
50 　DECEMBER 2011

─１.はじめに

大岡昇平，野間宏，井伏鱒二，野上弥生
子，安部公房，寺山修司，谷川俊太郎…。こ
れら戦後日本文学を代表する作家や詩人達が，
1960年代半ばまでの一時期，ラジオやテレビ
について盛んに発言していたことはあまり知られ
ていない。

彼らは，全盛期を迎えていたラジオ（1925年
～）や当時“ニューメディア”だったテレビ（1953
年～）が持つ，文学・芸術の表現媒体としての
可能性，社会や文化や人間のあり方を変革させ
得る潜在力などについて，文学者ならではの感
性や想像力をもって様 な々角度から論じていた。
これらの議論には，今でも注目に値する視点や
論点が含まれており，ちょうど同じ時期に成果
を出し始めた社会学的な放送研究 1）と並んで，
放送が当時どのような媒体として認知され，期
待されていたかを窺い知る好材料でもある。

本稿では，文学者達の「放送論」が最も活
発に展開された1950 ～ 60年代半ばを対象に，
彼らが放送について何を考え，どう論じていた
のかを紹介，検討する。こうした作業は，「放
送の世紀」「テレビの時代」などと呼ばれること
になった，その後の時代を振り返るうえで有益

であるだけでなく，21世紀に入って10年以上
が経過してもなお有望な将来像を見出せずにい
る放送の今後を考えるうえでも重要な意味を持
つはずである。

─２. 放送をめぐる“論壇”の形成

文学者達による「放送論」の主要な舞台は，
『放送文化』『CBCレポート』『放送朝日』『YTV 
REPORT』など，放送業界の専門誌だった 2）。
これらは1950年代に放送をスタートした民間放
送事業者が創刊した月刊誌や，戦前の社団法
人日本放送協会が刊行していた雑誌をリニュー
アルしたものである。それらの専門誌は，1960
年代半ばくらいまでの一時期，文学者だけでな
く社会学者や政治学者など幅広い分野の研究
者や評論家らがラジオやテレビについて論じる
媒体として機能し，放送に関する一種の「論壇」
が形成されていた。

ここでは，これらの放送専門誌上において
展開された放送に関する論壇を，仮に「放送論
壇」と名づけたい。では，この「放送論壇」は
どのような「場」だったのか，本題に入る前にそ
の概要を素描しておきたい。

放送論壇の書き手は，上述のように放送業
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界内部の当事者達だけでなく，多様な立場や
専門分野の専門家・文化人達であった。言うま
でもなく，書き手の多様性は，議論の多様性
をもたらす。放送論壇での議論は，放送に関す
る主要なトピックが，この短い期間にほぼ出尽
くしたのではないかと思わせるような百花繚乱
ぶりであった。

その様子は，各誌の目次を開いてみるとすぐ
に分かる。例えば，最も活発な「場」のひとつ
であった中部日本放送の月刊誌『CBCレポート』
の1959年12月号をみると，巻頭の新田宇一朗

（民放連営業委員長）・小島源作（同・副会長）
の対談「民放経営の現段階」に続き，野間宏

（作家）の「空間と時間に対する責任」というテ
レビドラマ論，秋田實（作家）がラジオ漫才に
ついて論じた「放送演芸三十年」が掲載されて
いる。また，この年に来襲した伊勢湾台風関
連の報道をテーマにした真下真一（名古屋大教
授）と小谷剛（作家）の対談「災害とマス・メディ
アの機能」，社会学者・高橋徹（東京大助教授）
の「放送理論の系譜」という連載論文などが掲
載されている。このほかにも，随筆の寄稿者と
して白浜研一郎（劇作家），田中澄江（劇作家），
前田純敬（作家）といった文学者の名前もある。
計47頁の比較的薄い冊子が，実に多彩な原稿
で構成されていることが分かる。
「放送論壇」には戦前からの短くない前史が

ある。戦前における放送関連の専門誌は，社
団法人日本放送協会の『調査時報』（1926年
～），『放送調査資料』（1938 ～ 1941年），『学
校放送研究』（1939年～）といった数誌に限ら
れる。しかし，これらの専門誌は当時，多彩
な執筆陣が寄稿する「放送論壇」誌としての性
格を持っていた。

なかでも1926年（大正15年）創刊の『調査

時報』は最も創刊が古く，『調査月報』『放送』
『放送研究』などと名称を変えながら，戦後の
『文研月報』『放送文化』，そして現在の『放送
研究と調査』へと連なる長い歴史がある。そ
こには例えば，波多野完治（心理学者），西本
三十二（教育学者），柳田國男（民俗学者），平
塚らいてう（婦人運動家），岡倉由三郎（英語
学者），寺田寅彦（物理学者），長谷川如是閑

（作家・評論家），山田耕筰（作曲家）など各
分野を代表する専門家，著名人が執筆者とし
て名を連ねていたほか，文学者でも高村光太郎

（詩人），小林秀雄（文芸評論），菊池寛（作家），
円地文子（作家），萩原朔太郎（詩人）など多
数の作家・詩人らが寄稿している。こうした戦
前の「放送論壇」については，戦後のそれとの
連続性という問題と併せて，別の機会に考察し
たいと考えている。

