「孤独なテレビ視聴」と公共放送の課題
～「日・韓・英 公共放送と人々のコミュニケーションに関する国際比較ウェブ調査」の２次分析から～
メディア研究部（海外メディア研究）米倉
関西大学社会学部准教授

山口

律
誠

1．公共放送のジレンマ

ねくその放送を提供する「ユニバーサルサービ

「BBC のウェブサイトは，イギリスでも第 3 位

存在する多様な価値観やニーズを反映した公共

のサイトだが，利用するたびに私は完全に一人

放送の番組が多数の視聴者の目に触れること

きりで見ているように感じてしまう。」―これ

（＝「共有体験」）を通じて，社会の多様性や民

は 2008 年秋に英 BBC のデジタル戦略担当役

主的な意思形成が媒介され得るのだ，という

員に就任した E. ハガーズ氏が，BBC のインター

想定が存在していた。

ネットサービスの現状について漏らした感想で
1）

ある 。

ス」を義務づけられている。そこには，社会に

しかし，過去 20 ～ 30 年のあいだに各国で
進展した多チャンネル化やインターネットの普及

BBC は iPlayer（VOD 型の番 組 配信サービ

などメディア環境の急激な変化と，各国の公共

ス）をはじめとする一連のネットサービスを，視

放送の視聴シェアの持続的な低落傾向は，こう

聴者のBBC 離れを食い止めるための重要な戦

した想定を無効化しつつある。その結果，公

略と位置づけ，積極的に展開している。だが，

共放送が人々に基本的情報やサービスを提供

そうした戦略が逆に，テレビ視聴を通じて得ら

するうえで有効な社会的装置であるというコン

れるはずの「共有体験（shared experience）」

センサスや，市民一人ひとりが「受信料」等の

の機会を視聴者から奪い，テレビ番組の「孤独

形で公共放送の財源を支えるべきだというパラ

な視聴」を生み出してしまう可能性があることを

ダイム自体も揺らぎ始めている（E.Katz, 1996；

上記の発言は示唆している。しかしそれだけで

D.Tambini, 2004）。

なく，このエピソードは，近年の放送メディア，

こうした中，各国の公共放送は，視聴率や

特に公共放送が直面している大きなジレンマの

接触者率 2）をいかに回復させるかを至上命題に

所在を物語ってもいる。そのジレンマとは，概

掲げながら，特にテレビ離れが著しい若年層向

略以下のようなものである。

けサービスのテコ入れや，インターネット向けの

日本をはじめ世界の多くの国において公共放

番組配信などに力を注いでいる。しかし，若

送は，報道，教養・教育，娯楽など各ジャンル

年層など特定の視聴者層をターゲットとした番

の番組をバランスよく編成する「総合編成チャン

組や，インターネットを使ったオンデマンド型の

ネル」として規律され，その多くが国内にあま

サービスのような個別化・細分化されたサービ
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スを拡大していくことによって，仮に全体として

あるか」
「友人や知人にすすめられた番組を見る

の接触者率の拡大は達成し得たとしても，それ

ことがあるか」について，日・韓・英の3 か国で

が必ずしも多様で多数の視聴者がひとつの番

聞いた結果である。
「話題になっている番組を

組を視聴する「共有体験」を生み出すとは限ら

見る」ことが「よくある」
「ときどきある」を合わ

ない。

せた割合は，韓国 84％，イギリス73％，日本

こうして世界の公共放送は今，両立の難しい

63％と，日本が最も低くなっている。また，
「友

二つの命題に同時に向き合わなければならなく

人や知人にすすめられた番組を見る」ことが「よ

なっている。すなわち，公共放送への接触者

くある」
「ときどきある」という割合は，イギリス

率をどう拡大するかという命題と，自らの存在

が 74％で最も高く，日本は 51％で最も低くなっ

意義の前提をなす，テレビ視聴における「共有

ている。

体験」をどう担保していくことができるかという

一方，テレビ番組を選択する際に何を参考に

命題である。冒頭に紹介した BBC のエピソー

するかについて聞いた質問では，
「新聞や雑誌

ドは，まさにこのジレンマを端的に表現したも

などの記事」
「テレビの番組宣伝や紹介」を「よ

3）

のであると言える 。

く / ときどき参考にする」という回答の割合は

本稿は，こうした問題について考える手掛か

図1

りを得るため，2009 年 3月に実施した「日・韓・

テレビを見るきっかけ
よくある

英，公共放送と人々のコミュニケーションに関
する国際比較ウェブ調査」4）の結果の再分析を

日

14

行うものである。調査では，テレビ番組を視聴

話題になって
英
いる番組を見る

16

する際に，人々がどの程度「共有体験」として

韓

の意識を持っているかについて，いくつかの角
度から質問した。以下では，これらの質問の
結果を中心に，放送番組の視聴における「共

友人や知人に
すすめられた
番組を見る

有体験」の現状分析と，そこから見えてくる課

10

英

13

2．
「孤独なテレビ視聴」と人々の
「政治・社会意識」
（１）日本の「孤独なテレビ視聴」
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問の結果をみてみたい。この質問は，人々の人

