のやるべきことは広がっている
と理解しています。その意味では，コストを最低
にするだけではなく，アウトプットを最高にする発
想で，皆さんを説得しきれるような公共放送にし
たいと考えています。
――ここで総務省の山川さんにご発言頂きたい
のですが，制度を設計する側としては今までの
議論をどうお聞きになりましたか。
山川　1 つは堺屋さんのご指摘で，「多品種少
量生産」「大量生産」という軸がありましたので，
そこから考えてみたいと思います。
昭和43年からローカル局を広げ，昭和48年

に基幹的地域を4局以上，準基幹的地域を3局
としました。地域で番組の多様化を強く望む声
があったことが背景にあります。ローカル局の役
割ですが，基本的に地域との密着，各地域にお

ける住民のニーズにきめ細かく対応できるという
点が重要となっています。
個人的な経験で恐縮ですが，私は伊豆で大
雨に閉じ込められ，脱出できなくなったことがあ
ります。一体どこを通ったら東京に帰れるのか，
情報を一所懸命探したのですが，テレビはどの
チャンネルも大停電が起こったニューヨークの
ニュース一色でした。こういった災害時の情報
は，ローカル局でないと出せません。他に地域に
根ざした文化を発信していくことも非常に重要な
役割です。こういったローカル局の役割を重視し
て欲しいと思います。
他方「大量生産」の問題です。最近若い方

がスポーツカーに反応しなくなっていますが，これ
はそういう価値観がテレビから十分に発信されて
こなかった結果ではないかという気がします。テ
レビの重要な役割の1つに，マスの価値観を形
作るということがあると思います。そういう役割を
十分に認識し，各局の経営判断で柔軟な取り組
みをすることで，こうした価値観を守りながら，新
しい時代に対応して頂くことが重要だと思ってい
ます。
――基本の枠組みについてはどうでしょうか。
山川　現在，放送の枠組みをどうしていくかにつ
いては通信と放送の法体系のあり方を検討して
います。またこれまでも，マスメディアの集中排除
原則の緩和や，認定放送持株会社の制度を導
入するなど，各事業が柔軟な経営活動を行える
よう制度を準備しています。
先ほどコアコンピタンスは何かという議論で，コ

ンテンツ制作力とブランド力という話がありました
が，私も正に仰るとおりだと思います。そのコア
コンピタンスを生かして，産業として発展しつつ，
これまで果たしてきた役割をさらに果たして発展
する道を一所懸命探していって頂きたいと希望
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しています。
堺屋　今の局長さんのお話は，これまでの体質，
体制の中でどうするかという議論ばかりで，本当
に総合情報メディアとして発展していくには不十
分だと思います。実際には優勝劣敗もできるでしょ
う。地方ローカル局は，地域情報だけでなく，地
方から全国や全世界に発信することも大事でしょ
う。そうすると，一県の一局だけでなく，地方局
中心に地方単位あるいは全国単位で，連合を
組むなり，共闘提携をするなどで，切磋琢磨して
コンテンツ力を高められます。そういう刺激がない
といけないと思います。
――会場から質問が来ているので紹介します。
「ローカル民放こそ，電波の独占に甘んじ地元
では民放 4 局すべて，毎日，同じ報道ばかりで
す。ローカル民放こそ危機意識が欠如している
のでは？」ですが，これについて樋泉さんはどう
考えられますか。
樋泉　先ほど「HTB 信条」をご紹介しましたが，
地域と共に歩むという理念は全ローカル局に共通
しています。我々は東京キー局のブランチを目指
しているのではありませんし，地域を背負ってい
るという意識がキー局よりも強いと思います。また
テレビ局と視聴者の距離が近いので，厳しく言わ
れることも多いですし，良いことがあれば誉められ
もします。
もう1つ，中央集権化は情報の寡占化に繋が
るので，そこをどう防ぐかが我々の使命でもありま
す。東京で見ると，効率にとらわれてマスマーケ
ティングの議論からはみ出せません。逆に地方
の方が，経営の厳しさの裏返しもあり，コミュニティ
マーケティング，エリアマーケティング，さらにはネッ
トとの連携にも踏み出さざるを得ない部分があり，
その分進んでいます。こういう意識ですべての
地方局がやっていると思っています。

――中央と地方との関係で言うと，堺屋さんはど
うあるべきだと思っていますか。
堺屋　日本では，情報発信は東京のみで，逆に
東京の人は地方の情報が入らないという不幸な
状態になっています。国際的な情報では，欧米
からの情報は入りますが，アジアからの情報は一
般国民の方にはほとんど入らない。
例えば今，中国にはたくさんビルが建っていま

すが，中国の建築家の名前を知っている人は，
建築科の学生すらいない。こういう情報の一方
通行は改めて，地方の話が東京や他の地方に
も伝わるように，地方同士の新しい情報発信が
名物を作り出す。そういうトップリーダーにこの地
方局がなってもらいたいと思います。またNHK
には，世界の情報を欧米を通じずに入れて頂き
たい。それが日本の国際化にも繋がるし全国化
にも繋がると，強く期待しています。

  ［3］アナログ停波を
　　　　　　　どう実現するのか？

シンポジウムのパートⅡでは，NHK放送文化
研究所の村上専任研究員から，地上波テレビの
デジタル移行における課題についてリポートが行
われた。趣旨は以下の通り。
地デジ対応受信機の世帯普及率は半分程度