以下では，戦後（1960年代半ばまで）の「放
送論壇」で，文学者達が表現媒体として放送
にどのような可能性を見出していたか（3節），
当時の前衛的・実験的な文学・芸術運動の中
で放送にどのような位置づけを与えていたか（4
節），放送と社会や文化との関係性をどう論じ
ていたか（5節）について検討し，そのうえで放
送論壇がその後どう変容したのか，その意味
は何かなどについて考察する（6節）。

なお，ひとくちに文学者といっても，彼らの
放送への関わり方は多岐に亘っていて，それに
応じて多様な性格の原稿があるが，大別すると
次の4種類に分類できる。
①  放送（ラジオ・テレビ）の視聴体験等に関

する率直な意見や感想を表明したもの（随筆
や座談会）

②  芸術祭（文化庁）など放送関連コンクール
の審査員や批評家という立場からのコメント・
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論評（随筆や座談会）
③  自らドラマの台本執筆や演出を手掛けた経

験に基づき表現媒体としての放送の可能性
等を論じたもの（論説，随筆，座談会）

④  文学者として，あるいは一有識者として，放
送の役割や社会・文化への影響などを考察
したもの（論説，座談会）
このうち，原稿の本数が一番多いのは①で

あるが，ここでは比較的まとまった「論」となっ
ているものの多い③④を中心に扱う。

─３. 文学・芸術表現の
　──　　　　媒体としての放送

１）現代詩の限界とラジオの可能性─
～谷川俊太郎

当時，新しいメディアだった放送は，文学
者にとっても大きな好奇心と期待の対象であっ
た。特に当時20 ～ 30代の若い文学者達は，
小説や詩の朗読のような作品発表の媒体として
だけでなく，放送に既存の形式や従来のジャン
ルを超えた新しい表現媒体となる可能性をも見
出していた。

1950年代，放送の主役はラジオであった。
NHKのラジオ受信契約数は1952年に1,000万
の大台を突破，1958年にピーク（1,481万件）
に達する。世帯普及率は80%を超え，夜7 ～
8時台には聴取率が50 ～ 60%を超える番組
が数多く生まれていた。当時，NHKのラジオ
普及運動で使われた標語は「放送で世界を結
ぶ1,000万」というものであった（日本放送協会
編，2003）。

戦後日本を代表する詩人・谷川俊太郎もラジ
オの可能性に惹かれた一人であった。1952年，
21歳のときに第一詩集『二十億光年の孤独』を

発表してデビューした谷川俊太郎は，ラジオド
ラマの脚本を多数手掛けるなど放送に深く関
わっただけでなく，「放送論壇」でも積極的な
発言を行っていた。放送関連の仕事に関わるこ
とになった動機について，彼は次のように記し
ている。
「これは私にとっては決して観念的な問題意

識などというべきものではなかった。むしろ現
代において詩人という存在が生きのびられるか
どうかという，もっとも直接的で切実な悩みに
かかわるものだった。孤独では生きられない。
人間的な交

コミュニケーション

わりをもちたい ，そのための言葉
を発見したい，そのような人間としてもっとも当
たり前で，それ故にもっとも切実な要求が私を
ラジオにむかわせた。」（「見失われたオウディ
エンス」『CBCレポート』1959年9月号12頁）

当時の谷川は，現代詩の世界が一般社会か
ら隔絶され閉塞状況に陥っていることに強い危
機感を感じ，「机の前に座って，二十行か三十
行の詩を，二月に一篇くらい雑誌に発表し，二
年に一冊，薄い詩集を一千部足らず作る」とい
うような詩人の生き方に大きな疑問と限界を感じ
ていた。そんな彼にとって，ラジオドラマの制
作など放送に関わる仕事は，現代詩が「社会
性を回復」するうえで重要な意味を持っていた。

大江健三郎，石原慎太郎，江藤淳，永六輔，
浅利慶太らとともに「若い日本の会」のメンバー
として60年安保に反対表明をするなど政治的

谷川俊太郎（1931 ～）
詩人。1952 年『二十億光年の孤独』でデビュー。
詩集に『六十二のソネット』『ことばあそびうた』

『日々の地図』等。詩以外に，舞台，映画や放
送の脚本，童話，翻訳など多方面で活躍。詩人
でなければラジオ工になりたかったともいわれ，
内外のラジオ受信機のコレクションで知られる。
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活動にもコミットしていた彼にとって，詩を書く
ことはそれ自体社会性を帯びた実践でもあっ
たのである。ちなみに，後で触れる若き日の寺
山修司に，ラジオやテレビのドラマの仕事を勧
めたのも彼である（高取英，2006：85頁）。谷
川は自らの作品が番組で放送される喜びをこう
語っている。
「そこでは言葉が声となり，声がそれだけで

