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「リアリティーに関する研究」としての
テレビ研究

―研究者としての出発点で，マス・コミュニ

ケーション研究の中でも，特にテレビを対象と

して選ばれたのはなぜでしょうか。

藤竹　私が学習院大学に入ったのは昭和 26 年
（1951 年）でした。1951 年という年は，清水
幾太郎先生の『社会心理学』（岩波書店）が出
た年です。清水先生の社会学という講義は受
講していましたが，社会心理学なんて，あまり
知らなかったんですね。でも3 年生のときに入っ
た清水先生のゼミのテーマが「マス・コミュニ
ケーション」で，先生の『社会心理学』を，出
てから 2 年経って読んで，それでびっくりした
わけですね。特にマス・コミュニケーションに
は非常に大きな力があるということに刺激され
て，マスコミを研究してみたいと思ったわけです。
その後，学習院大学を卒業して東大の新聞研
究所の研修生として 2 年過ごし，それから大学
院に入りました。その頃テレビが始まって，そ
れまでも映画には大変興味がありましたから，

「放送史への証言」では，草創期から現代に
至る放送の歴史的発展を支えてきた多くの先達
の証言を収集・紹介してきた。蓄積された証
言者のリストには，アナウンサーからプロデュー
サー，カメラマン，記者，そして美術デザイナー
に至るまで，様々な職種の人たちがその名を連
ねている。

今回は，そのリストになかった職種，「研究
者」の証言である。放送研究の歴史は，放送
自体の歴史と重なるほど長い。これまでに夥
しい数の調査・研究が行われ，多くの書籍・
論文が書かれてきた。そして，そこでの知見
や議論が放送の発展に有形無形に寄与してき
た。そうであれば，「放送史の証言」にも，研
究者たちの証言が加えられていく必要がある。

今号で紹介するのは，日本におけるテレビ研
究の礎を築き，かつその後，半世紀にわたって
この分野のトップランナーであり続けてきた藤
竹暁さんの話である。

〈放送史への証言 〉

現場から汲み上げる放送研究をめざして
～「テレビ的リアリティー」をどう理解するか～

メディア研究部（メディア史）　米倉　律
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テレビと人間の問題を考えたいと思ってテレビ
研究に入っていきました。
―テレビに対して，特にどのような問題関心

をお持ちだったのですか。

藤竹　いったいテレビは真実をどう映すのだろ
うか。事実と言ってもいいですが，もっと研究
的な言葉を使えば「リアリティー」と言ったほう
がいいかもしれません。テレビが伝えるリアリ
ティーと，現実に我々が触れて知っているリア
リティーとは，いったい何がどう違うのか。あ
るいは我々がリアリティーだと考えているもの
を，テレビはどう映し出していくのか。

これがマスコミ研究で言うと，当時は「現地
と地図」という問題でとらえていたわけですね。
現地というのが，いわば我々が手で触れたり，

においをかいだり，耳で聞いたり，直に我々の
五感で触れて確かめることができるもので，マ
ス・コミュニケーションはそれを地図として我々
に提供する。我々は地図を基にして現地を探
る。なぜかというと，私たちが実際に触れる現
地は非常に狭いですから。そのほかのものは
地図を通して知る。いったい地図でどこまで現
地に触れるのだろうか。

そのときに活字媒体と違って新しく登場した
テレビという媒体は，活字媒体に比べて，より
現地についての具体性がある意味では高い。そ
して我々に感覚的に訴えてくる。そういうテレビ
的リアリティーとは何か。それを私は知りたいと
いうことがあったわけですね。
―私たちの「現実感覚」がテレビによって構