に留まり，普及目標より遅れている。今後はペー
スアップが必要だが，世論調査からは「ギリギリ
になって行動すれば大丈夫」と視聴者が考えて
いることが浮かび上がる。
受信機普及に関して，NHK受信料の全額免
除世帯にチューナーの配布などを行うとしている
が，世論調査からは「配布の範囲を広げるべき」
「所得制限を設けず，希望者に補助すべき」と
答えた人が半数を超えた。また2011年7月のア
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ナログ停波についても，厳しい見方をする人が多
い。関係する事業者も，デジタル移行の遅れを
予想する社が多く，「視聴者が買い控えをしてい
る」「経済的な余裕がなくなっている」という回答
が多数を占めた。またインフラ面では，共聴施設
の改修が進んでいないことを挙げる社が多い。
共聴施設については，集合住宅共聴と受信
障害対策共聴の利用者ウェブ調査から厳しい
現実が浮かび上がる。今後の改修方法が決
まっていない所が多く，今後地デジを視聴できる
ようになる時期についても「見通しが立っていな
い」という回答が半数ほどを占めた。
残り2年ほどでデジタル移行を完了させなけれ

ばならないとすると，以上の状況からは停波直
前に工事が集中するおそれが出てくる。実際，
工事事業者の87％がその可能性を指摘してお
り，何らかの対策が求められる。

受信機普及と共聴施設の整備問題
――今のリポートは簡単に言えば，国民も関係
業界の人も，2011 年 7月のアナログ停波は結構
厳しいと懸念しているということでした。総務省
の山川さんはどう考えますか。
山川　09 年度地上デジタル放送関連の予算に
は，ポイントが 2 つあります。1 つは，受信機を
実際にお求め頂くために，高齢者，障害者への
働き掛けやサポートを丁寧にしていくこと。それ
から，受信障害対策共聴施設の改修を働きか
けていく点が重要です。
その受信障害施設ですが，全体で約5万施
設620万世帯あります。既にデジタル対応して
いる施設を除くと4万6,700施設525万世帯あ
り，今後ご対応頂く必要があります。方法は3つ，
国あるいは自治体の施設で受信障害になってい

る所は，国あるいは自治体で責任を持って対応
して頂きます。2番目が電力，鉄道，航空事業
などによる受信障害で，これも公共事業者に働き
掛けをし，責任を持って対応して頂く方針です。
最後に一般の施設が3万6,500施設320万世
帯あります。こちらの対応には3つのパターンが
あります。1つはCATVに移行して頂く。2つ目
は個別受信に移行して頂く。そして最後は，改
修で対応して頂く方法です（図4）。
全体を鳥瞰図で見てみましょう。アナログ放送
受信形態を見ると，全体の中ではCATVで視
聴している方がかなり多く，全体5,000万世帯の
4割強，2,200万世帯に及びます。この方々は，
CATV各社で対応していますので，基本的には

CATV
2,200万世帯

受信障害
共聴施設
620万世帯

辺地
共聴
施設
140
万

直接受信
（一戸建て
＋集合住宅）

（集合住宅共聴）
2,040万世帯

全国約5,000万世帯【アナログ放送受信形態の現状】

CATV
2,200万世帯
＋CATV移行分

（最大150万世帯程度）

40～
250万
世帯
程度

直接受信
（一戸建て
＋集合住宅）

（集合住宅共聴）

2,040万世帯
＋個別受信移行分

【デジタル放送の受信形態（2011年7月以降（見通し）】

国・自治体施設　
6,500施設，
 70万世帯　

公共事業施設　
3,700施設，
140万世帯　

一般（民間）施設
3万6,500施設，
320万世帯

改修で対応個別受信への
移行CATVへの移行

うちデジタル化未対応4万6,700施設，525万世帯

受信障害対策共聴施設  5万施設  620万世帯

図 4　受信形態の現状と具体的対応

図 5　受信形態の現状と今後の見通し
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2011年7月までに対応が可能と思っております。
それから受信障害共聴施設が620万世帯ありま
すが，デジタル化により最大9割程度の世帯が
個別受信可能になります。また140万世帯の辺
地共聴施設も，デジタル化対応でそのままご覧に
なれます。従って，直接受信あるいは集合住宅
の所が最終的に問題になってきます（図5）。
その対応ですが，確かにリポートにありましたよ

うに，ギリギリまで遅れると工事が間に合いませ
ん。それを避けるには，基本的に前倒しが必要
です。私どもは2つの考え方を持っています。1
つは，各受信障害施設や集合住宅に個別にご
説明をして，早く対応して頂けるようお願いするこ
とです。もう1つは今回の補正予算で，受信障
害施設を前倒しするために，いくつかの仕組みを
準備いたしました。
その1つは，受信障害対策共聴施設をケーブ

ルテレビに移行する場合は，新たに補助金をお
出しすることでインセンティブにします。
それからデジタル移行の際のトラブルがある場
合に備えて，紛争処理をするための費用を準備
しました。私どもがこうした紛争の現場に入るこ
とで，工事を円滑に動かすことができると思いま
す。それから集合住宅の関係では，約200万
棟1,900万世帯の集合住宅にデジタル化対応を
して頂く必要があります。その中の6割強の施
設については，既にデジタル対応が終わっている
という調査結果もありますが，問題は古い集合住
宅や小規模の場合は，デジタル化対応をして頂
くのに一世帯あたりの費用がかなり掛かることで
す。これについては今回の補正予算で，お住ま
いの方々のご負担を少なくするための補助制度
を設けました。
これらは基本的には今年度集中的にやらせて
頂きます。こうした制度を活用することで，受信