ひとつの言葉になった。私は自分の言葉が肉
体を与えられ，感情を与えられて，まったく新し
い言葉に変わってゆくのを聞いた。そして，私
の作品に最上のリアリゼーションを与えるため
に一心に協力するスタッフたち―役者，演出
家，音楽家，効果マン，ミクサーを見た。私は
自分の作品が，私一人のものではないというこ
とを悟り，人間的協力の快さと力強さ，そして
そのかなたにひろがる未知のオウディエンスの
大きさを思った。」（谷川，同上，12頁）

このように，谷川にとって放送は，詩の世界
を閉域から解放し社会へと接続するために有効
な回路（＝チャンネル）にほかならなかったとい
える3）。

 

２）「放送詩劇」で人と人との心をつなぐ
～黒田三郎

谷川俊太郎をはじめとして，当時の若い世
代の詩人達が，放送を用いた表現形式として
特に有望視していたジャンルのひとつが「詩劇」
である。
「詩劇」は本来，韻文を用いた劇，より広義

には抒情詩的な劇を指し，古代ギリシャ悲劇や
ラシーヌ，T.S.エリオットの劇なども含まれる。
この詩劇が放送に適しているとして「放送詩劇」
をジャンルとして確立しようとする模索が1950
年代に行われた。そして放送関連の専門誌上
でも詩劇の可能性等について文学者が論じた
原稿が何本か掲載されている。

例えば，劇作家の加藤道夫（1918 ～ 53）は，
『放送文化』1952年3月号に「詩劇に就いて」
という論考を寄せている。加藤によれば，ラジ
オは「深い詩の世界の擴がりを我々の聽覚心像
の中に示現する」がゆえに，「今後の詩劇の実
験に最も重要な役目を果たす」ことが期待され
る。つまり，文字によって内容を表現する通常
の詩と異なり，放送では詩の言葉が音声で表
現されるという特徴があり，そのため，ある種
の劇的要素やストーリー性をもたせた内容が大
きな効果を生み出し得ると考えられていたので
ある。

詩劇について，現代詩の閉塞状況に関する
問題意識を谷川俊太郎らとも共有しながら本
格的に論じていたのが，当時NHKの職員でも
あった異色の詩人，黒田三郎である。黒田は，

『放送文化研究所調査研究報告』（1958，現在
の『NHK放送文化研究所年報』）に掲載した
論文「詩劇論の周辺」で，詩劇への関心が高
まっている背景として，当時の社会状況に言及
している。

『ラジオ劇場　牧場の中の１本の橋』（NHK，1962
年放送）で出演者と打ち合わせをする谷川俊太郎（中
央）（左は広村芳子，右は山本学）
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「現代社会における個人はそれぞれ何重にも
異る利益社会に属していながら，それ故に個
人と個人のコミュニケーションはますます乏しい
ものとなりつつある。ひとりの人間のモノローグ
を，他の人間が自分の身に起こったことのよう
にきくためには，そこにひとつの共通な意識が
なければならない。暗黙の理解が前提される
のである。現代の社会においてはこのような基
盤が失われ，かつてひとつの共同体の成員が
もっていたような暗黙の理解はない。」（106頁）

黒田によれば，社会のこうしたディスコミュ
ニケーション状況の中では詩の言葉はどこにも
届かない。谷川俊太郎が問題にしていたのは，
主として現代詩特有の難解さゆえに詩の世界が
人々から離反しているという状況だったが，黒
田のみるところ，「戦後の虚脱」の中での人々の
孤独や，社会の高度化・機能分化に伴う諸個人
の孤立化といった社会状況の側にも詩に困難を
もたらしている要因がある。だが，この状況の
中にこそ詩にとってのチャンスがある，と黒田
は言う。
「多分，現代詩を孤立と難解さから救い出す

ものは，社会的分化によって孤立化する個人の
間に，共通な意識を設定し，暗黙の理解をとり
かえすという，逆説的な方法だけである。孤立
と難解さへと現代詩を追いやるもののなかで，
逆に詩を，共感と理解をとりかえすための手段

とすることである。」（106頁）
当時，若い世代の詩人達のあいだで「共感の

回復」や「意味の回復」が詩作におけるスロー
ガンとなっていたが，黒田によれば，これはま
さに「人間の心と心との接触」を橋渡しすると
いう詩本来の機能を再活性化させるうえで必要
かつ重要な模索である。詩劇は，そうした延
長上にこそ位置づけられるべきだとされたので
ある。

放送詩劇はその後，大岡信（詩人），千田是
也（演出家），三善晃（作曲家），寺山修司（作
家）など様々な才能によって試行錯誤が続けら
れ，数多くの作品が生み出されていった。そう
した作品群が本当に黒田の言うような機能を果
たし得たかについては別途検討が必要である
が，現代社会における人間関係の疎外状況を
芸術表現が放送を通じて修復していく，という
考え方がこの時期に議論されていたことの意味
や意義については，もっと顧みられてよいよう
に思われる。