成されているということですね。

藤竹　はい。アメリカの研究者で，カート・ラ
ングとグラディス・エンジェル・ラングという夫
婦がいて，一般にラング & ラングと言われてい
ます。1951 年，D.マッカーサーが GHQ を罷免
されてアメリカに帰りますが，すごい人気でシ
カゴで凱旋歓迎パレードが行われます。このパ
レードをテレビ局が実況中継をした画面と，実
際に沿道でパレードを見た人と，この 2 つを対
比した調査をラング & ラングがやりました。
　それによると，実際沿道に行った人たちは 2
～ 3 時間前から沿道に並んでいても，あっとい
う間にマッカーサーが通り過ぎていく。がっか
りするわけですね。それに対してテレビは，今
でも覚えているシーンは“Look at chin”（彼の
あごを見よ）とアナウンサーが熱狂して，熱狂
場面だけをカメラが撮っていくわけです。テレ
ビではパレードが最初から最後までずっとつな
がっていて，すごく熱狂したパレードになる。テ
レビを見た人は興奮してテレビを見ている。実

学習院大名誉教授，社会学博士。
1933（昭和8）年東京生まれ。1962年，東京大
学大学院社会科学研究科博士課程修了後，NHK入
局。NHK総合放送文化研究所主任研究員を経て，
1984年から学習院大教授，浜松学院大現代コミュ
ニケーション学部長などを歴任。著作は，編著・共
著を含めると実に40冊を超える。

藤竹　暁（ふじたけ あきら）さん
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際現地で見た人たちは長い間待っていてくたび
れちゃって，あっという間に過ぎちゃって。テレ
ビ的現実と，人間が実際に見る現実との間に
は大きな違いがあることを明らかにした研究で，
すごく面白かったですね。
　そのように，社会的事件，政治的事件をテレ
ビが独自のやり方で映し出していることに，す
ごく興味がありました。
―しかし当時，テレビはまだ始まったばかり

です。NHKの受信契約数でもラジオとテレビ

が逆転するのは1961年ですから，まだまだテ

レビがこれからどうなるか分からないという時

代ですよね。

藤竹　そうです。
―それでも，やはりテレビが面白いと。

藤竹　そう。もう1 つは，岩波書店の『思想』
の 1958 年 11 月号が「マスメディアとしてのテ
レビジョン」を特集しました。ここに載った清
水幾太郎先生の論文「テレビジョン時代」がよ
く読まれまして，これからはテレビの時代だと。
私もずっと清水先生のゼミにいましたし，尊敬
する星みたいな方でいらっしゃいました。少し
軽率さのきらいはあるかもしれませんが，やは
りやるならテレビだと（笑）。

 放送研究には現場が重要

―当時藤竹さんは，高橋徹，清水幾太郎，

日高六郎といった錚々たる先生方のもとで研

究をされた新進気鋭だったわけですが，なぜ

NHKという放送局に入ったのですか。

藤竹　それは何かというと，アメリカにおける
当時のラジオ研究の中心的存在はＰ.ラザーズ
フェルドですが，その共同研究者Ｆ. スタントン
は，放送局にいる放送人でした。つまりラジオ

研究は，現場を抜きにしてはできないというこ
とがありました。
　また，私が大学院にいた頃に翻訳した論文 
でＪ. クラッパーの“What We Know About 
the Effects of Mass Communication: The 
Brink of Hope”（「マスコミュニケーションの
効果について我々が知っていることはどんなこ
とか：希望の架け橋」）という有名な論文があ
ります。このクラッパーは，もともと CBS の社
会調査局長でした。彼も現場にいたわけです。
日本ではそうでもないですが，アメリカでは放
送現場に放送研究の錚々たる学者たちがいま
した。それで大学教員になる道を捨てて NHK
に行きました。これは人生で良い選択をしたと
思います。

写真（上）：主著『現代マス・コミュニケーションの理論』
の出版記念パーティでの藤竹夫妻（1968 年撮影）
写真（下）：藤竹さんが最初に配属された文研・世論研究部

（1963 年撮影）
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―1962 年にNHKに入られて総合放送文