日

22

間関係やコミュニケーションとテレビ視聴との関

テレビの
英
番組宣伝や紹介
そう思う

21

図 1 は，
「話題になっている番組を見ることが

32
57

0

最初に「テレビ視聴のきっかけ」についての質

係性を明らかにすることを意図したものである。

49
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韓

図2

あまりない
まったくない

35

日

題の抽出を試みる。
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韓
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あま31
り参考にしない

テ

日本が 3 か国の中で最も高かった（図 2）
。すな
わち，
「新聞や雑誌などの記事」を「よく / とき

図 3 「他にもたくさんの人達が一緒に見ていると感じる」
％
90

よくある

どき参考にする」という割合は，日本の 79％に
対して韓国 61％，イギリス59％であり，また「テ
レビの番組宣伝や紹介」を「よく / ときどき参

32

60

36

41
42

49
19

30

50

韓

英

日

ドラマ

43

30

22
韓

英

ニュース・
ニュースショー

これらの結果は何を意味しているだろうか。

21
日

韓

英

日

0

42

42
43

39

35

36

30

考にする」という割合も，日本は韓国やイギリス
と比べてやや高い。

ときどきある

バラエティ番組

「新聞や雑誌などの記事」を参考にするかどう

このグラフをみると明らかなように，テレビを

し引いても，日本ではテレビを視聴するきっか

視聴しているときに得られる共時感覚は，イギ

けとして，身近な人から提供される情報や口コ

リス・韓国と比べて，日本では顕著に低い。と

ミなどによる話題性よりも，マス・メディアが発

くに「ニュース・ニュースショー」では「よくある」

信する情報が活用される傾向が強いという特徴

と回答した割合は，日本では19％で，イギリス

今回の調査では，テレビ視聴が「共有体験」
として成立する際に重要な意味を持つと考えら
れる「時間共有の意識」
（以下，共時感覚）に

バラエティ番組︵英︶

があるように思われる。

バラエティ番組︵韓︶

ている可能性もある。しかし，そうした点を差

ドラマ︵韓︶

ら3ジャンルについての結果を示したものである。
ドラマ︵英︶

購読率も高いという日本の特殊な事情が影響し

ニュース・
ニュースショー︵韓︶

韓国ではドラマ（50％）であった。図 3は，これ

ニュース・
ニュースショー︵英︶

かについては，新聞の宅配制度が普及していて

（49％），韓国（42％）の半分以下である。また，
18.0

日本
日本で
「よくある」という回答が最も多かった
「バ

16.0

英国
韓国

ラエティ番組」でさえ，イギリス（30％），韓国
14.0
12.0
（43％）
よりも日本（22％）は顕著に低い。

ついても質問している。これは，テレビ番 組

10.0

を「ニュース・ニュースショー」や「ドキュメンタ

人の割合を合わせて「ある」とし，今回調査し

リー」
「スポーツ番組」
「ドラマ」
「バラエティ番

た
4.07つの番組ジャンルの平均値を算出すると，

組」など 7ジャンルに分類したうえで，それらの

2.0 48.5％，イギリス69.5％，韓国 72.8％であっ
日本

視聴が，他の多くの人々と同じ時間を共有する

0.0 イギリスと韓国の差が 3.3％であるのに対し，
た。
-10点 -8点 -6点 -4点 -2点 0点 2点 4点 6点 8点 10点

共時感覚を生み出しているかどうかについて質

英・韓と日本の差は 20％以上も開いており，日

問したものである。質問文は，
「あなたは，次

本のみが全体の半数に満たない結果となった。
英国

のような番組を見るとき，他にもたくさんの人達

以上の結果からは，現在の日本におけるテ

が一緒に見ていると感じることがありますか」と

レビ視聴の特徴が浮かび上がってくる。それは

いうもので，これに対して「よくある」
「ときどき

日本におけるテレビ視聴が（少なくともインター

ある」
「あまりない」
「まったくない」から選んでも

ネット利用者の間では），他人とのコミュニケー

らった。

ション的な連関から切り離され，また他人と同

ここで「よくある」
「ときどきある」と回答した

8.0

6.0

日本

韓国

その結果，
「よくある」という回答の割合が 7

じ時間を共有する感覚を生み出しにくくなって

ジャンル中，最も高かったのは，日本ではバラエ

いるというものである。ジャンルによっても傾

ティ番組（22％）
，イギリスではニュース（49％）
，

向はやや異なるが，日本におけるテレビ視聴
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は「共有体験」としてよりも，個人的な体験（＝