障害施設，あるいは集合住宅施設の対応を前
倒しで行って頂ければ，ギリギリになって工事が
集中することも少なくなるのではないかと期待し
ています。
――集合住宅の改修問題で1つお聞きします。
ケーブルテレビ技術協会に総務省から発注し
て実態調査をされていると思いますが，07年3
月時点では54％の世帯が，デジタル移行を済ま
せており，その後1年で10％弱増えました。そ
して今年の3月時点は，まだ調査結果が出てい
ませんが，07年から08年の1年間と同じペース
だったと仮定すると，まだ210万世帯ぐらいは残
る可能性があります（図6）。
この数字は52万棟770万世帯の場合の推計
ですが，先ほどの山川局長の説明では，集合住
宅は実際には200万棟1,900万世帯でしたね。
52万棟という数字は4階建て以上の集合住宅
であり，1～ 3階建まで入れると，200万棟1,900
万世帯あるということですね。これを単純計算で
試算しますと530万世帯以上がまだ残っているこ
とになります。これを残り2年でやるわけですが，
文研がアンケートで工事事業者に聞いてみますと，
「物理的に工事が集中して難しいのではない

41%
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31%
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残り２年で推定

図 6　集合住宅共聴の改修問題
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か」という声がたくさんありました。この辺りは，ど
うお考えになりますか。
山川　基本は，ギリギリになって工事が集中しな
いよう手を打つことに尽きます。デジタルテレビ購
入については，緊急経済対策でエコポイント制度
を活用して，インセンティブを付与することを検討
しています。
今年度一杯という期限で検討していますが，
今年がポイントの年になると思います。テレビ購
入のインセンティブと，集合住宅や受信障害施
設の改修へのインセンティブを出させて頂くこと
で，全体を前倒しして工事がギリギリに集中しな
いように計画的に取り組んでいくことが重要だと
思っています。
――放送事業者としては，この問題をどう見て
いますか。
前川　私自身は，10 年前から如何にデジタル
移行をするかという最初の議論から参加したも
のですから，その意味で今の時点でもう一度，
基本的なスタンスとして，2011 年に如何にデジタ
ルに移行するか，そのためには何を今行えば良
いかという論点でこの問題を考えていきたいと思
います。
問題は多いというのはわかりますし，山川局長

がいくつかの政策について予算化が措置されて
いることですが，もうちょっと早くそうした政策を実
行していたら状況が違っていただろう。しかし仮
に今，「じゃあ，少し延ばしたら？」って言われても，
ではそのためにどういう政策と手法でアナログ停
波が可能になるのかということ抜きに，「予定通り
の停波は難しい」と言われても，私はあまり生産
的な議論だとは思いません。
今必要なことは，地上テレビデジタル化の政
策目的は何かという原点をもう一度確認すること
です。地デジは，第一に放送と通信の関係を

密にすることで相乗効果を高める。第二にデジ
タル化による空き周波数を新規参入者が利用す
ることで，情報産業の活性化がもたらされる。こ
うしたことで社会的，経済的利益がもたらされる。
これは直接的に受信機購入の動機にはなりませ
んが，地デジの政策目的を改めて明らかにして
おかないと，アナログ終了の基本スタンスが定ま
らないし，視聴者に説明もできないでしょう。今
が，その最後のチャンスだと思います。
これらを明確にした上で，これまで多くの議論
をしてきて，2011年という区切りが制度化された
以上は，その枠組みの中で今何をするべきかと
考えていきたいと思います。
樋泉　北海道でも受信障害集合住宅は，ずい
ぶん心配な問題でした。例えば賃貸住宅は比
較的わかりやすいのですが，分譲住宅では当
事者に経緯がわからない，負担の問題をゼロか
ら説明しなければならない等が大きな課題でし
た。でも今回の補正予算を拝見すると，そこが
ずいぶん前進したので，これで話し合いも相当
進みますし，工事の問題も解決の方向に向かう。
ですから今回の局長の話は，地元にとっては朗
報だと思います。
金田　基本的にデジタル化は世界の流れで，「や
る・やらない」という議論はない。やはり決まっ
た以上はいつかはやらなければ，先延べして後
輩に負荷をかけるよりは，きっちりこなすべき案件
だと思います。
1つ，NHKとしても色 な々ご説明とか論理的な

ことはやらせて頂いていますが，最後は感情のレ
ベルでわかって頂くというところまでいかないと，こ
の話はなかなか難しいのかなとも思っています。
その意味で，テレビというメディアを預かる者とし
て，その辺りの工夫も我 と々してもしっかりとやっ
ていきたいと思っています。
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――総務省の山川さんや放送事業者の方々の
ご発言は，あくまでも送り手側もしくは政策立案
側のお話です。一方文研のリポートでは，まだ
半分以上の人たちがアナログ停波について十
分納得していないという現実が見えています。し
かも視聴者に限らず事業者で見た場合も，テレ
ビ事業者，ケーブルテレビ事業者，工事事業者，
さらには自治体と視聴者に近い側にいる人たち
ほど，期限内のアナログ停波はかなり厳しいの
でないかという意見でした。やはり，アナログか
らデジタルに移行するということの理解，納得が
まだ届いていない部分が残っていると思います。
ここで会場からの質問をご紹介します。自治
体の担当者から「地デジの視聴環境整備が
進まない場合，アナログ停波延期の議論がなさ
れると思いますが，実際に延期できるかどうか。
また，延期した場合のデメリットについて教えて
下さい」ということです。山川さんお答え頂けま
すか。
山川　アナログ停波の延期をするかどうかという
議論の最大の問題点は，停波の時に対応する
という方が「延期か。それならもう少し待つか」と，
さらにお待ちになる点があると思います。私ども
の今の考え方としては，デッドラインがグラグラす
ることで，実際にデジタル対応をして頂く方に不
安感を与え，「まだ良いのかな？」と思われるの
は非常に良くないと判断しています。
実際の問題として，放送事業者は今アナログ

とデジタルの両方の波を出しています。しかしこ
のアナログのシステムは，いつまでも持つものでは
ありません。もちろん維持にもコストが掛かります
し，アナログの機材は次第に世界からなくなりま
す。こうした中，アナログを使い続けると，その運
用が非常に不安定になってきます。しかし放送
が中断した時に，すぐ代わりのアナログの機器を