化研究所（現在の放送文化研究所。以下，文

研と略記）に配属されるわけですが，当時の雰

囲気はどうでしたか。

藤竹　私が最初に配属になったのは世論研究
部（現，世論調査部）でした。3 年間の世論研
究部時代には大きな調査もやりました。今でも
自慢できる調査は，東京オリンピックです。あ
れは事前調査から始まり，終わりまで何回も調
査をやりました。それから東京のほかに金沢に
もう1 つ地点を設けて，地方と東京を対比しな
がら。それから聖火がずっと日本全国を走りま
すから，それでオリンピックの関心はどういうふ
うに盛り上がるか。これは時系列的に押さえて
いくと，S 字型カーブを描いて 100％近くにまで
いくわけです，99％ぐらいまで。とにかく盛り
上がった。
　この調査をやって，私の気持ちの中では「あ
あ，もう調査は終わった」と感じました。国民
生活時間調査がありましたが，これはもう私の
仕事ではない，ほかに大規模な調査を考えて
もいいけれど，新しい斬新なものに取り組みた
かった。世論調査では，調査手法がほぼ固まっ
ていますから，それで時々刻々調査をしていけ
ばいいわけです。時々刻々調査をするというこ
とは，時々刻々それに追われるということです。
で，僕は追われたくなかった。僕はまた新しい
方向に進みたかった。そのためには調査をどこ
かで，もう卒業にしたかった。

 「俺たちが放送研究をつくるんだ…」

―それで，理論研究誌『放送学研究』を編

集することなどが主な仕事である放送学研究室

に移られたわけですね。

藤竹　はい。当時マスコミ研究の主流は新聞
学，新聞研究だったわけですが，それに対抗
する意味で放送学をつくろうということで，「放
送学とは何か」が盛んに議論されていました。
実は，僕自身は放送学という独立した学問が
成立するというふうに考えたことはありませんで
した。それは「新聞学」が学として成立しない
のと同じことです。僕は独立の学問ジャンルとし
て無理やりつくる必要はないと思っていた。つ
まり学問研究というのは，そういう形でジャン
ルを絞り込むのではなく，むしろ対象となる領
域にいろいろな研究アプローチが入ってきて研
究するものだと考えていました。
　放送学研究室では，生涯にわたる友人になっ
た後藤和彦さんに出会いました。そして民間放
送連盟放送研究所には野崎茂さんがいました。
野崎さん，後藤さん，そして私の 3 人は，生涯
変わらぬ強い絆で結ばれた友人です。私が考え
る限り，この 3 人が，当時の放送研究，テレビ
研究の中心にいたと思います。
　野崎さんから最近私のところへ寄せられた葉
書にこんな言葉がありました。「人生を振り返っ
てみると，貴兄，後藤さんと小生の 3 人の輝け
る青春がいちばんの思い出です。あんな青春を
共有できたことを誇りに思います。」私の気持ち
としてはオーバーでも何でもなく，「大学ではな
くて俺たち，つまり文研と民放研で放送研究を
つくるんだ」という気持ちが強かったです。
　でも最後 60 ぐらいの歳になってしまって，み
んな大学に行きましたけれども。最初に後藤さ
んが常磐大学に行って，私が行って，それから
野崎さんが行ってということになってしまいまし
た。少しそれますが，学習院大学に行って学生
との楽しい生活はありましたけれども，やはり
研究として何か先頭を走っているという気持ち
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は NHK を辞めてからはもうなかったですね。
あのあとも，3 人集まって何回も「3 人で共同の
仕事をやろう」などと言ったりしていたのですが，
結局うまいプランも浮かばなかったですね。
　だから放送の現場にいらした方々からすると，
おまえたちは何て悠長なことをやってるんだろう
とお思いになるんでしょうが，研究という立場か
らすると，やはり現場の空気を吸っているんだ
と。そう言うと語弊があるとすれば，末端では
あれ，現場の空気を吸わせてもらっているとい
う気持ちがあるわけですね。放送研究というの
はそれだからできるんだ，ということを今にして
思います。
―文研の研究では，放送の現場への貢献も