図4

公共放送・商業放送と「共時感覚」

「孤独なテレビ視聴」）としての性格が強い可能

（２）公共放送・商業放送の視聴と共時感覚

ときどきある

ニュース・
ニュースショー

性がある。
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大きな違いがある。
どちらを多く見るかという質問もしている。日
本では「公共放送（NHK）のほうをずっと多く
見る」
「どちらかといえば多く見る」を合わせた
「NHK 視聴派」の割合は12％，
「公共放送と商

NHK 視聴派
バラエティ番組

今回の調査では，公共放 送と商業 放 送の

33
26

38
35

14

28

37

15

27

12

35

商業放送視聴派

24

40

バランス視聴派

21

44

15

8

26

31

21
24

12

25

31

0

15

38

13

NHK 視聴派

まったくない

36

27

ただし，この「孤独なテレビ視聴」という状
のか商業放送（民放）の番組なのかによっても

あまりない

よくある

10

34

20

40

20

60

100 %

80

業放送の両方を同じぐらい見る」と答えた「バ
ランス視聴派」は13％，
「商業放送のほうをずっ

み出していない。とくにドキュメンタリーのよう

と多く見る」
「どちらかといえば多く見る」を合

な社会的関心を喚起するジャンルの視聴では，

わせた「商業放送視聴派」は 73％だった。

共時感覚が「ある」
という割合が韓国
72％，イ
まったく参考にしない
よく参考にする

この 結果と， 先 述の「 ニュース・ニュース
ショー」
「ドラマ」
「バラエティ番組」に関する

ときどき参考にする あまり参考にしない
ギリス63％であるのに対し，日本は40％と半

新聞や雑誌などの記事（日）

52

27

共時感覚の質問結果とをクロス集計したもの

新聞や雑誌などの記事（英） 13
な違いが観察される。

46

が図 4 である。

新聞や雑誌などの記事（韓） 13

48

これをみると，
「NHK 視聴派」では日本で
最も高い共時感覚を生み出している「バラエ
ティ番組」よりも，
「ニュース・ニュースショー」
において高い共時感覚を得る傾向があり，逆
に「商業放送視聴派」では「バラエティ番組」
や「ドラマ」のほうが「ニュース・ニュースショー」

14

7

数を下回っており，英・韓と日本の間には大き
23

18

27

11

（３）共時感覚と「政治・社会意識」
テレビの番組宣伝や紹介（日） 22
56

16

5

これらの結果を踏まえたうえで，ここで注目

テレビの番組宣伝や紹介（英）

21

55

17

7

したいのは，テレビ視聴における共時感覚と，

テレビの番組宣伝や紹介（韓）

19
55
21
5
視聴者の「政治・社会意識」
との間に顕著な相
0

20

40

関関係がみられる点である。

60

80

100

調査では，人々の「政治・社会意識」につい

よりも共時感覚を得やすいことがわかる。つま

て，政治・社会的な事象への関心や理解，時

り，テレビ視聴は一枚岩なのではなく，公共

事的な問題や論点について話題にすることがあ

放送を多く見る人と商業放送を多く見る人で

るかなど 5つの質問を行った。図 5 は，これら5

は，番組ジャンルによって共時感覚を感じる傾

つの質問への回答結果を点数化し合算したうえ

向が異なっているのである。

で，
「政治・社会意識」の高いグループ，中程

それでもイギリスや韓国と比較すると，日本
のテレビ視聴は，顕著に低い共時感覚しか生

度のグループ，低いグループの3グループに分
類し，各国における分布を示したものである。
まったく参考にしない
あまり参考にしない
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ときどき参考にする