市場から調達できるかというと，これが徐々に難し
くなってきます。放送が果たしている公共性や役
割の大きさを考えれば，アナログの不安定な運用
は，避けるべきだと思っています。
また完全デジタル化に移行することで，まさに
世界の放送通信市場に日本として打って出るわ
けですが，世界がすべてデジタル化に移行する
中で，日本だけがアナログシステムで残るのは得
策ではありません。むしろ世界に伍して完全デ
ジタル化を実現し，デジタルで世界に打って出る
方向に全体を動かしていかなければいけないと
思っています。
――最後に1つ，今回の補正予算で用意され
た集合住宅および受信難視対策共聴への追加
予算について教えて下さい。これで期限内にア
ナログ停波を遂行できるという目途は，どのような
計算からなっているのですか。その辺りの見通し
を教えて頂けますか。
山川　これで完全に十分ということではなくて，
移行のためのインセンティブを与えるということで
す。例えば集合住宅ですと，かなり前に建てら
れているのでケーブルの帯域が狭く，改修には
多額な費用が掛かる場合があります。また戸数
が少なくて 1 戸当たりの負担が高くなってしまう
場合もあります。これらの場合に限って補助を
出します。本当に対応が大変なのはこういうとこ
ろですので，ここに重点的に対策を打つことで，
全体として前倒しが進むと考えています。
――竹中さん，1つお答え下さい。文研の調査
では，国民の意向および関係事業者の見通しで
は，「そんなに簡単ではない」という答えが少な
くありませんでした。一方山川さんのお話は「何
とかできる見通しがある」となっています。この
辺りのギャップについてはどんな感想をお持ちに
なりますか。
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竹中　政策の話では，例えば「03 年に不良債
権処理ができると思うか？」と聞くと「できない」
という答えが圧倒的となります。でも，やらなけれ
ばいけないからやるというのが政策だと思います。
同じように「郵政が民営化できるか？」とアン

ケート調査をすると，「できない」という人が圧倒
的だった。しかし，やる必要があると政策的判断
をリーダーがして，そして国民に最後は信を問い
ましたが，断行したわけです。ですからデジタル
化の問題についても，最終的には，時の総理大
臣，総務大臣，そして総務省がどのように判断
するかということだと思います。
例えば2010年に，日本ではブロードバンド・

ゼロ地域がなくなります。つまり，すべての市町
村でブロードバンドにアクセスできるような状況が
できる。そして11年には地上テレビがデジタル
化される。まさに，日本は世界に先駆けて，完
全デジタル元年を迎える。ブロードバンドをユニ
バーサルサービスとして世界で最初に実現する
国になるわけです。まさに，これが日本の経済を
活性化して国民の生活を豊かにする。これは
やる必要があるという判断を一旦して，私はそ
の判断を今変える必要はないと思います。
その時に，色々な理解の対立があるかもしれ

ませんが，軟着陸の最終段階でどのような判断
をするかということは，やはりリーダーがしっかりと
国民に訴えて，もちろん国民の納得が必要です
が，そういう方向に持っていくのが，政策のある
べき姿だと思います。
――もう1つ会場から質問が来ました。「デジタ
ル化について国の支援策が示されるのが遅すぎ
たのではないか。今になって視聴者への説明を
始め，間に合わなければテレビが見られなくなる
とは無責任。また放送事業者はデジタル放送が
視聴できない人が多くなっても停波すべきと考え

ているのか」という内容です。やはり山川さんに
お願いできますか。
山川　国の支援策については，すべての経済
活動はそれぞれ個人で対応頂くのが基本です。
しかし今回のデジタルについては，ギリギリの段
階になってやはり支援策が必要だということで，
必要な支援策はすべて打っていくという方針にな
りました。しかしこれは，あくまで経済活動の原
則に対する例外です。その意味で「支援策が
遅すぎたのではないか」「1 年早くやっておれば
もっとうまく行ったのではないか」という指摘はあ
ろうかと思いますが，全体の状況を見ながら必要
最小限の手を打つのが，経済活動に対する国
の原則ですので，私どもも非常に苦しいところで
すが，ご理解頂ければと思います。
――堺屋さんは，ここまでの議論をどうお聞きに
なりましたか。
堺屋　非常に視聴者にはわかりにくい議論だ
と思います。一番大事なのは，地上デジタルに
したら，視聴者にどんな利益があるのか，一度
も語られてないんですね。やはり視聴者が，大
なり小なり費用をかけるためには「こうしたら，
あなた方の見られるテレビはこれだけ面白くなり
ますよ」「そのためには，放送業者も国も頑張
りますよ」「あなた方にこういう利益があります
よ」ということを言わないと，「国が決めたのだ
から，こうだ」「補助金を出すから安くなるよ」
では，やはり納得を得られないという気が非常
にしました。
国会での答弁としては良いですが，国民を説
得するためには「問題がない」と言うのでなしに，
積極的に「国民の皆さん！	こんなに良いことが
あるから協力して下さい，やりましょう」という発
言が必要でしょう。そういう議論であって欲しい
ですね。
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  ［4］地域・社会への貢献の道

シンポジウムのパートⅢでは，NHK放送文化
研究所の吉次主任研究員から，これからの時
代にテレビに期待されていることは何なのか，地
域社会への貢献という観点からリポートが行わ
れた。趣旨は以下の通り。
視聴者のテレビに対する認識では，緊急報道