─４.前衛・実験芸術の
　　　　　ポリティクスと放送

１）芸術と政治における前衛運動
文学者達による放送への関わりの中からは，

「詩劇」のような実験的表現よりもさらに思想
的，政治的にラディカルで前衛的なものも生ま
れていく。

ラジオが全盛期を迎え，テレビ放送がスター
トした1950年代，日本社会は戦後の混乱期を
脱して高度成長へと向かいながら，朝鮮戦争，
冷戦構造の固定化，レッドパージ，サンフラン
シスコ講和条約，自衛隊発足，国連加盟，ス
エズ危機，五十五年体制スタート（社会党再統

黒田三郎（1919 ～ 80）
詩人。商社勤務時代の昭和 20 年にジャワで現
地召集され入隊，終戦帰国後，日本放送協会
に入局（1969 年退職）。1955 年，詩集『ひとり
の女に』で H 賞受賞。詩集に『小さなユリと』『死
後の世界』など。戦後社会に生きる小市民の生
活感情をペーソスを交えて描いた詩で多くの愛
読者をもった。
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一と保守合同），三井三池争議など内外の激動
を経験していた。

この時代，文学や芸術の世界においても疾
風怒濤の変化が起きていた。多くの文学者や
芸術家達が，文学・芸術上の前衛運動を志向
し実践すると同時に，日本共産党への入党な
ど政治的な前衛運動（闘争）への関わりも深
め先鋭化させていった 4）。そうした運動の最
前線にいたのは，野間宏，花田清輝，岡本太
郎，佐々木基一，安部公房，埴谷雄高，椎名
麟三，小野十三郎といった文学者・芸術家達
であった。彼らは，「夜の会」「世紀の会」「人
民芸術集団」「現在の会」「前衛美術会」といっ
た運動体，組織体を作りながら様々な活動を
展開した。

なかでも，放送との関係で注目されるのは，
1959年に結成された「記録芸術の会」と呼ば
れる組織である。上記以外に羽仁進，武田泰
淳，鶴見俊輔らも発起人として名前を連ねてい
た「記録芸術の会」は，その任務を「文学，演
劇，映画，造形芸術，音楽，実用芸術など各
ジャンルの閉鎖的ワクを打ち破り積極的な交流
を促進する」「伝統芸術の形式を批判的に再組
織し，新しい芸術的諸手段を積極的に活用し
て，真に大衆的芸術形式の多面的な発展のた
めに活動する」としていた。

特に興味深いのは，会の中心課題として「芸
術の総合化」と「活字文化から視聴覚文化へ」
の転換が掲げられていたことである（佐々木基
一，1983：213頁）。ここでいう「視聴覚文化」
とは，当時流行していた記録映画 5）や，ラジオ，
テレビのドキュメンタリーやドラマを指す。この
時期の前衛的な芸術・政治運動の展開にとって，
映画や放送メディアが重要な媒体と考えられて
いたのである。

２）放送を通じた前衛運動
～安部公房

放送や映画をこのような前衛的な芸術・政治
運動に利用する活動の第一線に立っていた文
学者に安部公房がいる。

1924年生まれの安部公房は，1951年に発
表した『壁－S・カルマ氏の犯罪』で芥川賞を
受賞しているが，むしろ1950年代を通じてドラ
マや演劇の脚本作家，放送作家として社会的
知名度を獲得していった文学者である。そして
一時は「芸術祭荒らし」という異名をとるほど，
奇想天外な作品や問題作・話題作を次 と々発
表していた。放送での代表的な作品としてはラ
ジオドラマ『棒になった男』（文化放送，1957
年，演出・大坪都築，芸術祭奨励賞），ラジ
オドラマ『こじきの歌』（中部日本放送，1958
年，演出・西脇冴子，民放祭民間放送連盟賞），
テレビドラマ『日本の日蝕』（NHK，1959年，
演出・和田勉，芸術祭奨励賞），テレビドラマ

『煉獄』（九州朝日放送，1960年，演出・梅津
昭夫，芸術祭奨励賞）などがある（宮西忠正，
2009）。

こうした創作活動の一方で公房は，放送専
門誌等で，放送の持つ可能性や課題について

ドラマ『人命救助法－おぼれる者は』（NHK，1961
年放送，原作：安部公房，演出：和田勉）の一場面
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の発言もしている（例えば「ラジオ対テレビの
番組論」『放送朝日』1958年7月号，中村光男
との「対談：テレビジョン時代と芸術」『思想』
1958年11月号など）。そのうち，「ラジオ童話
への一つの冒険」（『CBCレポート』1959年11
月号）という論考では，自らが脚本を手掛けた

『ひげの生えたパイプ』という児童向け連続ラ
ジオドラマの創作意図や放送後の反響などにつ
いて書いている。
『ひげの生えたパイプ』は，NHKの「子供の

時間」で，1959年5月から9月にかけて85回に
わたって連続放送された（演出・村文雄，長与
孝子。主演・大山羨代，熊倉一雄。テーマソ
ング・黒柳徹子）。ドラマは，遠いダム工事現
場に行ってしまった父親の残した古いカビの生
えたパイプ 6）が，主人公・太郎のいろいろな望
みを叶えるという荒唐無稽なストーリーで，子
供達のあいだで大きな人気を呼んだ。しかし
NHKには，この番組の内容が不真面目で教育
に良くないとする苦情が教育関係者らから多く
寄せられたという。それに対して公房はこう書
いている。
「私は，いわゆるよい子教育に徹底した憎し