求められますが，藤竹さんはその部分はどう考

えておられたのでしょうか。

藤竹　NHKへの直接的な貢献ということにつ
いては，それは結局，私の関心から退けました。
放送という現象を，ある程度距離を置きながら，
一歩引いた形で見ていこうと思ったのです。す
ると，現場の空気を察知しながら，最新の研
究に向かってどう進めていくかという考え方で
仕事をしなければならなくなってくる。

だからこそ思い切った仕事ができるというこ
ともあると思います。果たしてNHKに対して忠
実だったかどうか分かりませんし，後輩の方々
に対して私が立派なことをやったかどうか，そ
ういう評価は甘んじて受けなければいけないこ
とだと思います。私は自分で自分の胸が躍らな
いものはできませんから。

藤竹暁　主要著作リスト

作田啓一・品川清治・藤竹暁 著 文化と行動（今日の社会心理学 第 5） 培風館 1963 
藤竹暁 著 現代マス・コミュニケーションの理論 日本放送出版協会 1968 
藤竹暁 著 テレビの理論 テレビ・コミュニケーションの基礎理論 岩崎放送出版社 1969 
藤竹暁 著 廃用の論理 行動的生活デザイン論 誠文堂新光社 1969 
藤竹暁 著 個性あるレジャー 余暇時代をデザインする 日本経済新聞社 1970 
藤竹暁 著 シラケ時代の文化論 学芸書林 1972 
藤竹暁 著 マス・コミュニケーションの社会学 ― 系譜研究ノート 竹内書店 1972 
藤竹暁 著 パニック 流言蜚語と社会不安 日本経済新聞社 1974 
藤竹暁 著 テレビとの対話 日本放送出版協会 1974 
藤竹暁 著 事件の社会学 ニュースはつくられる 中央公論社 1975 
藤竹暁 著 日本人のスケープゴート 皇太子・田中角栄・美空ひばり・自衛隊 講談社 1978 
藤竹暁 編 電話コミュニケーションの世界 藤竹暁対談集 ダイヤル社 1979 
山本明・藤竹暁 編 図説 日本のマス・コミュニケーション 日本放送出版協会 1980 
犬田充 / 藤竹暁 著 「昭和」の終わり ― ８０年代の日本人 講談社 1980 
藤竹暁 編 社会心理の変動（変動の時代 4） 朝倉書店 1980 
藤竹暁 著 現代手紙作法 よりよい関係を築くノウハウ 日本経済新聞社 1983 
藤竹暁 著 人気づくりの法則 宣伝会議 1984 
藤竹暁 著 テレビメディアの社会力 マジックボックスを解読する 有斐閣 1985 
藤竹暁 著 若者はなぜ行列がすきか 当世流行観察学 有斐閣 1987 
藤竹暁 著 メディアになった人間 情報と大衆現象のしくみ 中央経済社 1987 
藤竹暁 著 大衆政治の社会学 有斐閣 1990 
藤竹暁 著 イメージを生きる若者たち メディアが映す心象風景 有斐閣 1991 
藤竹暁 著 マスメディアと現代 放送大学教育振興会 1992 
藤竹暁 著 若者にとって幸せとは 満足社会のゆくえ 有斐閣 1994 
藤竹暁 著 生きるために必要なこと 講談社 1997 
藤竹暁 著 ボキャブラ社会学 毎日新聞社 1999 
藤竹暁 編 図説 日本のマスメディア 日本放送出版協会 2000 
藤竹暁 著 ワイドショー政治は日本を救えるか テレビの中の仮想政治劇 KKベストセラーズ 2002 
藤竹暁 著 都市は他人の秘密を消費する 集英社 2004 
藤竹暁 著 環境になったメディア マスメディアは社会をどう変えているか 北樹出版 2004 
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 メディア環境の変化の中で

