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緒　語
インターネットの普及・利用が進んでいる。

NHK 放送文化研究所（文研）の 2005年の調
査によれば，日本におけるインターネット接
触率は，この 5年間で倍に増えた。その一方
で，新聞接触率が大幅に減った。インターネッ
ト利用者の間では，テレビ視聴時間も減って
いる。

インターネットの普及・利用は今後ますま
す進み，テレビなどのマスメディアの利用が
低下して行くことが予想される。

しかし，インターネットは，ニュースより
利用者個人が求める情報を入手するメディア
であり，また，サイバー空間で流通する情報
の信用性は，マスメディアや大手の検索エン
ジンのサイトによる情報を除けば，極めて低
い。また，そこには，後述するように，社会
の構成員の情報空間が分裂し「たこつぼ化」
する危険性も存在する。

マスメディアの基本的な機能は，社会の構
成員がその自主的・合理的な判断に必要な基
本的な情報を共有し多面的な視点やものの
考え方に接する環境を形成・確保する，とい
うことである。しかし，インターネットの普
及・利用がさらに進めば，こうしたジャーナ
リズム機能が損なわれかねず，民主主義過程
にとっても問題となろう。

本稿では，世界各国のテレビ局がニュース
番組をどのようにインターネットを利用して
伝えているかを，公共放送を中心に，概観す

ると共に，テレビがその公共的機能を維持・
発揮して行くために，今後どのようにイン
ターネットを利用・活用して行くべきか，を
考える。

I 各国テレビ局のニュースオンラインサービス

1　アメリカ
（1）各局の動向
① CBS

アメリカの 3大ネットワークの一つ CBSは，
2005年7月12日，記者会見を開き，CBSNews.
comを大幅に拡充し，24時間デジタルニュー
スネットワークとして，1日24時間，最新の
ニュース映像と過去のニュース映像を無料で
配信する，などの計画をあきらかにした。この
新しいCBSNews.com では，
・オンデマンドによる 24 時間ニュース
・「パブリックアイ（Public Eye）」と名づけ

られた，視聴者との対話に基づいて取材か
ら編集までが行われるブログ

・「アイボックス（Eye Box）」というニュ   
ースビデオプレイヤー

・オリジナルのレポートやコメンタリー
が提供される。このうち，「アイボックス」
では，2 万 5,000 に上るニュースクリップの
ほか，まだ放送されていないものも，無料で
配信する，としている。

発表に当たって，CBS Digital Mediaのラリー・
クレイマー（Larry Kramer）社長は，このCBS 

放送の公共的機能と
ニュースのオンラインサービス

 海部一男　　



43APRIL 2006

News.com の拡大は，定時のニュース番組の
放送時間以外でもインターネットを使って常に
ニュース・情報を求めている人々の要求に応え
るもので，これによって「CBSNews.comは，24
時間情報社会における中心的なニュースサイト
になる」と述べた。（http://www.cbscorporation.
com/news/prdetails.php?id=56s）
②ABC

また，同じく3大ネットワークの一つである
ABCは，2005 年9月から，Yahoo! Newsを通
じて，ニュースや政治コメントの無料配信を開
始した。ABC は，自社サイトを通じて，有料
でニュース番組を配信しているが，より多くの
利用者が期待できる無料配信に重点を移す。
③ CNN

ニュース専門局 CNN のホームページであ
る CNN.com は，「オンライン利用者は，最
新かつ高品質のニュースビデオを求め始めて
いる」として，2005年6月から，無料ビデオ
配信サービスを始めた。この中には，CNN
の膨

ぼう

大な映像資料のほか，CNN.com が独自
に制作したレポートなども含まれている。

CNN.com は，また，同年12月には，CNN 
Pipeline と名づけた，ブロードバンドによる
有料のビデオニュースサービスを，月額2.95
ドルで，開始した。CNN.com は，「オンライ
ンニュースにおける CNN Pipeline は，いわ
ば，デジタル音楽における iPod である」と
位置づけている。（http://www.timewarner.
com/corp/newsroom/pr/）
④Yahoo! News

Yahoo! News も，ABC と CNN.com の 両
社と契約を結び，9月からニュースビデオの
無料配信を始めた。Yahoo! News は，両社
と配信契約を結んだことについて，ストリー

ミングビデオがオンラインニュースにとって
重要になって来ていることを強調している。
⑤ニューズ・コーポレーション

これまでネット事業で出遅れていたニュー
ズ・コーポレーション（ニューズ社）も，遅
れを回復すべく，ネット事業に積極的に進出
する方針を示している。

2005年7月15日，ニューズ社は，インター
ネット事業を強化するために，Fox Interactive 
Media（FIM）を発足させる，と発表した。
FIMは，foxnews.com，foxsports.com，それに，
テレビのウェブ事業などを統括し，ニュース・
情報・娯楽などを求める利用者のための「拠点