みを抱いており，当然それへの反撥が作品の
一つの大きなアクセントになっていたから，一
部のよい子主義者や良識的な道徳主義者の反
感をかったのはごく自然のなりゆきで，少しもお

どろかなかったばかりか，むしろ胸のすく思い
をしたくらいだった。」（7頁）

前衛的で過激な公房の創作活動に対しては，
その作品を放送する局側にも警戒する声があっ
たようだ。宮西忠正（2009）は，公房が初めて
取り組んだ児童劇『キッチュ・クッチュ・ケッチュ』

（1958年）を放送する際，NHKの幹部から「安
部さんは共産党員だから止めるように」と待っ
たがかかったが 7），演出の長与孝子が「安部さ
んは幽霊やお化けを好んで登場させるから唯物
論者であるはずがない」と煙にまいて企画を通
した，というエピソードを紹介している。

そうした公房の創作を支えたのは，子供達
から寄せられる数多くの投書だった。彼は，子
供達の投書にはげまされながら，また投書に綴
られた子供達の意見，感想を踏まえて筋書きを
考えるという双方向な形で脚本を書き進めたと
いう。当時の放送界には，草創期であるがゆえ
に前衛的で実験的試みを許容もしくは歓迎する
ようなダイナミズムが存在し，そうした雰囲気
の中で文学者も，また放送局の側もその表現
の幅を広げていった時代だったといえるだろう。

３）既存ジャンルと秩序の破壊─
～寺山修司

安部公房と同様，寺山修司もまた，放送を
舞台にした創作活動の中から頭角を現していっ
た文学者である。ただし寺山の場合，政治的
な党派性を伴った前衛運動というよりも，「アン
グラ」「サブカルチャー」と呼ばれるような文化
運動を志向していた。

歌人としてデビューしていた寺山が，谷川俊
太郎の勧めで放送の仕事を始めたのは1958年
である。それ以降，ラジオドラマ『中村一郎』

（RKB毎日，1959年，演出・久野浩平，民放

安部公房（1924 ～ 1993）
戦後の前衛文学運動を代表する作家。1948 年
に『終りし道の標べに』で作家デビュー。芥川
賞受賞作『壁－ S・カルマ氏の犯罪』のほかに

『砂の女』『他人の顔』『燃え尽きた地図』『箱
男』など。作品は海外でも高く評価され，世界
30 カ国以上で翻訳，晩年にはノーベル文学賞
候補と目された。
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祭最優秀賞），ラジオドラマ（放送叙事詩）『犬
神の女』（CBC，1965年，久保田万太郎賞），
ラジオドラマ『コメット・イケヤ』（NHK，1966年，
演出・佐々木昭一郎，イタリア賞グランプリ），
テレビ番組『ドキュメント「あなたは…」』（TBS，
1966年，芸術祭奨励賞）などの話題作を次々
に発表していく（田澤拓也，2005）。

寺山の脚本もまた，奇想天外でしばしば過
激な内容を含んでいた。例えば，1960年に放
送されたラジオドラマ『大人狩り』（RKB毎日，
演出・小部正敏）は，番組冒頭「今夜はラジオ
劇場を放送する予定でしたが，福岡市内で子
供の暴動が発生したので，その模様を中継い
たします」というニュースのパロディで始まり，
子供達が革命を起こして大人達を収容所に送
り込むというストーリーだった。放送後このドラ
マは，「暴力を肯定したエログロナンセンスの低
俗作品」「暴力革命を鼓吹し，社会の秩序を否
定するもの」などとして福岡県教育委員会や県
議会などで議題になるなど大きな問題に発展し
た（高取英，2006）。

寺山の放送での活動は，このように，時にス
キャンダラスなものだったが，それは芸術表現
ジャンルとしての放送の可能性を極めてラディカ
ルに追求した結果でもあった。寺山は『CBCレ
ポート』1961年1月号に寄稿した「テレビドラ
マが終わったところから」という論考で自らの

経験をこう語っている。
「マーケット荒らしのように見られたり，また

実験屋みたいにみられたりして不愉快なことも
少なくなかったが，しかし一ばんはっきりしたこ
とは，ジャンルの約束やその特性が，表現者を
特に一つの桎梏のなかに追い込むことはない，
ということであり，形式などは所詮二の次でい
いのだ，ということであった。」（12頁）

そして寺山は，面白いテレビ番組を作り続け
るためには方法論上のさらなる破壊と挑戦が必
要だという。彼が提案するのは，複数のテレビ
中継車を駆使して現実社会の中の様 な々場面を
生中継し，それらを繋ぎ合わせる新しいタイプ
の放送である。それは「テレビドラマ」である
と同時に「テレビドラマ」の自己否定であるよう
な番組である。
「新宿区四谷三光町の火事の中継であり，ま