で大いに頼りになると考えている人が多い。また
「暇つぶし」「リラックス」など娯楽的側面を評
価している人も比較的多い。
地域放送については，放送時間量は「今の

ままで良い」が65％と最多だが，放送の中身
で「地域情報の充実」を挙げた人も60％と高く
なった。さらに地域社会の活性化では，地上波
テレビが他のメディアを大きく上回った。地域活
性化や地域情報の充実で，視聴者のテレビに対
する期待度が高いことがわかる。
一方地方自治体も，地元の放送局に対して地
域情報の充実を求める意見が多い。地域情報
の全国発信や，海外への情報発信を期待する
意見も多い。観光客へのＰＲなどが地域活性化
の実現につながるなど，地上波テレビに高い期
待が寄せられた。
以上のような視聴者や自治体の期待にテレビ

はどう応えていくのかが問われている。

――視聴者も自治体もテレビに対する期待はまだ
まだ大きいようです。地域や社会にテレビがどう
貢献するか，堺屋さんはどうお考えになりますか。
堺屋　テレビがなすべき仕事はたくさんあると思
います。そのうちの極めて大きな部分が，地域
情報を全国，もしくは世界に発信する仕事だと思
います。

今東京でテレビを見ていると，新しい文化は東
京からしか出ないように思える。例えば，本来流
行は全国各地から出てくるものですが，テレビで
取り上げられるのは東京都心部の5区に流行が
伝播して以降です。地方で流行している間はほ
とんど取り上げられない。
また地方から全国に伝えられる情報は，大体，
地場産業，伝統行事，選挙とスポーツ，それか
ら事故ですね。だから東京のテレビでは地方は
選挙と事故ばかりで，全く文化果てる国のように
見える。地方でどんな芸術家がいるのか全然わ
からない。彼らはすべて東京にいると思ってしま
う状況です。特に，地方の行事を国際発信す
ることが少ない。例えば，福岡の「アジアビエ
ンナーレ」という美術展は，パリの新聞には大々
的に報道されましたが，日本ではわずかにパリ発
で報道された程度。皆様方もご存じないかもし
れない。
しかし地域の情報を新しい文化として発信す
ると，若者も「ああ，あそこへ行ったら，こういう
ファッションの仕事ができる」「あそこへ行ったら，
こういうロボットの仕事ができる」と思うようにな
る。地域の方も特色のある文化を育てて，それ
を日本国中や世界中に発信する。例えばアメリ
カですと，テネシーへ行くと草の根ロックンロール，
ニューオーリンズならジャズは世界一など，色々
違いがあります。日本は，全部東京に右ならえと
いう中央集権的な文化状況となっているところが
問題ですね。
皆さん方も東京にお住みになっていると，北海
道や名古屋の野球チームが来たら観戦に行くこ
とはあっても，北海道の管弦楽団が来ても東京
より良いから聴きに行こうと思われないですよね。
これは日本だけの特殊なことです。だから，地
方局がいくつか連合して「うちは管弦楽団」「う
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ちはジャズバンド」「うちはファッションショー」とい
うような育て方をして，それを全国に発信する。
そういう機能を持ってもらいたいですね。
私は，日本万国博覧会以来，地方のイベント

や観光開発などに携わって参りました。それらが
成功したのは，テレビが全国発信してくれたから
です。テレビは重大な使命として，日本の多極化，
多角化を進める先兵になってもらいたいと思って
います。
――中央集権的になり過ぎているのではないか
というお話ですが，会場から質問が来ました。
「地方局からの発信力を妨げているのは，保守
的マインドやリスクを取らない体質であり，それは
キー局からの経営者の天下りも一因ではないか」
という内容です。前川さん，如何でしょうか。
前川　キー局からローカル局の経営者になる例
がどのぐらいあるのか，民放全体の実態を把握
をしてないので，「それが一因」と言われても答
えようがありません。ただ，これまでのテレビ局の
あり方を振り返ると，確かに55 年体制じゃありま
せんが，ある時期までテレビ業界はリスクを冒さ
なくても成長する時期があったと思います。開局
当初は別です。初めは民間でテレビ局ができる
か，それ自体が大きなリスクでした。しかしある
時期から，現状のままで良いという保守性，消
極性が生まれたと思います。けれど今そう思っ
ていては，多分その局はだめになるでしょうから，
そんな経営者だと将来性はないと思います。そ
れはキー局からの天下りかどうかという問題では
ないと思います。
――では，ローカル局の一例として，樋泉さん
の北海道テレビがどう取り組んでいるかを見て
頂きましょう。
北海道テレビは97年からローカル番組をアジ