（home base）」を提供する，としている。
この記者会見で，ニューズ社のルパート・

マードック（Rupert Murdoch）会長は，この
FIM を主要なウェブ企業の一つにする，と
述べた。また，ニューズ社は，FIM は今後
積極的に投資活動を行って行くと述べたが，
早速，7月から 9月にかけて，3 つのネット
企業を次々に買収している。（http://www.
newscorp.com/news/news_250.html）

（2）背景
アメリカのテレビ各局のこうした動きの背

景にあるのは，テレビにおける視聴率の落ち
込みと広告収入の減少，そして，もう一つは，
将来のメディアの中心は放送からブロードバ
ンドに移行する，という彼らの確信である。
①地上波における視聴率と広告収入の低下

ニールセンメディアリサーチ（NMR）に
よると，3大ネットワークが放送する夕方の
ニュース番組の視聴率は，ピーク時の 1969
年には 50% もあったのに対して，2004年に
は 20% に激減した。朝のニュース番組の視
聴率は，伸びる傾向にあるが，それでも，3



44 　APRIL 2006

大ネットワーク全体で 17% であり，視聴者
数は夕方のニュースの半分程度である。

同じく NMR によると，2005年第1～第3
四半期における 3大ネットの広告の売上高は，
前年同期に比べて 3.5％減ったが，インター
ネットの売上高は，19.4％も伸びている 1）。

（http://nielsenmedia.com/）
②情報源としてのインターネットの地位の向上

この間，情報源としてのインターネットの
地位は着実に高まっている。ピューリサーチ
センター（PRC）が 2005年6月に発表した調
査結果によると，主な情報源としては，テレ
ビを挙げる人がもっとも多く 74%，次いで，
新聞44%，インターネット 24%，となってい
るが，インターネットを挙げる人の割合は，
18～29歳代では 36% と新聞（37%）とほぼ並
び，30歳代・40歳代でも，それぞれ，31%・
29% と 高 率 で あ る。（http://people-press.
org/reports/display.php3?ReportID=248）
③将来の中心はブロードバンドという確信

もう一つは，将来のメディアの中心は，放
送からブロードバンドに移る，という彼らの
確信である。

CBS は，上記の記者会見で上記 CBSNews.
com の拡充計画を，「ケーブルニュースバイ
パス戦略（Cable News Bypass Strategy）」と
名づけ，CBS News は，これ以降，テレビと
ラジオを基本とした活動から，インターネッ
トを含むさまざまなプラットフォームでの
24時間オンデマンドニュースサービスに移
行する，と明言している。

アメリカにおいては，今後，ニュースは，
インターネットにおける 24時間ニュースが
中心となって行くことであろう。

2　イギリス

（1）BBCのオンラインサービスの概要
BBC のオンラインサービスは，1997年，

BBC Online として，ニュースを中心に始め
られ，翌1998年，BBC の「中核的公共サー
ビス（core public service）」として，政府に
正式に認可された。

BBC は，オンラインサービスの認可を求
めて政府に提出した申請書の中で，オンライ
ンサービスを，BBC が視聴者にサービスを
行うための，テレビ，ラジオに次ぐ「第3 の
媒体（the third medium）」と位置づけたうえ
で，オンラインサービスの目的として，①幅
広い・BBC らしい番組の基本的な提供源と
する，②視聴者との新しい関係を構築する
と共に，BBC の説明能力を強化する，③視
聴者にとってのインターネット利用の「基地

（home）」，新しいメディア環境への「信頼で
きるガイド」となる，の 3点を挙げている。

その後，配信する内容は，ニュースから番
組関連情報に拡大され，さらに，2002年には，
BBC サイトのほかにワールドワイドウェブ
も検索できるサーチエンジンが設けられ，放
送されたラジオ番組がオンラインで聞き直せ
る Radio Player が追加された。

2004年，BBC Online は，bbc.co.uk と改称
された。

bbc.co.uk は，現在，ニュース，スポーツ，
番組情報のほか，6歳から 12歳まで向けの
CBBC，幼児向けの CBeebies，などの番組を，
ウェブサイトで提供している。この BBC の
サイトの利用者は，2005年末現在で，1,320
万人，イギリスにおけるインターネット利用
者のおよそ 52% に上っている，という。
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bbc.co.uk は，2005年には，動画検索ソフト
RSS（Really Simple Syndication）を，BBC の
ニュースとスポーツに導入した。

また，Radio Playerの成功を受けて，2005年
9月から12月にかけて，iMP（integrated Media 
Player）の実験を行った。これは，テレビとラジ
オで放送された番組を，放送後7日間，ブロー
ドバンドでダウンロードできるサービスで，携帯
電話や PDA（Personal Digital Assistants）へ
のダウンロードも可能である。BBCでは，2006
年のサービス開始を目指している。