た木挽町での野犬狩りの中継とモダンジャズの
合成，それからきりかえると神宮外苑のアベッ
クの接吻その他の中継とワグナーの音楽…麻
雀屋の中継からボクシングはもちろん，裁判，
手術とオール実況の新局ができたと想定した場
合，僕たちは一ばんその局を見ることはわかり
きっている。（中略）いずれにしてもいわゆるテ
レビ・ドラマが終わったところにしか僕のノック
するべきドアはない。」（13頁）

─５. 文学者による放送文化論

～佐々木基一
様 な々文学者によって，文学・芸術の表現媒

体としての放送の可能性が論じられる一方，放
送が社会や人間とどのような関係を結んでいく
べきかという「放送文化論」を展開する文学者
も少なくなかった。そして，例えば大宅壮一流

寺山修司（1935 ～ 1983）
詩人，劇作家，演出家。放送作家，脚本家
として本格的なキャリアをスタートさせ，以降，
演劇や映画，評論，俳優，TV 番組司会者な
ど幅広い分野で活躍，多数の文芸作品や劇場
作品を残した。『書を捨てよ，町へ出よう』『み
んなを怒らせろ』などの評論のほか，詩集，歌
集など多数。
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の「一億総白痴化」論を批判しながら放送の教
育的機能を強調した大岡昇平の論考（「創作者
と鑑賞者」『CBCレポート』1963年4月号）や，
放送が「孤独な群衆」を生み出すという長谷川
如是閑（ジャーナリスト，作家）のややペシミス
ティックな予言（「マス・コミュニケーションと現
代社會―ラジオ，テレビの世界的機能」『放送
文化』1952年6月号）など，興味深い議論が
展開された。

ここでは，中でも最も本格的な「放送文化論」
を展開した佐々木基一の議論を取り上げる。

１）固有の「論」としての「テレビ論」へ
1914年生まれの佐々木基一は，戦前から，

小説家というよりも文芸評論の分野で知られる
存在だった。戦後は，花田清輝，野間宏らと
創刊した雑誌『総合文化』や，岡本太郎，埴谷
雄高らと結成した「夜の会」，先にも触れた「記
録芸術の会」，日本共産党系の「新日本文学会」
などで中心的存在として活動し，当時の前衛文
学・芸術運動を代表する論客となった。そして
同時に佐々木は，放送，特にテレビの可能性や
問題点について最も本格的な論陣を張った文
学者でもあった。

佐々木は，1959年に『テレビ芸術』（パトリア
出版）という本を刊行している。この本は『放
送文化』に連載した「映画の文法とテレビ・ド
ラマの文法」という論考をはじめ，「放送論壇」
上で発表した論文や評論をまとめたものであ
る。佐々木は，放送が始まったばかりのテレビ
を様 な々角度から論じているが，その議論の最
大の特徴は，新聞や映画など従来のマス・メディ
アに関する考え方や知見をテレビに安易に適用
するのではなく，テレビの特性についての本質
的理解に立った固有の論としての「テレビ論」を

生み出す必要性を強調する点である。
そして佐々木は，テレビが映画やラジオに

取って代わるかどうかといったメディア産業内
部の競争の論理によって矮小化された議論や，
テレビの影響力が人々に及ぼす弊害のみを強調
するような議論 8），あるいはテレビの可能性が
もっぱら技術によって規定されるという一面的
な認識（技術決定論）が広がることが，テレビ
が本来持っている様 な々可能性を狭めることに
なるとして警鐘を鳴らす。
「資本と技術が先に立って既成事実を作っ

てしまう前に，テレビの機能を芸術的手段とし
ていかに生かすかという問題について，多くの
人々が論議をつくす必要がある。テレビが一般
家庭に普及しはじめたいまこそ，大いに百家斉
放の必要がある。～（中略）～ 資本と技術の
野放しの暴威をコントロールするためには，実
作と理論と批評が互いに手を携え，相互に啓
発し合いながら進まねばならないだろう。」（『テ
レビ芸術』209頁）

　

２）テレビ時代の人間像
注目されるのは，テレビ時代にはこれまでと

は異なる新たな人間像を想定するべきだという
佐々木の主張である。
『テレビ芸術』に収録されている「テレビ文

佐々木基一（1914 ～ 1993）
評論家，小説家。戦後の前衛文学，前衛芸術
運動の旗手として，花田清輝，埴谷雄高，安
部公房，野間宏らと旺盛な活動を展開。著書に

『テレビ芸術』『映像論』などテレビ，映画関連
の評論のほか，W. ベンヤミン『複製技術時代
の芸術』やベラ・バラージュ『映画の理論』等
の訳書でも知られる。1990 年には『私のチェー
ホフ』で野間文芸賞を受賞。
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化とは何か」という論文（初出は岩波書店『思
想』1958年11月号）において佐々木は，当時
の主流のテレビ論では「受け手」（＝人間）は，