アの数か国に出していました。その時のコンセ

プトは「アジアに雪を降らせる」です。これが
始まってから07年まで，来日してさらに北海道を
訪ねた人の統計を見ると，9万人から66万人に
増えています。北海道庁もこの番組の影響が
大きかったと認めていますが，ローカル情報を外
国へ出すことのプラスの側面は確かにあると言
えそうです。
さらにエリア内では，98年1月からアナログの
データ放送に取り組んできました。当初はパソ
コンだけで受信でき，例えば北海道内各地方
の地元紙の記事を取り上げたり，様々なコミュニ
ティ情報を取り扱ったりしました。後にパソコン
が使えない人向けに，テレビで電光掲示板みた
いに，複雑な操作なしで次から次へと情報が流
れるような仕組みも開発されています。情報内
容は例えば「犬が迷子になったので探して欲し
い」みたいに，コミュニティ内で必要な情報とい
うのが意味を持つという手応えを持たれました。
そこで地上デジタルが始まって以降は，民放の
中では必ずしも着手されていない局が多いです
が，双方向機能を持ちまして，地域のいろんな
情報を取り上げています。例えば，「どこでどん
な花が咲きました」「今日の天気はこんな感じで
す」みたいな地域の人たちから寄せられたちょっ
としたエピソードを，データ放送経由の双方向機
能で発信しています。
ビジネスの面でも，容易にテレビCMを出せな
かったような小規模の商店も，データ放送から入
る双方向機能の中で，自分の店を紹介するサイ
トが用意され，ここから少額ながら広告料を集め
るトライアルも始まっています。では樋泉さん，こ
ういうことを始められた考え方なり，感触なりを教
えて下さい。
樋泉　デジタルを味方に付けると何ができるの
か，これがずっと課題でした。先ほどの『北海
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道アワー』は，台湾，香港，シンガポールを中心
に衛星放送で配信したのですが，90 年代初頭
にアナログの衛星放送がアジアで100 チャンネ
ル時代になりました。その時に香港の衛星会社
と議論していると，日本の中の北海道からアジア
の中の北海道に変わっていく予兆がありました。
しかも衛星放送やネットが登場し，携帯電話も
普及する。空港の24時間化や，様々なインフラ
も整備されてくる。明らかに観光爆発が想定さ
れる。その時に，地域から情報を発信すること
が非常に大事だと考えたのです。
実際は北海道庁とのプロジェクトでしたので，
内容は観光情報，ＨＴＢ制作のドキュメンタリー
など様々なものがありました。特に北海道には
当時212市町村ありましたが，それを全部紹介
する方針でした。よって観光資源があるとは限
らず，商店街や公共の湯などの紹介となります。
しかし台湾からの観光客がリピーターになると，
そんな自治体に突然台湾の団体が訪れるような
ことも出てきました。情報発信の重要性を痛感
した次第です。特に映像の力のすごさと情報
発信を継続することの大事さ。地域から見たコ
ンテンツの再評価をもう1度することになりました。
海外の視聴者は我々が考えるのとは違う価値観
で見ます。そこでブーメラン効果で，また地域の
価値を創造していくことができます。地域メディ
アがやることはまだまだある。先ほどのデータ放
送のサービスも含めて，やはり地デジは優れた道
具だと実感しています。
しかし東京で行われる地デジサービスの議論
は，どうしてもマスが前提になる。ですが地域
では，相手が良く見える中でサービスをしますの
で，きめ細かいサービスが出てくる。結果として，
地域の地デジサービスは全然違ったものになる。
「地デジで何ができるか」という議論でいうと，

実は一番待っているのは過疎地の高齢者だとい
う実感があります。ですから，先ほど堺屋さんが
「放送局は何もしていない」と仰っていましたが，
地方局の実態はずいぶんと変化していると思い
ます。
竹中　テレビ局の持つコンピタンスは，コンテンツ
制作力とブランド力と冒頭で申し上げました。そ
れらを活かして国民生活を良くし地域に貢献す
る。それをどう実現していくのかが問われている
と思います。マクロ的に言うと，もっと自由に色々
なことができるのだから，それを活用して産業そ
のものを大きくしていくことが日本経済を発展させ
るポイントとなるわけです。
けれども実は国民は，ある意味で相反するも
のを求めています。例えば娯楽や楽しい情報が
欲しい。地域の買い物の情報が欲しい。しかし
実はそれとは別に，テレビは報道という公共性も
担っています。そこが通信と根本的に違うところ
で，その役割は権力からも大衆からも距離を置く
ことで果たされます。大衆のニーズに応ずるだ
けがテレビの役割ではありません。大衆が求め
なくても重要なものを提供するのが公共性の1つ
です。では現状はどうかと言うと，国民の目線で
求められているものを十分提供していないし，国
民からも権力からも距離を置くような報道につい
て質が劣化している。これが実態ではないかと
思います。
そこで多様な求めに応ずる手立てですが，制
度の改正が進んでおり，今の経営努力の中でか
なりできるようになっていると思います。北海道テ
レビさんのが，その一例だと思います。ただし制
度そのものを変えるため，テレビ局はもっと発言す
れば良いと思います。今の枠組みではできること
は限られるかもしれないが，枠組みを変えれば可
能性がもっと出てくると思います。
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公共性云々に関して言うならば，先ほどの地
デジの話が象徴的だと思います。地デジについ
て国民への説得努力が足りないというのは私も
その通りだと思います。テレビ局自身が，アナロ
グ停波に対する国民の考えを聞くことも大事だ
と思いますが，地デジが如何に国民生活にとっ
てプラスであるかをもっと積極的に発信すれば
良い。そこが公共性を発揮すべき面と，人々の
要望に応ずる面との一種トレードオフにある点で
す。これもまだ，両方とも中途半端にしかできて
いないというのが私の最大の懸念です。
とにかく，地域おこしは各地でやられています。
そこにテレビ局がどの程度積極的に参画している
でしょうか。実は90年代の経済対策では，そうい
う地域おこしとテレビ局が一緒に何かやる企画に
対して予算をつけたのですが，モデル事業になっ
た例はほとんどない。多分その時は，地方のテレ
ビ局は守られた規制の中にあって，まさに護送船
団の中，そういう問題意識がなかったのかもしれ
ませんが，そういう成功事例，ベスト・プラクティス
を出してもらいたいと思います。環境としては，か
なりできるようになってきていると思います。
堺屋　竹中先生の発言に加えてもう1つ，テレ
ビ局は住民の代表だと思って欲しいですね。住
民の言いたいことを，日本中や世界中に発信す
る。なかなか個人では情報発信できませんし自
治体もできませんので，メディアにそういう務めが
あると思います。
特に地方局は，地域を代表して発言する。政
治や経済の発言も大切ですが，やはり地方文化
を作るという務めを持っているという意識を持って
頂きたい。そうすると，地元から見ると我が地域
の代表としてブランド価値が高まり，東京とは違
うコンテンツも生まれてくる。北海道テレビさんの
「アジアに雪を降らせる」というのは，誠に良い

企画と思いますが，各局がそういうものを少しず
つ持つ。そのためには今の1府県に1テレビ局
というのが良いか，悪いかという議論にもなります
が，やはり優れた局が，どんどん全国放送ができ
るようにする。そのためには，スポンサーの体制
も変える必要がありますが，是非そういう責任感
と希望を持ってやって頂きたいと思いますね。
――ありがとうございます。続きまして，NHKの
取組みについて議論させて下さい。
北海道テレビさんの海外への発信に相当す