イギリス，韓国に比べ，日本では「意識高」グ
5）

ループの割合がかなり低いことが分かる 。

従って，テレビ視聴において共時感覚を得る割
合がイギリスや韓国と比べ相対的に低い日本に

さらに，先述の共時感覚に関する質問（全

おいても，高い共時感覚を得るグループでは，

7ジャンル）について，
「よくある」という回答を

その他のグループと比べて「政治・社会意識」

+2，
「ときどきある」を＋1，
「あまりない」を－1，

は顕著に高い。

「まったくない」を－2として回答者ごとの得点を

もちろん，
「政治・社会意識」と共時感覚の

高／中／低の3グループに分類し，図 5 の結果

間に相関関係があるとしても，両者の間に因

とクロス集計したものが図 6 である。

果関係はあるか，またその方向はどうかといっ

これを見ると，すべての国で「政治・社会意

た点については，今回の調査結果からは判断

識」と共時感覚が，同じ正の相関関係を示して

できず，疑似相関の可能性も否定はできない。

いることが分かる。すなわち，テレビ視聴にお

だが，先の図 3 にも示されているように共時感

いて高い共時感覚を得るグループでは「政治・

覚に関する質問結果は 3 か国で大きく異なるに

社会意識」も高く，逆にテレビ視聴によって共

もかかわらず，すべての国で共時感覚と「政治・

時感覚を得る割合が低いグループでは，
「政

社会意識」が同様の相関関係を示していること

治・社会意識」も低いという相関関係である。

は見逃せない。
ここまでの分析から得られた内容は次のよう

図 5 「政治・社会意識」3 グループの分布
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や公共放送か商業放送かといったチャンネル
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の結びつきが強い。ただし，国によってその比
率はかなり異なり，また視聴する番組ジャンル
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「共時感覚」低
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意識」との結びつきが低く，高い共時感覚の
得られるテレビ視聴は，
「政治・社会意識」と

図 6 「政治・社会意識」と「共時感覚」

「共時感覚」高

がある。
「孤独なテレビ視聴」は「政治・社会
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31

27
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25
34

性について，これまでの政治学や社会学など

国民の品質証明，匿名の共同体へのあのすば

で蓄積されてきた議論に照らしながら考察を

らしい確信を創り出しているのである」と述べ

深めたい。

るアンダーソンは，日刊新聞の共時感覚が「国
民」という想像力の普及において果たした決定

（１）共時感覚とメディアの関係史

的役割を指摘する 6）。

20 世紀の初頭に『世論と群衆』を著した G.

もちろんタルドが論じた「公衆」とアンダーソ

タルドは，日刊新聞の広範な普及によって「肉

ンがいう「国民」は同一の概念ではなく，両者

体的接触という条件はしだいに重要ではなく」

の異同に関しては慎重な考察が必要だが，ここ

なっていき，そのかわりに「おびただしい数

では，近代市民社会における社会的主体（「公

の他人にも，この一瞬に，この考え，この情

衆」あるいは「国民」）をめぐる想像力におい

熱がわけあたえられているという，彼らめい

て，日刊新聞というメディアが可能にした共時

めいの自覚」が共有されることで，
「公衆（the

感覚の広範な浸透が決定的だった，という論

public）
」という新しい社会的主体を出現させ

点を確認するにとどめておく。

る，と論じた（G.タルド，1901=1964）。

それを本稿の議論に接続すれば，メディア

吉見俊哉によれば，タルドの公衆論の要点

が生み出す共時感覚は，近代市民社会における

は「社会的集合の変化をメディアの変容と結び

「政治・社会意識」の形成と増進にとって必要

つけて考察していた点」にあるという（吉見俊

不可欠な一要素であり，従来の学説と照らし合

哉，2004）。すなわち公衆とは毎日，同じ時間

わせて前者と後者に相関関係を見ることは合理

帯に，同じ紙面を幾万もの人々が同時に読むと

的かつ妥当である，と言えるだろう。

いう，日刊新聞が可能にした共時感覚によって
生み出されるのであり，
「『公衆』は，このよう
にメディアに媒介された同時性を想像すること
を通して現れる」と考えられる。
日刊新聞というメディアが可能にする共時感

（２）放送メディアが作りだす社会的時間
ならば，前節で見たテレビ視聴によって得ら
れる共時感覚は，日刊新聞の共時感覚と，い
かなる関係にあるのだろうか。

覚に注目したのは，タルドだけではない。
『想

例えば，生番組や中継番組という事例からも

像の共同体』のなかで B.アンダーソンは，
「新

容易に想像できるように，人々が共有し体験す

聞の読者は，彼の新聞と寸分違わぬ複製が，

る同時性の創出という点ならば，日刊新聞より

地下鉄や，床屋や，隣近所で消費されるのを

もテレビの方が，さらに強力に推進していると

見て，想像世界が日常生活に見えるかたちで根

いう側面がある。そしてテレビだけでなく，そ

ざしていることを絶えず保証される」と，タル

れに先行して実用化されたラジオも含む放送メ

ドの議論を敷衍した考察を記している（B.アン

ディアは，日刊新聞が可能にした近代社会の共

ダーソン，1991＝2007）。こうした共時感覚を

時感覚を継承しつつ，さらに高次の「時間の共

めぐる不断の保証が，
「国民という想像の共同

有体験」を生み出した，と考えることができる。

体の性質を『表示』する技術的手段」を実現し

この放送メディアの共時感覚について理解し

た日刊新聞の特性であり，それによって「近代

ようとする際，時計が刻む「物理的な時間」と
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は異なる，別次元の「時間」概念を想定するこ