「単なる消費者大衆」「甲羅を失ったカニのよう
に，無防備のままさらされている受動的な大衆」
と考えられがちだが，こうした捉え方ではテレ
ビ時代の人間像を見誤ることになるといってい
る。そしてテレビ時代においては，これまでの
時代とは異なる「「テレビ的人間」ともいうべき
人間の思想と行動と表現様式」が生まれ，テレ
ビ文化の担い手になるというのである。

この「テレビ的人間」という考え方は，近年
の「デジタル・ネイティブ」をめぐる議論を想起
させる。「デジタル・ネイティブ」は，「若い頃か
ら，PCやインターネットなどのデジタル環境が
当たり前のものとして存在し，それらを特別な
意識もなく手足の一部のように使う人 」々（橋元
良明ほか，2010：4頁）という意味で用いられ
ている。この「デジタル・ネイティブ」，あるい
は「ネット世代」「ケータイ世代」などをめぐる最
近のメディア社会学での議論は，新しいメディ
アの登場が，新しい身体性や感性を備えた人
間を生み出し，そうした新しいタイプの人間達
がこれまでとは異なるコミュニケーション空間を
編成していくということに着目している（例えば
D.タプスコット，2009；荻上チキ，2009）。

こうした議論を踏まえると，佐々木の「テレビ
的人間」論は，「テレビ・ネイティブ」論と呼び
替えることもできるような発想だったといえる。
W.ベンヤミンの『複製技術時代の芸術』（晶文
社）やK.パヴェークの『視覚時代』（美術出版
社）の翻訳等も含め，これ以降の彼の仕事にお
いては，テレビの登場・普及によって生まれる
社会や文化のあり方，そしてその中での芸術表
現のあり方を考えるためには，「テレビ的人間」

という新しい人間理解が不可欠だという問題意
識が存在し続けていたように思われる。

ただし佐々木は，「読む文化が高級で視聴
覚文化は低俗だ」という二元論を乗り越え，送
り手，受け手双方のあいだに「テレビ的視覚」
や「テレビ的思考」に関する共通認識を形成す
べきだという方向性を示しつつも（佐々木，同
上，32～35頁），それ以上具体的な「テレビ・
ネイティブ」像を提示したわけではない。むし
ろ，それはその後のテレビ研究の中で引き継が
れ発展されるべきテーマだったはずである。だ
が「テレビっ子」「テレビ世代」といった用語が，
新聞や雑誌の誌面をときおり賑わすことはあっ
ても，それが研究テーマとして充分に深められ
てきたとは言い難い。

─６．「放送論壇」の変容と終焉　

１）「放送論壇」と専門誌の変容
以上，1950 ～ 60年代の放送論壇で文学者

達が放送について何を考え，どう論じていたか
を，5人の文学者（谷川俊太郎，黒田三郎，安
部公房，寺山修司，佐々木基一）を中心にみ
てきた。彼らの「放送論」「放送文化論」には，
改めて検討されるべき問題や論点がいくつも含
まれているが，同時に「放送論壇」のその後の
展開もいくつかの点から興味深い。

放送論壇が最も光彩を放ったのは1960年代
半ばまでである。それ以降，放送論壇を支え
た各専門誌は徐々に変容していく。最大の特
徴であった書き手の多様性が次第に失われ，
誌面も放送業界の「情報誌」「研究誌」「広報誌」
としての性格を強めていく。例えば『放送文
化』はその代表的な例である。『放送文化』は
1970年代以降，発行形態や主体が幾度も変わ
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り，それに伴いその性格も徐々に変化していっ
た。1994年のリニューアルの際，当時の編集
長・太田祐一は新しい編集方針についてこう説
明している。
「今日，テレビが嫌いな人は少数派ですが，

同時にメディア論を好む人も少数者でしょう。
人々はテレビやラジオに登場する人物や番組
にからむ情報，知識，噂などに多大な関心を
もちこそすれ，難解で不毛な文学論争のような

“放送文化論”には見向きもしないでしょう。（中
略）掲載する記事は，血の通った人間的関心

（ヒューマンインタレスト）を重視することをお約
束します。」『放送文化』（1994年0号・巻頭言）

こうした方針で編集される誌上には，もはや
文学者達が居場所を見出すことは難しい 9）。こ
の『放送文化』の変節に象徴される放送論壇
の変容は，ある意味では放送業界の成熟に伴
う当然の帰結だったともいえる。各誌は，業
界全体の巨大化，機能分化の中で生み出され
た狭義の「専門家」達，すなわち放送関係者，
放送研究者，放送評論家達のための媒体と
なっていったのである。そして『CBCレポート』

『YTVレポート』『テレビ研究』のように，休刊・
廃刊となった雑誌も多い。上述の『放送文化』
も今年8月で休刊となった。

実は，こうした変化を経験したのは放送論壇
だけではない。『中央公論』『改造』『世界』と
いったいわゆる「総合誌」を舞台にかつて隆盛
を誇った一般的な「論壇」も，放送論壇と同様
の経過を辿っているのである。