るものは，竹中懇での議論がきっかけで，07年
末に放送法の改正につながり，今年2月から英
語で国際放送するというNHKワールドテレビの
サービスになりました。
これ以外に，放送法の改正の中で出たものと

して，NHKオンデマンドがあります。ネットにテレ
ビ番組を流すという枠組みで，去年の12月から
始まりました。これら2つの取り組みについて，金
田さんはどうお考えなのかをお願いします。
金田　英語で国際放送を行っていく上で，毎正
時にニュースを出します。ところが国内には様々
なニュースがありますが，国際放送で使えないも
のも少なくありません。例えば近隣のどこかでの
発砲事件は国際放送として意味を持ちません。
海外の特派員も日本向けに出すだけではなく，
国際放送を意識して英語でカメラの前に立つよ
うにしています。国内では，科学文化部も英語
ニュースも出すようにしています。
さらに地方の発信力とありましたが，地方の
文化や日本的なものも大いに可能性があります。
またそれ以外にも面白いものがいくらもあります。
例えば高松にはイサム・ノグチさんの旧宅があり
ますが，彼の最後の誕生日のケーキに関するリ
ポートは，ローカルニュースだけでなく，ニューヨー
クでも結構評判になりました。繋ぎ方を上手くす
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れば，地方のニュースは国際的なものになるの
です。
それからNHKオンデマンドですが，基本的に
は見逃しサービスで，ニュースなどのニーズが高
くなっています。ただし実は，処理にまだ時間
がかかり，大変苦労しています。それでも一応
立ち上がり，人気はあるが実際にご購入頂ける
方はまだ少ない状態です。ビジネスモデルとして
も，なんとか定着する目処が出てきたと思ってい
ます。
――地域への貢献とネットでの番組発信の問題
を，前川さんはどうお考えでしょうか。
前川　地域免許制度のあり方については，今
までの放送業界の姿勢としては，チャンネル格
差是正ということで各地域に 3 ～ 4 局を置局し
てきました。それが今，色々構造が変わろうとし
ている中でどうしていくべきか，重要な要素なの
できちんと議論をしなければいけません。そこで
民放業界では，これまでタブーだったテーマもも
はや放置できないということで，議論をしなけれ
ばならないところまで来ていると私は受け止めて
います。
それからネット配信の問題は，冒頭でご覧頂
いた入子構造の絵ですが，即物的に言うとネッ
トは最良の友であると思っています。今やテレ
ビは，ネット抜きには次のステップに進んでいけ
ません。逆にネットの側から見ても，テレビ抜き
には次が難しいと思います。いずれにしても，
あらゆる情報端末にテレビ情報を出すことは必
要で，どういう情報を出すかという問題と，出し
た情報をどう評価するかという仕組みを，私た
ち自身が作っていかなきゃいけないと考えていま
す。
――最後に山川さんにも伺います。今日はテレビ
局経営の問題，デジタル移行の問題，そして地

域への貢献の問題など議論してきましたが，総
務省では 2010 年の通常国会を目処に，従来 9
つあった法律を横断的なものに変えて，総合的
な法体系に変えようという議論がされています。
この中で，テレビなり，テレビ局なりをどんなデザイ
ンで変えようとしているのか，教えて下さい。
山川　通信放送の総合的な法体系は，情報通
信審議会で審議している最中ですので，確定的
なことは申し上げられませんが，3 点について触
れておきたいと思います。
1つは制度を柔軟にするということです。2つ目

は，事業者の経営の選択肢の拡大です。そし
て3点目が，利用者の利益の保護です。
こうした方向性で議論は行われています。放
送についての基本は，やはりコア資源は何で，
それをどう活かしていけるのかを中心に議論が
進んでいければ良いなと思っています。
――この議論は元をただせば，竹中懇から始
まっています。竹中さんも一言お願いします。
竹中　05 ～ 06 年に問題提起をして，その中
で多少の社会的なハレーションはありましたが，
基本的には山川さんのお話の方向に向かって
いると私は認識しています。
重要なのは，多くの経営者に自由を持って頂

くことと，各レイヤの中で競争もしっかりして頂く
ことに尽きる。その自由と競争の中で，公共性
も果たさなければいけない。ただしそれは，国
民を人質に取るような使い方では困る。先ほど
堺屋さんに指摘して頂いたのですが，当時の銀
行の議論と似ています。「銀行には公共性があ
るからそんなに簡単に言われては困る」と，当
時の銀行は皆言いましたが，これも二律背反で
すが，やはり両方を満たしていかなければいけ
ません。その両方に対して，もっとやって頂ける
ところはあると私は思います。
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  ［5］テレビメディアの今後

――時間となりました。ここで最後にパネリストの
皆さんに，ここだけはもう一度押さえておきたいと
いうお話をお願いします。
堺屋　今日本では，「安心・安全な社会」「活
力がある経済」が言われますが，大事なのは「楽
しい暮らし」です。やはりテレビは，それを作る
メディアとして頑張って頂きたい。その意味で
は，テレビ局の方にもっと自信を持ってもらいたい。
衰退産業などと言わず，これから楽しい社会を
作る総合的な業界だと考えてもらいたい。その
自信があれば，競争が激しくなっても，守りでは
なく自ら打って出る。世界に通用するコンテンツ
を作ることに努めてもらいたいと思います。
はっきり言って，日本のテレビ番組は人が多すぎ