（2）グラフ報告による見直し
この間の 2003年，文化・メディア・スポー

ツ省は，ブロードバンドサービスに関する政
府の諮問機関である Broadband Stakeholder 
Group（BSG）の議長のフィリップ・グラフ

（Philip Graf）に委嘱して，BBC のオンライン
サービスについて，第三者によるレビューを
行った。このレビューの結果は，翌2004年5
月に発表された。この中で，グラフは，①イ
ンターネットによる配信内容を，民主主義的
価値など，BBC が掲げる 5 つの公共的目的に
添って，より明確にすると共に，②一定の範
囲で，外部のコンテンツ制作者にも提供の場
を与えること，などを提言している。

BBC は，民主主義的価値，文化的・創造
的価値，教育的価値，地域社会的価値，地球
的価値の 5 つを，BBC が追求すべき基本的
目標として掲げている。

BBCは，このグラフ報告の提言に基づいて，
同年10月，bbc.co.uk によるオンラインサービ
スの見直しを行った。この中で，BBC は，オ
ンラインサービスを開始した当時からの「第3
の媒体」というインターネットの位置づけを踏
まえたうえで，BBC オンラインサービスの新

しい使命（remit）の基本的要素として，①革
新的で・BBCらしいオンラインサービスによっ
て，BBC の 5 つの公共的目的に寄与すること
②インターネットによって，視聴者との関係を
深めること③視聴者によるインターネット利
用の手助けをすること④オンラインサービス
活動によってもたらされる公共的価値とそれ
が市場に与える影響のバランスに配慮するこ
と，の 4点を掲げた。

BBC は，このうちの①については，特に
民主主義的価値と教育的価値が，bbc.co.uk
にとって，もっとも重要である，と強調して
いる。また，④に関連して，BBC は，内容
が他のサイトのものに似通っていたり，イン
ターネット市場に与える影響が大きかったり
する番組の提供をやめると共に，2006/2007
年度までに，コンテンツの 25% を外部の制
作者に開放することを決めた。BBC が廃止
した番組の中には，いくつかのスポーツ，ゲー
ム，主婦向けのドラマ，などが含まれている。

BBCは，さらに，テレビ番組をインターネッ
トや携帯端末に配信する計画も加速させよう
としている。BBCのテレビ局長ジャナ・ベネッ
ト（Jana Bennett）は，2005年8月，BBC1 か
BBC2 のどちらかを，2006年にも，インターネッ
ト上でサイマルキャストする，などの計画をあ
きらかにしている。（Guardian， 08/26/05）

3　ドイツ

ドイツでは，各州の公共放送機関が加盟す
る ARD（ドイツ放送連盟）とテレビで全国
放送のみを行っている公共放送機関 ZDF（第
2 ドイツテレビ）が，1996年からオンライン
サービスを開始している 2)。ARD は，地上
テレビ放送のすべてのニュースのストリーミ



46 　APRIL 2006

ングサービスを行っており，ZDF も 2001年
からストリーミングサービスを行っている。

2000年，公共放送は，放送に関する州間
協定の改正によって，「主に番組に関連する
内容のメディアサービス（Mediendienste）」
を提供する権限を与えられた。ここで言う「メ
ディアサービス」とは，放送と通信の中間領
域的なコンテンツサービスを規律するために
1997年につくられたカテゴリーである。

この州間協定に基づいて，ARD のメン
バーである WDR（西部ドイツ放送協会）は，
2001年，インターネットを，ラジオ，テレ
ビと並ぶ放送のための第3 のメディアと位置
づける計画を公表した。また，ZDF も，同年，
ニュースポータルサイト事業を開始すると公
表している。（鈴木，235-236頁）

しかし，2004年には，州間協定の第7次改
訂によって，公共放送のインターネットサービ
スは，「番組に関するもの」に限定されている。

4　韓国

韓国は，現在，世界でもっともインターネッ
トの普及した国の一つである。韓国におけるイ
ンターネットの人口普及率は，2004年末で 65%
で，世界で10番目，東アジアでは香港に次い
で 2位である。（『インターネット白書2005』）

テレビ局によるインターネットの利用もさ
かんである。韓国でテレビ局がホームページ
を開設し始めたのは 1995年である。その後，
各局は，1999年から 2000年にかけて，イン
ターネット事業を本格的に行うためのイン
ターネット放送専門会社を相次いで設立，地
上波の同時放送に加えて，ニュース番組は 4
時間後に，ドラマは，翌日，VOD で配信さ
れるようになった。これらのインターネッ

ト放送は，当初は無料だったが，2001年に，
商業放送のSBS（ソウル放送）のインターネッ
ト放送 SBSi が有料で VOD サービスを開始，
以後，公共放送 KBS（韓国放送）のインター
ネット放送会社 KBSi が 2002年，MBC（文
化放送）のインターネット放送会社 iMBC が
2003年に有料放送を開始した。