ケーションのうちに現れ共有される，近代社会

とができる（山口誠，2008）
。ここでは仮に，

に特有な「共有体験」である。

メディアの共時感覚によって成立する時間とそ
の意識を「社会的時間」と呼びたい。

社会的時間という視点から見えてくるのは，
「時間の縦糸」とは別にある「時間の横糸」の

社会的時間とは，時計が示す物理的時間と

存在であり，その機能である。例えば録画番

は異なる水準に現れる時間意識であり，人々

組や再放送番組が，そのオーディエンスの間に

がその時間感覚を体験し共有することで生ま

社会的時間を生み出すことがあり，一人で視聴

れる，時間の社会意識である。例えば時計が

していても「他の人と一緒に見ている」という共

示す「正午」や「午前 6 時 30 分」などの特定の

時感覚を得ることもある。

時間を意識しても，その時間を物理的に共有

本稿の筆者の一人，山口誠は，大阪北部の

する他者と私の間には，何ら「共有体験」は生

千里ニュータウンに居住する高齢者のメディア

まれないだろう。しかし大晦日の『紅白歌合戦』

利用に関する聞き取り調査を進めている。その

や4 年に一度のオリンピック大会の放送番組を

なかで国会中継の番組を日常的に視聴する習

介した特定の時間は，放送局とオーディエンス

慣を持つ独居の高齢者がいた。同氏は，なぜ

の間を通る「時間の縦糸」と，その縦糸を共有

か国会中継の音声を消して「視聴」することが

するオーディエンスたちの間を通る「時間の横

多いという。その理由を聞くと「世の中との繋

糸」の結び目に現れる社会的時間として，人々

がりがほしい」から，同時刻に別のチャンネル

に体験される場合がある。

で放送されている古いドラマ番組や，若年層向

例えば日常的には演歌や歌謡曲を聞かない

けのワイドショー番組などではなく，
「生」の国

若者が，12月31日の夜になると『紅白歌合戦』

会中継番組を好むという。つまり放送内容では

を視聴したり，オフサイドやロスタイムなどを理

なく，放送が保証する「いま」という社会的時

解しない高齢者がワールドカップサッカーでは

間を共有するため，そして他の人々と繋がってい

日本代表チームの試合中継を視聴することが，

るという共時感覚を得るために「視聴」してい

しばしばある。このような視聴行動は，放送さ

る，と思われる。

れる内容そのものに興味があるというよりも，

同氏はデイサービスを利用して日常的に他人

むしろ放送を介して存在保証される社会的時

と交流し，時に友人と長電話もするという。し

間を共有するための行動として，理解すること

かし放送メディアの社会的時間は，そうした複

ができる。

数の共時体験とは異なる水準で，より広く「世

こうした社会的時間の共有は，他者と私が
繋がっている共同意識を保証するだけでなく，

の中と繋がっている」ことを視聴者に感じさせ
る，独自の共時感覚を供給している。

それを共有する人が多いほど，社会的時間が

これは特殊事例ではなく，例えば帰宅直後

保証する共同意識はより増幅され，より広範に

に見るともなくテレビの電源を入れる行動や，

循環して，強まっていく特徴を持つ。それは時

先述の『紅白歌合戦』などの「生中継番組」の

計を介した物理的時間の共有やその習慣化だ

視聴とも通底する行動と考えられる。

けでは生成しない，メディアを介したコミュニ
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約言すれば，たとえ独りでテレビを見ていて