て高すぎます。ですが，お金を削るより質を上げる
ことに集中すれば，世界で見られるようになり，ペ
イするようになる。是非楽しい世の中を我々が作
るのだと，今の日本のように年間3万人も自殺する
世の中ではなく，テレビを見たら楽しく暮らせるとい
う世の中を作る気概を持って頂きたいと思います。
竹中　今日はテレビが実際に変わってきたという
話を頂きました。しかし，国民の願い，私も堺屋
さんも皆そうだと思いますが，もっと変われるはず
だと思っているというのが正直なところです。
残念ながら今日のお話を聞いて，テレビがもの

すごく良くなるとは思えませんでした。頑張って
頂きたいと思いますが，やはり鍵はコンテンツです
よ。これから収入が減る中で，コスト削減をやら
れていますが，質を悪くするような削減はいけな
い。もっと削れるところがあるというのが堺屋さん
のお話だったと思います。
ご承知だと思いますけれども，今年の5月から，
あるエンターテイメント会社と通信会社が一緒に

なって携帯の放送局を始めます。この放送局の
番組制作に，キー局が下請けで入ろうとしていま
す。そうであるならば，テレビ局はもっと様々な形
で主導権をとれるのではないかと思いますから，
そこは是非頑張って欲しいと思います。
山川　最後は地デジの話でまとめたいと思いま
す。ある新聞社が行った受信機の世帯普及率
調査です。その中で地デジを既にお持ちの方は，
今「楽しいテレビ」というお話がありましたが，「地
デジ対応にして良かったか」という回答が，「良
かった」「どちらかと言えば良かった」を合わせ
ると81％も居られます。地デジは本当に素晴らし
いもので，実際に見て楽しんで頂ければその良
さは十分にわかると思います。
是非その楽しいテレビ，これからも社会の中で

の役割を果たして頂くために，この地デジの対応
をしっかりやって頂き，さらに公共性を果たして頂
ければと思います。
樋泉　地デジをやってきて，優れた道具というこ
とを本当に実感しています。やっぱり地域のお
年寄りにとって非常に大切な道具になりますし，
ライフラインでもありますし，我々地域メディアが
地域の生活文化をもう1 回掘り起こすというチャ
ンスにもなります。そんなことを実現していく時代
になると思います。そこはきっちり努力していき
たいと思います。
前川　テレビを産業論としてだけでなく，メディ
ア論的に考える時期に来ていると思います。先
ほど「ネットは最良の友」と言いましたが，ネッ
トに置き換わるのではないのです。デジタル化
で番組視聴は時間と場所の制約から解放され
ましたが，それは二次利用等の場合で，やはり
テレビは時間のメディアです。つまり人間は時
間軸から絶対に解放されませんから，それを踏
まえた情報の提供の仕方，同時性という特性を
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備えたテレビとしては非常に大きな可能性がある
と思っています。
それからテレビは言論機関と言われますが，
権力に対する異議申立機能とともに，国民の共
通の意識空間を作る機能も非常に強い。特に
情報が多様化すればするほど，逆に国あるい
は政治がマスメディアを必要としてしまうのでは
ないでしょうか。その時，異議申立機能と情報
の共有機能の間で，どうしたらメディアとして自
立できるのかを考えるのが大事なテーマだと思
います。
このメディアとしての自立の問題を軸に，デジ

タルによる情報環境の急速な変化の中で，テレ
ビジョンの特性を踏まえた今後の可能性を考え
ていくべきだと思います。
金田　私は何故，公共放送に興味を持ったか
をご披露して締め括りにさせて頂きます。
90年代の半ばをカナダで過ごしました。この
国はアメリカと接し，国境から100キロ以内に圧
倒的多くが住み，基本的に言語は英語ですの
で，アメリカ文化圏に取り込まれて当然という国
です。ところが実態は全く異なっていました。国
民皆保険で，ガンコントロールの事情が全く異な
り，メートル法を使っています。歴史的に見ても，
北爆の時に北ベトナムとの調停をし，中国と国交
回復で役割を果たすなど，独特のスタンスを取り
続けてきました。その文化や社会で独自性を保
つ前提に，テレビが大きく関与していたのです。
本日は前川さんから「共通の情報空間」とい

う言葉を頂きましたが，こうした点を意識して制
作も含めてきっちりやっていきたいと覚悟を新た
にしました。これから苦しい時期を迎えますが，
NHKとしても，あるいは国全体としても，うまく胸
を張って乗り越えるような形に持っていけるよう，
放送を担う立場で考えていきたいと思います。

  おわりに

当シンポジウムは，冒頭で触れた通り，放送開
始以来の危機に直面している地上波テレビの課
題を，テレビ局経営・アナログ停波・地域への
貢献という3テーマで議論を行った。しかもパネ
リストには，放送業界と現在直接利害のない有
識者にお入り頂き，忌憚のない意見を開陳して
頂いた。その2人が一貫して仰ったことは，「テ
レビ局が変化をしなければいけない」という点で，
企画をした側の仮説とも重なる部分が少なくな
かった。
仮説の1つは，55年間続いた経営手法だけ

では通用しない時代が来たのではないかというも
のだった。2つ目は，期限内にアナログ停波を遂
行するためには，送り手の論理だけでは受け手
が納得しない。受け手の立場に立った対策が
必要。そして3番目が，放送局ネットワークが中
央集権的に形成されているため，地域社会への
貢献という視点を再度位置付け直す必要がある
のではないか，というものだった。
議論を通じて見えてきたのは，未曾有の危機
的経営環境や，あと2年と迫ったアナログ停波
に対して，正しい対応に努めないと事態は一刻
も猶予のない状況になっているという多くの関係
者の認識である。後はそれを実行に移せるか
否か，その中でコンテンツ制作力とブランド力と
いうテレビ局のコアコンピタンスを活かせるか否
かによる。前例にとらわれない柔軟な発想が今
ほど求められている時代はない。

　　　　　　　　　　　（すずき ゆうじ）