携帯電話にテレビ番組を再送信するサービ
スも，世界に先駆けて，2003年，KT（韓国通信，
現在の KTF）と SK テレコムによって開始さ
れた。さらに，2005年12月には，携帯電話を
含む携帯機器向けの地上デジタル放送も開始
され，KBS，MBC，SBS のほか，ニュース専
門の YTN なども放送を行っている。この携
帯機器向けの放送は，いずれも，広告を主な
収入源としており，受信は無料である。

5　NHKのインターネット利用計画
（1）総務省のガイドライン

日本では，NHK のインターネット利用は，
民放連や新聞協会の反対もあって，厳しく制
限されている。

平成14年（2002年）2月，総務省は，NHK
のインターネット利用に関するガイドラインの
原案を公表し，国民から意見を求めた上で，3
月，「日本放送協会のインターネット利用に関
するガイドライン」を策定・公表した。このガ
イドラインは，NHK によるインターネットの
利用を，放送法第9条第2号に規定する「附帯
業務」の一つとして，「放送の補完利用」と位
置づけ，NHK がインターネットの利用を行う
場合の「解釈」を示すことを目的としたもので，
①提供する情報の内容は，番組の二次利用と番
組関連情報とし，番組関連情報は，教育・福
祉・医療・生活の分野から開始する
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②規模は，年額 10 億円程度を上限とする
③掲載期間は，当該放送番組終了後 1 週間程
度する

などと規定している。

（2）NHKのインターネット利用計画
NHK は，このガイドラインに基づいて，「放

送番組インターネット利用計画」を，インター
ネットを利用する分野・態様・規模に分けて
定めて，公表している。

2006年2月に公表された「利用計画」では，対
象とする分野のうち「放送番組の二次利用」では，
・デジタルデータ放送の「ニュース」を二次利用

した文字情報と，テレビジョン放送の「ニュース」
を2次利用した，関連する動画・音声情報

・ラジオ第1 放送の「ニュース」とラジオ国際
放送の「日本語ニュース」を二次利用した
音声情報

などの提供が含まれている。また，「関連情報
の提供」では，教育・福祉・医療・生活・気象・
地域情報の 6 分野で関連情報を提供し，これ
らの分野の番組理解に役立てる，としている。

また，これらの情報の提供は，各番組の
ホームページと主な携帯電話会社のサービス
メニューを通じて行うものとし，提供期間
は，各番組の終了から最長1週間，ニュース
は 最長48時間程度，としている。

II 情報源としてのインターネット

1　インターネットの接触頻度と利用状況
（1）インターネット接触頻度～ 5 年で倍増～

インターネットが登場したのは，今から
37年前，1969年のことである。この年，ア
メリカの国防総省の高等研究計画局（ARPA）
が Arpanet の実験を開始し，それに，外部

の組織として UCLA がはじめて接続した。
以後のインターネットの発達と普及につい

てはここで言及するまでもない。総務省の『平
成17年版情報通信白書』によれば，日本にお
けるインターネットの人口普及率は，平成
16年末現在で，62%，13歳以上39歳までの
年代では 90% を超えている。

また，文研が 2005年3月に行った調査「日本
人とテレビ・2005」の結果によれば，インター
ネットに毎日接触する人の割合は，2000年の
8%から2005年は17%へと倍増した。インター
ネットの接触頻度は，取り分け 20～34歳の年
層で高く，30%を超えている。（白石・原・照井）

（2）利用状況～「報道」より「情報」～
このように，インターネットの利用は急速

に拡大しているが，その利用のされ方は，放
送とは異なる。

上記『平成17年版情報通信白書』が示す情報
メディア別の利用の仕方についての調査の結果
によれば，ニュースを知るという目的では，テレ
ビが 84%ともっともよく利用されているのに対
して，インターネットは67%，次いで，新聞62%
となっている。一方，趣味や遊び，旅行やお店，
生活，勉強，といった，いわば自分の個人生活
のための情報を得る目的では，インターネットを
利用する人の割合が圧倒的に高い（表1）。

同様の傾向は，文研の「日本人とテレビ・

テレビ ネット
ニュース 84.0 67.4
仕事の情報 12.8 61.6
勉強の情報 11.9 65.1
趣味・遊び 35.6 88.6
旅行・お店 28.1 80.3
生活情報 45.9 73.3
健康情報 46.6 62.9

表1　テレビとインターネットの利用目的

（%）
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2005」の調査結果によっても示されている。
同調査の「メディアの効用比較」によると，「世
の中の出来事や動き」に関して知る「報道」で
は，テレビを挙げる人の割合が 66% ともっ
とも高く，インターネットを挙げる人の割合
はわずか 4% に過ぎなかったのに対して，「生
活や趣味に関する情報」を知るという点にな
ると，テレビを挙げる人の割合が 35%，イ
ンターネットが 11% となっており，インター
ネットがかなりの高率を占めている。