も，それがただちに「孤独なテレビ視聴」であ

以来，大きな論争の対象となってきた。

る，とはいえない。個人的視聴からも共時感

社会関係資本（social capital）は，
「相互利

覚を得ることができ，そこから「共有体験」を

益のための調整と協力を容易にする，ネット

得ることができるのである。

ワーク，規範，社会的信頼のような社会的組

こうした，メディアを介した共時感覚は，先

織の特徴を表す概念」と定義される（R. パット

述のように日刊新聞など他のメディアでも観察

ナム, 1995＝2004）。つまり，社会関係資本は，

できる。ただしラジオとテレビを含む放送メディ

人々が作る社会的諸関係やネットワークの中で

アは，そのメディア特性ゆえにさらに強力な社

共有される規範や価値，理解や信頼によって

会的時間を供給してきた。とくに 20 世紀後半

構成されるものであり，人々が相互の繋がりや

に普及したテレビは，その番組視聴によって共

連帯を強めるうえで，また社会，コミュニティ

時感覚を生み出し，日刊新聞の読者よりも広範

を合 理的・効率的に再 生産していくうえで不

で多様な人々が共有できる社会的時間を生成

可欠な社会的資産として理解することができる

してきた，と考えられる。

（米倉律，2007）。
社会関係資本が近年，社会科学の多様な

４．
「孤独なテレビ視聴」と社会関係資本

分野で注目されるようになっている背景には，
世界 の 多くの国 で「 社 会 的 排 除 」
（ ＝social

以上のように放送メディアは，社会的時間の

exclusion）と呼ばれる現象の深刻化がある
（宮

生成を通じて，人々のあいだに一体感や文化

川公男，2004；福原宏幸編，2007）。そこに

的アイデンティティを供給・涵養してきた。だ

は社会的格差の拡大や，貧困層，失業者，移

が他方で，テレビ視聴は人々から政治・社会

民などマイノリティの差別や疎外によって，地

への関心や参加意識を失わせ，結果として社

域やコミュニティの分裂・分断状況が深刻化

会的な共同性や連帯意識を解体させてきたの

し，社会の民主的で合理的な再生産が困難に

ではないかという見方もある。本稿が，共時感

なっているという問題意識がある。そうした中，

覚を生まない「孤独なテレビ視聴」と呼んでき

階層を越えた人々の繋がりや連帯を作り出し，

たものは，まさにそうした性格を持っているよ

政治・社会への帰属や参加を促進することで

うにも思われる。

機能不全が指摘される民主主義を再活性化さ
せるための鍵を握るものとして社会関係資本

（１）社会関係資本の減少とテレビ
テレビと政治・社会意識の関係に関するこう

がクローズアップされているのである（OECD，
2001；内閣府，2003）。

したネガティブな見方を代表するもののひとつ

パットナムはその著書“Bowling Alone”
（『孤

として，近年，学際的な調査・研究が活発化

独なボウリング』）において，選挙の投票率，

している「社会関係資本」を巡る議論を挙げる

NPO やボランティア活動といった市民組織や

ことができる。その主要な論者であるアメリカ

活動への参加率・組織率など，社会関係資本

の政治学者 R. パットナムは，
「社会関係資本」

に関連する様々な社会指標の時系列データを

の減少にテレビが深く関与していると指摘し，

実証的に検証し，アメリカ社会における社会関
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係資本が過去数十年にわたって持続的に減少