奥武則が『論壇の戦後史』で跡づけたよう
に，一般的な論壇は1950 ～ 60年代に学者か
ら文学者までを含む幅広い書き手に担われな
がら『世界』を中心にして最盛期を迎え，その
後，ベ平連や全共闘運動の盛り上がりとともに

『朝日ジャーナル』などが一時代を作るものの，
「70年安保」の終息とともに急速にその存在感
を失っていった（奥武則，2007）。そして今世
紀に入ってからも，『論座』『諸君!』『現代』と
いったオピニオン誌が相次いで休刊となるなど，
その退潮は続いている。

　

２）新たな「放送論壇」の形成へ
一般的な論壇や放送論壇の，こうした質的

な変容や退潮にはどのような意味があるだろ
うか。

一般的な論壇も放送論壇も，戦後間もない
時期に多様な書き手を集めて盛り上がったこと
には共通の理由があるように思われる。一般
的な論壇が，敗戦後の日本をどう再建するの
か，新しい政治や経済，文化をどう作りだして
いくのか，という広範な社会的議論の要請の
中から盛り上がっていったように，放送論壇も，
当時新しいメディアであった放送，とりわけテ
レビをどのようなメディアとして成長させ，利用
していくのか，という強い社会的関心をエネル
ギー源にしていた。そうである以上，日本社
会および放送業界が，混乱期・草創期から成
長期・発展期を経て成熟期へ至る中で，論壇
や放送論壇が徐々に存在理由を失ったり性格
を変えていったりしたとしてもある意味では不
思議はない。

だが，少なくとも「放送論壇」に関する限り，
問題はそれ程単純ではないだろう。放送は今，
大きな転換期を迎えているからだ。インターネッ
トや携帯電話の普及，デジタル化や「放送と通
信の融合」といった変化の中で，放送は，従来
の姿のままでは存続できなくなる可能性が高く
なっている。そして「放送」や「テレビ」という
概念やモデル自体を再定義し，新しい放送のあ
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り方をデザインする必要に迫られている。
だとするならば，今必要なのは，放送の今

後に対する広範な人々の関心を喚起しながら，
新しい放送の社会的文化的な可能性を議題と
するような，開かれた議論の場を再び形成する
ことなのではないか。そして，インターネットや
デジタル機器が生み出す新しいメディア環境の
中で「放送」や「テレビ」がどのような役割や機
能を果たすのか，再定義され新しくデザインさ
れた「放送」は文化・芸術の分野でどのような
可能性を持ち得るのか，さらには新しい「放送
文化」の担い手となる「人間像」とはどのような
ものかといった諸点が，文学者，芸術家も含
む様々な立場の専門家，研究者らによって
検討されていくべきであろう。

先に引用した「実作と理論と批評が互いに手
を携え，相互に啓発し合いながら進まねばなら
ない」（佐々木基一）という，今から50年あまり
前の「放送論壇」で発せられた問いかけが，改
めてアクチュアルな意味を持ち始めている。

（よねくら りつ）

 注：
1 ） 代表的なものとしては加藤秀俊（1958），南博

編（1961），藤竹暁（1969）など
2）これら以外にも岩波書店の『思想』や『中央公

論』等の雑誌，専門誌，そして新聞や雑誌など
も「放送論壇」の舞台であった

3）ただし谷川は同じ原稿の中で，放送産業が巨大
化する中で，送り手と受け手のつながりが薄れ
ていくことに対しての警鐘も鳴らしている

4）当時の運動体のひとつ「世紀」のテーゼは，「ジャ
ンルの破壊と芸術の総合」「芸術の革命は革命
の芸術である」だった。桂川寛（2004）参照

5）岩波映画製作所，記録映画社などが設立された
のは 1950 年である。鳥羽耕治も言うように，
この時代，社会の激動の記録や権力との人々の
闘争の記録が批判的な運動の拠り所となるとい
う思想があり，「記録」は，新しい表現思想と
してのリアリズムの方法論的基礎をなすもので
あった（鳥羽耕治，2010，2007）

6）安部ねり（2011）に収録されている長与孝子の
証言によれば，長与が「かびの生えてるパイプ
じゃつまんないから「ひげの生えたパイプ」で
どうですか」と提案し，番組タイトルが決まっ
たという

7）安部公房は 1951 年に共産党に入党，1962 年に
花田清輝，大西巨人らとともに除名されるまで
党員であった

8）典型的には大宅壮一の「一億総白痴化」論だが，
佐々木は「強力効果論」のような一方的な受け
手像を想定するマス・メディア論も同列だと批
判する。「一億総白痴化」を巡る議論に関しては，
佐藤卓己（2008），北村充史（2007）等を参照

9）この時期の『放送文化』にはエッセイや小説，
コラムのコーナーがあり文学者達が寄稿してい
るのだが，そのコーナーは放送とは無関係な「く
つろぎのひと時」という編集上の位置づけと
なっていた
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