2　情報源としてのインターネットの特性
（1）メディアシステムとしての特性
　　 ～際立つ「選択性」～

テレビは，1対不特定多数の片方向のメ
ディアであり，情報の収集・処理・発信が職
業集団の組織によって行われる一元的なメ
ディアであるのに対して，インターネットは，
不特定多数間の双方向のメディアであり，個
人でも極めて容易に情報の発信が行える。

一方，利用者にとって，テレビは，利用が
極めて容易であるのに対して，インターネッ
トでは，自ら能動的に必要な情報を取りに行
かなければならず，利用はテレビのようには
簡単ではない。テレビは，スイッチさえ入れ
ればさまざまな情報に接することができるの
に対して，インターネットでは，情報を求め
る積極的な意志と努力が必要である。

先に引用した文研の「日本人とテレビ・2005」
の調査は，「ニュースや情報を知る」上での各メ
ディアの機能についての評価も尋ねている。そ
の結果によれば，週1・2回以上インターネット
に接触している人の間でも，「速報性」と「わか
りやすさ」の点では，テレビを挙げる人が圧倒
的に多いのに対して，必要な情報を選びやすい

「選択性」という点になると，インターネットを
挙げる人の割合が 57%と極めて高い 3)（表2）。

（2）内容的特徴～低い情報の信頼性～
一方，内容的特徴としては，テレビが伝え

る情報は，基本的・総合的であり，相対的に
信頼性が高いのに対して，インターネット空
間で流通する情報は，より専門的・趣味的で
あり，マスメディアによるものを除くと，信
頼性に欠けるものが少なくない 4)。

情報通信研究機構（NICT）が 2005年に行っ
た調査の結果によると，「全部」または「大部
分」信頼できるメディアとしては，新聞を挙
げた人の割り合いがもっとも高く 71％，次
いで，テレビ 54％，となっており，インター
ネットは 18％に過ぎない。（NICT，91頁）

アメリカの南カリフォルニア大学アンネ
ンバーグコミュニケーション大学院のプロ
ジ ェ ク ト（UCS Annenberg Digital Future 
Project）が 2005年に発表した報告書“The 
Digital Future Project 2005”によると，イン
ターネット利用者のうち，「インターネット上
の情報の全部または大部分は信頼でき・正確
だ」と考える人の割合は，2001年には 58.0%
に上ったのに対して，2004年には48.8%に減っ
ており，その一方で，「信頼でき・正確な情報
は半分程度」と考える人の割合が増えている。

また，この報告書によれば，この「全部または
大部分信頼でき・正確だ」という信頼感は，サ
イトによって大きな差があり，「マスメディアの

テレビ 新聞 ネット
速報性 69 1 16
わかりやすさ 63 23 7
詳報性 26 47 21
選択性 15 21 57

表 2　インターネット接触者の各メディアの機能に対する評価

（%）
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ニュースサイト（established media site）」に対す
る信頼感は78.5%にも上ったのに対して，個人の
サイトについて信頼感は11.5%に過ぎなかった。

3　インターネットの普及がもたらすもの
インターネットは，情報の入手と発信とい

う点において，かつては想像もできなかった
ほどの大きな利便性をもたらした反面，民主
主義過程にとっては，いくつかの大きな問題
点を突き付けた。

その一つは，民主主義社会の構成員が共有
すべき基礎的情報が共有できなくなる，とい
う懸念である。

（1）減るマスメディアへの接触
インターネットが普及する一方で，マスメ

ディアへの接触率が低下している。「日本人
とテレビ・2005」の調査結果によれば，新聞
に毎日接触する人の割合は，この 20年間で，
91% から 83% に下がった。特に，39歳以下
の年齢層では，20年前には 86% ～95% あっ
た接触率が 55% ～73% へと激減している。

テレビ接触率は，この 20年間，94% ～
93% と極めて高率で，ほとんど変わってい
ないものの，NICT の 2005年の調査結果に
よれば，インターネット利用者の平日のテレ
ビの視聴時間は，1日186分と，インターネッ
ト非利用者の 216分に比べて 86% 程度であ
る。（34-35頁）

また，USC の前記報告書によれば，アメリ
カでは，インターネット利用者のテレビ視聴
時間は，1週間で 12.2時間と，非利用者の18.4
時間に比べて 3分の 2程度にまで減っている。

（2）『日刊自分』
インターネットは，文研による調査の結果

にも示されているように，自分の求める情報

が入手しやすいという情報の「選択性」の点
で，際立っているが，情報の「選択性」の機
能が高いということは，別の見方をすれば，
情報を自分の好みに従ってフィルターにかけ
る機能が高い，ということである。