―少し時代を下っていきたいと思います。

1980 年代ぐらいまでがテレビの黄金時代だっ

たと思いますが，その後の変化の中で研究テー

マや方法論は変わってきたでしょうか。

藤竹　テレビが始まった頃というのは，テレビ
をメインに据えれば，ある面まで社会が斬れた，
社会を論じることができたんだろうと思うんで
す。だから，例えば東京オリンピックのようなお
祭り，ナショナルイベントをテレビで中継するこ
とによって日本全国が，最近の言葉の中でいち
ばん嫌いな言葉で言えば「1 つになった」とい
うのはね，やはりあったと思うんです。
　だけど，それからだんだんテレビが日常化し
ていくに従って，テレビは人間の生活の中のワ
ン・オブ・ゼムになっていった。もちろん昔から
ワン・オブ・ゼムなんですよ。しかしその持って
いる力は，現象的にはとても大きかった，存在
感があった。ところがそれが次第に小さくなっ
ていった。小さくなっていくけれども，テレビ
は無視できない。無視できないけれども，それ
は小さくなっていく。ちょっと矛盾した言い方に
なりますが。
　それと同時に，もう1 つは日常化するという
ことで，テレビ的なものはどんどん生活の中に
しみ込んでいってしまうわけですね。世論研究
部にいた頃，テレビの調査をやったときに私は，
浸透度というスケールを作ったことがありますけ
れども，まさにそういうものですね。テレビが
どんどん当たり前なものになっていくわけです
から。
―つまり，テレビという存在がいろいろな意

味で見えにくくなってきたわけですね。

藤竹　かつてはメディアによって媒介される丸

ごとの現実があるとすると，それはテレビだと
言えたわけです。テレビは，mediated な（媒
介された）リアリティーの多くの部分を占めて
いた時代があった。しかしそのウェイトはどん
どん小さくなっていって，だけど mediated なリ
アリティーはほかのメディアとともに，複合した
形でもってどんどん充実していくというか。いま
や mediated なリアリティーでないリアリティー
は，いったいどこにあるのだろうかということに
なってしまうわけです。
　後藤さんと野崎さんと私の 3 人で，最後にま
とめようとしたのは「イメージ」の問題でした。
3 人で，どうしたら各種のメディアに媒介された
リアリティーというものをうまくとらえていくこと
ができるか。メディアのつくりだす「イメージ」
がその問題を解く鍵になるのではないかと思っ
たのです。でも，そこで壁にぶつかって頓挫し
てしまったことがありました。そういうふうに，
テレビだけではないメディア的リアリティーがあ
るとすると，それをどう処理するのか。そうな
ると，むしろそれをトータルにとらえるほうが面
白かろうとなるわけです。トータルにとらえてい
く仕事を，いくつかの，そのときそのときの現
象みたいなものでつまみ食いしてきたのが，そ
れ以後の私の歩みだったのではないか，という
気が今はしています。
―研究対象として明確であれば「これが対