すなわち，日本では，イギリスや韓国と比

している様相を描き出した（R. パットナム,2001

較するとテレビ視聴が他人とのコミュニケー

＝2006）。そして，この社会関係資本の持続

ション的連関から切り離され，また他人と同じ

的減少がアメリカ社会の多元性や活力を奪い，

時間を共有する共時感覚を生み出しにくい「孤

人々のあいだにアパシー（政治・社会的無関心）

独なテレビ視聴」の傾向が強い。また，この

や政治的シニシズムを生み出していることに警

傾向と日本における「政治・社会意識」の低

鐘を鳴らした。

さとの間には相関関係が存在している可能性

社 会 関 係 資 本 はな ぜ 減 少してきたの か。

が高い。だとすれば，調査結果にも示された

パットナムは，その主要な要因のひとつとして，

日本における「政治・社会意識」の低さの背

7）

テレビの普及を挙げる 。アメリカにおけるテ

景には社会関係資本の減少という問題が存在

レビの世帯普及率は，1950 ～ 60 年代に急上

し，そこにテレビあるいは「孤独なテレビ視聴」

昇し，それに伴って人々のテレビ視聴時間も

が重要な要因として関わっていると考えること

急 増，1995 年までに 1 人 当たりの1日のテレ

も可能なように思われる。

ビ視聴時間が平均約 4 時間という高水準に達

日本における社会関係資本の状況について

した。パットナムは，このテレビの急速な普及

は 様々な 傍 証もある。 例えば，OECD が 加

と社会関係資本の減少との間に強い相関関係

盟 30 か国を対象に行っている世界価値観調査

が存在していると主張する。
パットナムによれば，テレビの広範な普及は，

（World Value Survey）では，社会関係資本
に密接に関わりのある6 つの項目を「社会的結

かつて野球場や映画館などで集団で楽しむも

束（Social Cohesion）指標」として測定し，国

のだった人々の娯楽を，家庭で個別に楽しむも

際 比 較を行っている（OECD，2005=2006）。

の（テレビ視聴）へ変質させ，さらにそのスタイ

このうち，
「友人，同僚，団体などの人と一緒

ルも家族での視聴から個室における個人視聴

に時間を過ごすこと」がどの程度あるかを測定

へと変化させていった。そして余暇におけるテ

した「社会的孤立度」という指標をみると，日

レビへの依存は，様々な社会的，地域的活動

本はメキシコと並んで最悪の水準となっている

への市民参加や関与の低下をもたらした。1日

（図 7）。また，人口 10 万人当たりの自殺率が，

当たりのテレビ視聴時間が 1 時間増加すると，

日本はハンガリーに次いで 2 番目に高い。これ

様々な市民的，集合的活動への参加・関与の

らのデータは日本において人間的・社会的諸関

割合が約10％低下するという負の相関関係が

係のネットワークが極めて脆弱で危機的水準に

あるというのである。

あること，従って社会関係資本の枯渇状況が
生じている可能性が高いことを示している。

（２）日本の「孤独なテレビ視聴」と社会関係資本
こうしたテレビと社会関係資本をめぐるパッ

（３）テレビと社会関係資本の両義的関係

トナムの議論は，今回の 3 か国調査から見出

ただし，パットナムの議論は，テレビを一面

された，日本に関する幾つかの特徴を理解す

的にしか理解していないのではないか，という

るうえで興味深いものである。

批判も少なくない。
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図 7 「社会的孤立度」
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視していることに対する批判もある（辻大介，
2005； P.Oh, 2007）。これによれば，すべての
テレビ番組が社会関係資本の減少に関係して
いるのではなく，報道番組，討論番組などの
ように，ジャンルによっては逆に政治や社会に
対する理解や関心，参加意識を増大させたり，
視聴者の間のコミュニケーションを活性化させ
る役割を果たす番組も存在するとされる。

時間の増大）なのではなく，多チャンネル化・
デジタル化や，それによってもたらされたテレ
ビ視聴の質的変容といった，放送を取り巻く
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第一に，パットナムの言うようにテレビと社
会関係資本の減少との間には相関関係がある

環境の変化なのではないかという批判もある
（M. Brookes, 2004）。そこでは，
「孤独なテレ
ビ視聴」を増大させる放送のスタイルや視聴環
境などが問題となる。

としても，因果関係の方向性は実証できてい

こうした議論を踏まえるならば，テレビと社

ないという批判がある（P.Norris,2002）。つま

会関係資本の関係は，パットナムが指摘するよ

り，
「孤独なテレビ視聴」の増大が社会関係資

うな一元的で技術決定論的なものとして理解

本を減少させたのか，社会関係資本の減少が

されるべきではないことが分かる。
「孤独なテ

「孤独なテレビ視聴」を進行させたのかは不明

レビ視聴」は，社会的時間を生み出さず，社会

だという批判である。

関係資本を減少させる可能性があるが，反対

確かに，日本でイギリスや韓国と比べて「孤

に社会関係資本を涵養する効果を持つような

独なテレビ視聴」が進行しているとしても，そ

テレビ視聴やテレビ番組も存在し得る。さらに

のことが日本における社会関係資本の枯渇状

「孤独なテレビ視聴」は，社会関係資本の減少

況の主たる要因と断定することはできず，む

の原因でもあれば結果でもあり得る。テレビと

しろ社会関係資本の枯渇が「孤独なテレビ視

社会関係資本のこうした複雑な関係性への理

聴」の進行の要因となっているという可能性も

解は，テレビ視聴と共時感覚や「政治・社会

否定できない。あるいは，
「孤 独なテレビ視

意識」の両義性を考えるうえで極めて重要な意

聴」と社会関係資本の関係性は，相互に原因

味を持つように思われる。

であると同時に結果でもあるような循環的関
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５．課題と展望