そこでは，インターネットの利用者は，み
ずからの好みに従って情報をフィルターしカ
スタマイズして，自分だけの情報空間，ニコ
ラス・ネグロポンテ（Nicholas Negroponte）
の言う“The Daily Me”（『日刊自分』）（153頁）
を創ることさえ可能である。

そこで現出する状況は，キャス・サンス
ティーン（Cass Sunstein）の言う，情報空間 
の「分裂（fragmentation）」であり，社会にお
ける「集団の分極化（group polarization）」，「バ
ルカン化（balkanization）」，いわゆる「たこつ
ぼ化」である。そうした状況の下にあっては，
取り分け同一の思考を持つ人々は，グループ
内での情報交換と議論によってますます過激
な方向に走る，と指摘されている。

こうした懸念は，BBC によっても共有さ
れている。BBC が 2004年に発表した報告書

「公共的価値を築く～デジタル世界に向けて
BBC を再生する～（Building Public Value:
Renewing the BBC for a Digital World）」は，
インターネットを含むさまざまな情報端末
の普及に伴って，すべての人の情報行動が
異なる「多重トラックメディア社会（multi-
track media society）」が出現した，と指摘
すると共に，いわゆるデジタルデバイド

（digital divide）が拡大し，若者達にとってテ
レビの重要性が低下し，国民に共通の経験
が失われるなど，「メディアの分裂化（media 
fragmentation）」の意味するところは大きい，
と述べている。（54-54頁）
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社会の構成員は，できるだけ，客観的・多
面的な情報，ものの見方・考え方に触れ，そ
れを広く共有し，さらにそれらを基に議論を
重ねることで，より合理的な判断が可能にな
る，と考えられる。インターネットによる情
報空間の「たこつぼ化」は，そうした民主主
義過程における社会的基盤を崩しかねない要
素があることは，指摘されなければならない。

III 放送の公共的機能の確保のために

1　放送の公共性
（1）放送の公共性とは何か

放送の公共性とは何か。それは一言で言え
ば，ユニバーサルサービスということであろ
う。ユニバーサルサービスというのは，元来
は通信事業における概念で，地域を問わず誰
でもが利用可能な対価で利用できることを意
味する 5)。しかし，ここで言うユニバーサル
サービスは，単に地域的にあまねく電波が届
き利用される，というだけではない。幼児か
ら高齢者まで，健常者もハンディキャップを
負った人も，所得の差にかかわらず，誰でも
が放送番組によってそのもたらす効用を享受
できる，ということを指す。

その点で，公共放送の担う役割は特に大き
い。商業放送は，できるだけ多くの視聴者を
集めて広告に誘導することで利潤を得ており，
そこで働く原理は利潤の追求である。従って，
必然的に，商業放送は，多くの人が見ると思わ
れる番組しか作らない。しかし，公共放送は，
上記の理念に基づいて，国民すべてが効用を
享受し得るよう，社会のあらゆる階層のことを
考慮に入れて，番組を企画・制作・放送して
行かなければならない。そして，それは，広告

料によってではなく，国民全員がわずかずつ均
等に負担する受信料によって可能になる 6）。

（2）「放送デバイド」の懸念
NHK については，一連の不祥事を切っ掛

けにして，その制度の見直しが議論されてい
る。その中には，放送サービスのうち BS デ
ジタル放送や地上波デジタル放送はスクラン
ブル化すべきだ，という議論もある 7）。

デジタルデバイドというのは，パソコンが使
える人と使えない人の間に情報の格差が生じ，
それが，雇用の機会や仕事の機会の格差にな
り，所得の格差につながって行く，という考え
方である。このデジタルデバイドは，個人の間
だけではなく，人種間，あるいは，国家間にも
広く見られ，アメリカでは，その解消のための
国家的な取り組みが展開されている。

デジタル放送のスクランブル化は，あまね
く受信可能な公共放送があるにもかかわら
ず，その受信状況に格差をもうけ，いわば「放
送デバイド」を現出させることにもなりかね
ない。

基本的に，国民の間で，公共放送の受信・
利用の機会に格差があってはならない。取り
分け，それによって，国民が自主的・合理的
な判断に役立つ基本的な情報やさまざまなも
のの見方・考え方に接する機会に偏りが生じ
るようなことがあってはならない，と考える。

2　放送の公共的機能の確保のために
（1）インターネットの積極的利用

本稿の冒頭で述べたように，マスメディアの
基本的な役割は，社会の構成員に対して，客
観的で多面的な情報とさまざまなものの見方・
考え方を提示し，その自主的・合理的な判断
を可能ならしめる環境をつくることである。
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しかし，先に見たように，インターネット
の普及によって，そのような社会的な条件が
欠け始めた。では，どうすべきであろうか。 
それを補う手段は，マスメディアが収集・編
集した情報・番組をインターネットに積極的
に提供して行くほかにない。