象です」と言えるのですが，テレビ研究が空気

を対象にするようなものになってしまっていると

も言えますね。

藤竹　そう。ですからテレビと限らないで環境
化してしまったメディア全体みたいなものについ
て，それぞれのメディアの位置づけをどうつけ
ていくかということが，今必要になってきてい
るのではないかと思います。30 年ぐらい前に，
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『図説 日本のマス・コミュニケーション』（最新
版タイトルは『図説 日本のマスメディア』NHK
出版，2000）という本を作ったのですが，今
度，その新版を作ることになりました。それで
困ったのは，当初は，新聞，放送，出版，映
画，広告とちゃんとメディアで分けられていた。
マス・コミュニケーションというのは少数の送り
手から，不特定多数に向けてコミュニケーショ
ンしていくものだということが前提としてあった
わけです。ところが今日の事情はそういうもの
ではなくなっている，ネット・メディアみたいな
形でのコミュニケーションが次 と々出てきて，そ
れが真実をきちんと伝えているかどうかは別に
して，情報世界がそういうもので埋められてい
く。また一般の人たちは，実際にそういうもの
で具体的な情報を得ている。
　そこですぐ突っ込みが入るとすれば，そうは
言ってもテレビで見ている，テレビに出ていた
りして，なじみのある人がネットでも有名になる
じゃないかと。それが支配的なわけだし，映
画でもそういう人たちが観客動員力を発揮して
いると。でも，それはそうだけれども，マスメディ
アだけで社会の情報環境を語れるかというと，
そうではない。今や，少数から多数へのコミュ
ニケーションだけでは，メディアを論じられなく
なってしまっている。

 視聴者をどうとらえるのか

―視聴者，読者の側も次第につかみどころ

のない存在になっていますね。

藤竹　『図説 日本のマスメディア』を改めて読
み直してみると，新聞の読者の項目，放送の視
聴者の項目，書籍の読者の項目，みんなつまら
ないんですよ。執筆した方が悪いんじゃないん

だ。お願いした編者の私が，不勉強なのです。
もう今やそういう個別メディアごとのオーディエ
ンス論は成り立たないんです。1 人の人間が新
聞読んで，放送聞いてそれで携帯やってという
状況があるわけです。そうすると，読者，視聴
者というくくり方が空 し々くなってくるんです。確
かに送っている放送局のデータとしては，視聴
者は確かに存在している。これは偽りはないん
です。何人が見ているかとか，そのうち報道番
組はどうかとか，いくら儲かったとか，こっちの
領域では損しているけれど，こちらで儲けてい
る，それで収支はどうなっているというのは明
らかにできるんです。
　しかし，1 人の人間を断ち割って，読者だと
か視聴者だとかを区分することは，もうできな
いんですね。そうした状況でのコミュニケーショ
ン研究をどうするか。そして放送研究にもう一
遍戻して言えば，そういうときの放送研究とい
うのはどうするのか。そういうところへ戻らざる
を得なくて。今『新版 日本のメディア』を作る
ためには，そういう発想をしなければならなく
なっています。
　そうやって，はたと見回してみたら，そんなこ
とが書いてあるテキストってどこにも今ないんで

東京新宿の自宅近くに仕事場・書斎として借りているマンシ
ョンの一室にて（午後はここで研究するのが日課）
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すね。今でも放送についてのテキストは，視聴
者について論じている。学生もカリキュラムとし
ての放送論を勉強するのだから，しっかり勉強
しなければいけないけれど，「視聴者」とは学
問的な抽象であって，かつては有効な抽象だっ
たけれども，現実にはそのリアリティーが希薄
になってしまっている。時代がグングン変わっ
てきているときに，僕はずっと落ち着いて座っ
ていられなくて，動いていく方向の中でいちば
ん動きのありそうなところで何かつまんでみて，
味を確かめて，自分の中にどう取り入れるかと
いうことをしてきてしまったものですから。大学
院時代の志はどこかへやっちゃった（笑）。
―話は前後しますが，エッセイなどを拝見し

ますと，先生ご自身が当初からテレビが大変お

好きでいらっしゃるようですね。

藤竹　好きです。当初から今までテレビとの付
き合い方はほとんど変わらないんですよ。ちょっ
と偏見かもしれませんが，私はテレビは生

ナマ

だと
思っています。生というのは 2 つあるわけで，1
つは実際を生で写して放送する。私の研究をし
てきた軌跡から言えば，私の多くはそれがいち
ばん惹かれたものなんですね。そういう意味で
の生なんですね。
　もう1 つはテレビは録画をしないで，その放
送時刻に生で見るものだと。「これがテレビだ」
というのは，いまだに変わらぬものですから。
今私の自宅には録画装置がないんです。かつ
てはあったのですが，ほとんど録画したことが
ないんです。つまりいくら良いと言われても，そ
のとき私が見られなかったら，それは私にとっ
て縁のないものだという気持ちをいまだに持っ
ています。ですからいまだにテレビは，ほとん
ど家で見るものだと。外でテレビを見ることは，
よほどのことがない限りありません。