公共放送の社会的役割を今後に向けて再確定
していくうえで不可欠な作業である。社会関係

以上のような，テレビ視聴における共有体験

資本を維持・形成することに寄与し得る放送

や共時感覚，またテレビと社会的時間や社会

とはどのようなものなのか，逆に「孤独なテレ

関係資本との関係性をめぐる考察からは，いく

ビ視聴」を生み出してしまう放送とはどのよう

つかの理論的および実践的な課題が浮かび上

なものなのか，様々な社会問題や，地域・コミュ

がってくる。最後に 3 つのテーマを列記して結

ニティの現状なども踏まえながら，また諸外国

びにかえたい。

の状況との比較も行いながら考えていく必要
がある。

（１）放送と社会関係資本の関係に関する
調査・研究
テレビと社会関係資本の関係をめぐるパットナ

（２）「時間意識」を焦点化する
新しいテレビ視聴研究

ムおよびその批判者達の議論は，その多くが実

本稿で検討してきたようにテレビ視聴は，常

証的データに基づいているものではあるが，な

に共時感覚や社会的時間を生み出すというわけ

お，解明されるべき論点は多い。また，日本の

ではない。共時感覚を生み出すことのない「孤

現状に即した調査・研究はこれまでのところほと

独なテレビ視聴」は，社会的な共同性を媒介

んど蓄積がなく，様々な角度からの検証・分析

することがなく，むしろ社会関係資本を減少さ

が俟たれる。

せる可能性がある。

世界の多くの公共放送は，その放送を通じ

ここで重要なことは，3 節で指摘したように

て市民的コミュニケーションを媒介し，民主

「孤独なテレビ視聴」が，必ずしも物理的に一

主義の発展に寄与するという使命を担ってい

人でテレビを視聴すること（＝個人視聴）と同

る。例えば英 BBC は，
「市民性と市民社会の

義ではないという点である。一人であれ，家族

維持・涵養」や政治・社会的コミュニケーショ

や他人と一緒であれ，共時感覚や社会的時間

ンに「積極的に参加する市民」を作り出して

を生み出さないテレビ視聴が「孤独なテレビ視

いくことを自身の放送事業の目的に掲げてい

聴」なのであり，この「孤独なテレビ視聴」が

る（BBC,2007）
。また NHKの経営計画も「人

近年の放送やメディアを巡る環境変化の中で

と人，人と社会を結ぶ“公共の広場”の役割」

増加している可能性をこそ問う必要がある。

を果たすことが公共放送の役割だと謳っている

だとすれば，従来の放送研究とは異なる角

（NHK,2009）
。そうである以上，社会関係資

度からのテレビ視聴研究が要請されていると言

本の維持・形成は，公共放送が本来の役割を

える。従来の研究においては，上述のパットナ

果たしていくうえでの前提的な要件であるとも言

ムのテレビ理解が象徴的なように，テレビ視聴

える。

の歴史的変化は，細分化・個人化のプロセス

従って，仮に放 送（「 孤 独なテレビ視 聴」）

として捉えられてきた。そこでは，最初期の街

が社会関係資本の減少と密接な関わりを持っ

頭テレビにおけるような集団視聴から，テレビ

ているとするならば，その関係性の解明は，

の一般家庭への普及に伴う家族視聴へ，そし
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て一家に一台から一人一台へと普及が進む中で

においても，セグメント化された視聴者や利

の個人視聴の定着という，単線的な変化がイ

用者を対象にしたマーケティング的発想に基

メージされてきた。

づくサービスだけではなく，より多様で広範な

もちろん，こうしたテレビ視聴の細分化や個

人々に共有体験や社会的時間をもたらし，社

人化と「孤独なテレビ視聴」とは無関係ではあ

会的紐帯や連帯を生み出す基盤となるような

り得ない。しかし，細分化や個人化という次

サービスモデルが模索されなければならない

元とは別に，
「孤独なテレビ視聴」がどのように

であろう。そして，そうしたモデルのデザイン

生成してきたのか，視聴における共時感覚や社

においては，異なる集団と集団を架橋するよ

会的時間はどのような歴史的変遷を辿ってきた

うな「連 結型社会関係資本（Bridging Social

のか，また社会状況やメディア環境の変化とど

Capital）」をどう形成するかという視点が重要

のように関わってきたのかといった点を固有の

となるだろう。

研究テーマとして設定し，解明していくことに
は大きな意味があると思われる。

以上，テーマ別にデッサンを試みた研究およ
び実践の積み重ねを通じて，
「孤独なテレビ視
聴」が全面化する事態を回避する方途を見出せ

（３）
「共有体験」の生成を促進する
新サービスのデザイン

るかどうかは，今後の公共放送の行方を左右
する重要な試金石となるように思われる。

世界の多くの公共放送は今，デジタル放送に

（よねくら りつ / やまぐち まこと）

おける多チャンネル化や，インターネットを活用
したVOD（ビデオ･オン･デマンド）型の番組配
信サービスなど，多角的な番組展開に力を注い
でいる。しかし，そうしたサービスがターゲッ
トとする視聴者は，しばしば特定の年層や性，
趣味・嗜好などに応じてセグメント化（細分化）
されることになる。
もちろん，そうしたサービスによっても特定
の集団（視聴者層）の中では共有体験は成立
し得るし，当該集団内の社会関係資本が 維
持・涵養されるという効果もあり得る。そうし
た，特定集団内の繋がりを強化するタイプの社
会関係資本は「結束型社会関係資本（Bonding
Social Capital）」と呼ばれる。
しかし，社会に存在する多様な価値観や立
場を反映・媒介するという公共放送本来の存
在意義に照らすならば，デジタル放送やイン
ターネット等，新しい技術を活用したサービス

注：
1）The Guardian, November 7, 2008
2）接触者率は，一定期間（例えば 1 週間）のあい
だに当該チャンネルの番組を少しでも（例えば
5 分以上）見たり聴いたりした人の割合を指す
3）BBC はその解決策のひとつとして，iPlayer を
はじめとするインターネットサービスに SNS
（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）
の要素を盛り込む戦略を打ち出している
4）調査は，NHK 放送文化研究所と関西大学の山
口誠が共同で企画・実施したものである。調査
方法や結果の概要等については中村美子・米倉
律（2009）を参照
5）政治・社会意識とテレビ視聴との関係性の詳細
については米倉律・原由美子（2009）を参照
6）アンダーソンの日刊新聞に関する考察は，アイ
ゼンシュタイン（1983=1987）の印刷史に関す
る実証的研究に基づいており，同書では近代市
民社会の成り立ちにおいて印刷メディアが果た

JANUARY 2010

33

した役割について，より精緻に議論されている
7）この他にも，世代交代効果，都市郊外のスプロー
ル化などが社会関係資本減少の要因として挙げ
られている（パットナム，2001=2006)
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