公共放送によるインターネットの利用は，
日本においては厳しく制限されており，総務
省の示したガイドラインでも，その位置づけ
は，「附帯業務」であり「放送の補完利用」に
過ぎない。

しかし，先に見たように，BBC では，イン
ターネットをラジオ・テレビに続く「第3 の
媒体」と位置づけて，「公共的価値」の実現の
ために，その積極的な利用を進めており，ア
メリカでは，将来のメディアの中心はブロー
ドバンドに移行する，と考えられ始めている。

インターネットの利用が普及することに
よって，人々が基本的な情報やさまざまなも
のの見方・考え方に接する機会が減るのであ
れば，公共放送は，インターネットに，その
収集した情報をより利用しやすく分かりやす
い形で，積極的に提供することによって，そ
うした状況の解消に資することができよう。

（2）NHKニュース番組の充実
しかし，公共放送としての NHK が，その

ニュース・情報番組を積極的にオンラインで
提供して行くためには，NHK のニュース番
組の一層の充実が前提となることは言うまで
もない。

現在の NHK のニュース番組の中核は，朝
の『おはよう日本』，午後7時の『ニュース 7』
と午後10時からの『ニュース 10』（2006年4 
月からは，午後9時からの『ニュースウオッ
チ 9』）であろう。

石田英敬によれば，『ニュース 7』は，現 
在の日本におけるもっともベーシックな
ニュース番組である。「語りの文法」「映像の
位置づけ」「論理的階層化の定型的手続き」
などの「ニュースの話法」を定着させ，ニュー
スの「準拠点」の位置を占めて来た。（石田，
210-211頁）

また，マスメディアとしての NHK に対す
る信頼も高かった。文研が2002年11月に行っ
た「日本人のマスメディアに関する意識」調
査の結果によると，「もっとも信頼している
メディア」についての質問では，NHK テレ
ビと答えた人の割合がもっとも高く，45%，
次いで，新聞36%，民放テレビ 11% などと
なっている。（横山・米倉，5-6頁）

しかし，こうした NHK に対する相対的に
高い信頼度も揺らいでいる。「日本人とテレ
ビ・2005」の調査の結果によれば，NHK は「ぜ
ひ必要だ」と思う人の割合は，前回，5年前
の調査の結果と比べて，40% から 28% へと
激減し，「あまり必要ない」と思う人の割合
が 9% から 15% に増えた。また，「報道番組
が中立・公正である」も 35% から 25% に，「報
道番組の掘り下げ方が深い」も 25% から 20%
に減っている。「報道番組の掘り下げ方が深
い」と受け止めた人の割合は，15年前の 1990
年の調査では 34% に上っていたが，調査回
数を追うごとに低下している。

また，NHK のニュース番組は，視聴者層
の高齢化も進んでいる。2005年11月に文研
が行った「全国個人視聴率調査」の結果によ
ると，NHK のニュース番組の視聴率は，『お
はよう日本』の午前7時台が 10.6%，正午の
ニュースが 9.6%，午後7時の『ニュース 7』が
13.2%，『ニュース 10』が 4.5%，となっている。
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『ニュース 7』は，NHK のニュース番組の中
ではもっともよく見られているが，それで
も，年層別に見ると，20～40歳代の視聴率
は，男性では 2～5%，女性でも 1～7%，に
過ぎない。また，『ニュース 10』では，男性
では，20～60歳代で 1～8%，70歳代でやっ
と 10%，女性では，20～50歳代で 0～5%，
といった状況である。

NHK のニュース・報道番組が収集・編集
した情報が放送のみならずオンラインによっ
ても広く利用されることが望ましい，と考え
るが，そのためには，NHK のニュース・報
道番組は，国民の幅広い関心とさまざまな問
題意識に応えた，公共放送に期待される機能
を十分に発揮する充実したものでなければな
らない。

結　語
1990年代に発表され，その印象的なタイ

トルの故に筆者の記憶に残っている二つの
論文がある。ジョージ・ギルダー（George 
Gilder ）の“Life After Television”（森泉淳
訳『テレビの消える日』）とマイケル・クラ
イトン（Michael Crichton）の「メディアザウ
ルス～今日のマスメディアは明日の化石燃
料～（“Mediasaurus: Today's mass media is 
tomorrow's fossil fuel”）」である。

ギルダーは，この中で，「テレビの時代は
終わりの時を迎え，これからはもっと豊かな，
コンピュータ時代の双方向テクノロジーが主
役の座につくことになるだろう」と述べた。