 テレビと「人間性」

―最近のことですが，3月の東日本大震災の

報道をめぐって，テレビについてはポジティブ，

ネガティブ，いろいろなことが言われています。

藤竹　やはりテレビというのはすごいものだと
改めて思いますね。でもその一方で，どう言っ
たらいいんでしょうか，コメントがきちんとして
ないというのかな。例えば原発報道でも，記者
や解説をする方々が，ある意味で抑制し過ぎて
いて彼自身のコメント，あるいは彼がほかで収
集している情報を出さないですよね。
　それはどうしてなんだろうと。NHK，民放を
問わず，どこの局でもそれ以上に一歩踏み込む
ことがない。新聞の場合はまだヒョロッと筆を
滑らせたりしますが，テレビにはそれがほとん
どない。たまに，どこかの大学の先生が口を
滑らせる。でもそういうのはだいたい淘汰され
て，なくなってしまってきて，公式発表と，公
式発表の公式解説で終わってしまうことがいち
ばん気になることです。それにイライラしてきま
すよね。
　やっぱりテレビというのは，ヒューマンな触
れ合いというのがとても重要ではないか。それ
は語っている人が，「あなた，どこまで本当に
それを信じているの？」というのが，こっちとし
ては聞きたいんですね。「あなた，記者会見に
出たけれど，本当にそれで満足してるのかい？」
という。いろいろな言い方があるでしょうし，「そ
の政府の言い方は間違っていると思います」な
んて言うといけないかもしれませんが，「これ
じゃ，不満です」の一言ぐらいは言ってくれて
もいいだろうし。それは政府批判になりますし，
パニックを起こすから，もっと報道は協力してく
れなきゃ困るなんていうことになっているのかも
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しれませんが。しかし何しろ，ヒューマンなタッ
チのないテレビというのは，やはりテレビでは
ないと思います。
―かつてのテレビはもっと人間味があったの
でしょうか。

藤竹　テレビというのは，テレビができたとき
がいちばんそうですけれども，みんな熱気を
持ってたんですよ。だから見るほうも熱気を持っ
たし，伝える側も興奮してた。でも今だんだん
興奮しなくなってきたんじゃないか。クールに
スッと立っている。報道にはそういう姿勢が必
要ですけれども，あるところでは入り込んでい
かなくちゃいけない。そういうふうに熱気を持
つものから，マイナスの客観性へとグッと引いて
きてしまった。

NHKも民放も両方とも，そういうスタイルに
なってきているのではないでしょうか。テレビ
で間違いが起こっても構わないと言うつもりは
ありませんが，もう少し人間的な味付けや雰囲
気があっていいんじゃないかと思います。

 後輩たちへ

―文研OBとして今の文研を，どんなふうに

ご覧になっていますか。文研はNHKにとって，

また放送文化にとってどのような存在であるべ

きだとお考えでしょうか。

藤竹　言うまでもなく文研は NHK にとって重
要な存在です。ただ，NHK の他のセクション
が欲しいデータを出すということもあると思い
ますが，文研から NHK の現状に対して研究
結果としてこういうことが言えるという，いわ
ば文研独自の提案をもっと出すべきです。そ
れがないと，文研の存在価値は低くなってし
まう。それと同時に，放送全体に対する文研

からの提案ももっとなければならないと思いま
す。

他方で，私は，文研の研究たちはもっとわが
ままでいいと思います。それを部長さんやなん
かが，なだめればいいわけですね。よし，俺
はこれをやりたい，という部分はある程度は勝
手に泳がせて，その代わり杭の2，3本も打っ
といて，そこからあっちへは行くなとか（笑）。
―人材の育成，後進の指導などについては

どうお考えですか。藤竹さんの頃と違って，文

研独自で採用するシステムはもうなくて，今は

現場でいろいろな仕事をしていた人が人事異動

で研究所に来るというシステムになっています。

藤竹　僕はそれはそれでいいと思っています。
何も特別採用されなくてもいいわけで，中で育っ
てくださればいいわけですから。どう育てるか
という問題でしょう。でもその一方で，最近で
言えば，例えば大塚英志の「キャラクター論」や，
あるいは東浩紀の「メディア論」について文研
で論じたものがあったでしょうか。
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―ないですね。

藤竹　ないでしょう。ああいった議論に直接参
加する必要もないとは思いますが，ああいうも
のをベースにした形で論じたり，そうしたもの
を勉強したにおいがするようなペーパーが今の
文研にはないですね。でも，そういう形で新し
い分野を切り開いていく大胆な試みが欲しいで
すね。そういうところから新しい放送研究の方
向が出てくるんじゃないかなという気がします。
　あとは，研究にはプロモーターが必要です。
研究とは個人の仕事のようで，そうではないの
です。私はいろいろな形で連載の仕事をしまし
たけれども，編集者がかなりのリスクを冒して
も書かせてくれて，そして何年も続けられる。
とても感謝しています。執筆者，研究者という
のは 1 人では立っていけないので，それは必ず
編集的な人が必ずいるということですね。おそ
らく現場と同じだろうと思います。映画などの
場合もプロデューサーがいて，ディレクターがい
るという感じ。それと同じようなことが，研究
でもなければいけないのではないかという気が
しますね。

 インタビューを終えて

1950年代に研究者としてのキャリアをスター
トさせた藤竹さんの足跡は，ほぼそのままテレ
ビ放送の歴史に重なっている。彼が文研に在
籍し，最も精力的に研究に打ち込まれた1960
～ 80年代は，テレビの全盛期でもあった。同
時代とのそうした幸福な符合と共振がなけれ
ば，その優れた才能や貪欲な知的意欲をもっ
てしても，40冊を超える驚異的な数の著作群

（58頁参照）は生まれなかったのではないかと
も思われる。

しかしインタビューで自身も語るように，1990
年代以降，「テレビの終焉」が語られ，メディア
環境が大きく変化する中でも彼の知的好奇心
が衰えることはなく，むしろより大きなパースペ
クティブの中でテレビという存在をとらえ返そう
とする作業が続けられてきた。そうした柔軟か
つ妥協を許さぬメンタリティこそが，藤竹さん
の研究者人生を支えてきたのであろう。

その研究姿勢は，主著『現代マス・コミュニ
ケーションの理論』（1968年）の刊行時に東大
大学院時代の恩師，高橋徹助教授（当時）が
寄せた次のような「推薦の言葉」のうちに端的
に表現されている。
「かれは自己と対立する異質の世界に対して

つねに「開かれた心」をもって向かい，それを
内側から理解しようとするエンパシー（共感―引

用者注）の能力を秘めた人です。だが，同時に，
かれは猥雑化された紋切型の世界に淫しない
強靭な知性と，きびしい自己抑制の姿勢をもち
つづけています。」

インタビュー後半での，放送業界や文研の
現状等に対する藤竹さんの言葉には，その語
り口の穏やかさとは裏腹に，厳しく批判的な眼
差しも含まれている。テレビが空気のような存
在になった時代の放送研究はどうあるべきなの
か，テレビはなぜ「人間味」を失ってしまった
のか，複雑に構造化された現代のメディア環境
の中で媒介される「リアリティー」はどのように
把握されるべきなのか。―彼の発する問いの
ひとつひとつを，彼の後に続く者たちが研究上
の大きな「宿題」として引き受けていく必要が
あるだろう。

　（よねくら りつ）