（22頁）
また，クライトンは，「消滅への道を歩み

つつあるであろうもう一つの恐竜」マスメ
ディアについて，「我々が現在マスメディア

として理解しているものは 10年間で滅びる
であろう」と予言した。

この中で，クライトンは，今日の社会にお
いては情報は死活的に重要だ，と指摘すると
共に，それ故に，情報は総合的で正確でなけ
ればならない，と主張する。そして，それに
もかかわらず，既存のマスメディアの報道は，
表面的で憶測的であり，面白くするために問
題を 2極化し単純化しようとしている，と述
べ，こうした単純化しようとする態度を「十
字砲火症候群（Crossfire Syndrome）」と名づ
けて批判している。

クライトンは，また，情報がマスメディア
によって加工されている状況を批判し，情報
に直接アクセスできるようになることを求め
ると共に，理性的な討論の場が必要であると
強調し，こうしたことは，コンピューターネッ
トワークによってしか得られない，と述べて
いる。

ギルダーの論文は，主として技術論である
のに対して，クライトンの論文は，むしろジャー
ナリズム論であるが，両論文とも，既存のテ
レビがインターネットによって取って代わられ
ると予言している点で，共通している。

かつて，通信と放送の融合が予言された時，
テレビはパソコンに吸収されてしまう，とい
う意見が強かったが，テレビは，その利用し
やすさ故に，パソコンに吸収されてしまう
ことなく，生き長らえ，今日においてもなお
90% 以上の人が毎日接触している。

しかし，今後は分からない。テレビは，デ
ジタル化が進むことで，総合情報端末になる
という予想がある一方で，インターネットが
すべてのメディアを統合する基盤となる，と
いう見方もある。
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おそらく，当面は，テレビとインターネッ
トが，それぞれ，その機能上の基本的特徴を
維持しつつ，相互に接近して行く，というこ
とになろう。しかし，いずれにしても，テレ
ビは，その機能を維持するために，インター
ネットの活用をさらに進めなければならない
ことだけは間違いないと思われる。

（かいふ かずお）

注
1） 日本においても，インターネット広告費は急

速に拡大している。電通のまとめによると，
2005 年には，テレビ・ラジオ・新聞・雑誌の
いわゆるマスコミ 4 媒体の広告費が 2004 年に 
比べてそれぞれ 0.1% ～ 1.7% 減少する一方で，
インターネット広告費は 54.8% も伸び，はじ
めてラジオを上回った。

2） ARD は，9 つの州の公共放送機関の連合体で，
各放送機関は各州向けの放送と全国放送を
行っている。ZDF は，単一組織の機関で，全
国向けのテレビ放送のみを行っている。

3） もっとも，今後インターネット上におけるニュー
ス配信の 24 時間化がさらに進めば，インター
ネットの速報性に対する評価は急速に高まるで
あろう。また，インターネットの活用の仕方に
よっては，新聞をはるかに上回る詳報の提供が
可能になるはずである。さらに，国内的にはと
もかく，地球的に見れば，到達範囲の面におい
ても，インターネットは，情報端末の保有状況
によっては，放送を上回ることになろう。

4） もっとも，このマスメディアによる情報の信
頼性についても，注意が必要である。文研の

「日本人とマスメディアに関する意識」調査の
結果によると，マスメディアに「満足している」
人の割合は 79%，マスメディアを「信頼して
いる」人の割合は 82% にも上ったが，「事実
をありのままに伝えている」については，そ
うは思わないが 59%，「社会の不正や権力悪
に立ち向かっている」についても，そうは思
わないが 53% に上った。（横山・米倉，2003
年 3 月）
また，文研の「日本人とテレビ・2005」によ
れば，マスメディアから得られる情報には「有

効な情報が多い」と答えた人の割合は 72% に
上っているが，「マスコミが伝えていることは
ほぼ事実どおり」と答えた人の割合は 46% と
半数を割っており，テレビに関しては，「報道
番組が中立・公平である」と答えた人の割合は，
NHKについては25%，民放については5%，「報
道番組の掘り下げ方が深い」と答えた人の割
合は，NHK で 20%，民放で 17% に過ぎなかっ
た。（白石ら，2005 年 8 月）
こうした状況について，阿部潔は，人々は，
マスメディアの情報提供機能については一応
評価しているものの，ジャーナリズム機能に
ついては否定的だ，と述べ，そこにはマスメ
ディアの「道具的実利性」についての積極的
評価とジャーナリズムに対するシニシズムが
共存している，と述べている。（阿部，55-56 頁）

5）「日本電信電話株式会社等に関する法律」の第
3 条（責務）は，電話役務の「あまねく日本
全国における適切，公平かつ安定的な適用の
確保に寄与する」ことを，事業者の責務と定
めているが，放送法第 1 条（目的）第 1 項の
規定「放送が国民に最大限に普及されて，そ
の効用をもたらすことを保障すること」も同
様の趣旨と考えられる。

6） 花田・林（2005）は，この点について，以下
のように述べている。

受信料とは，自分が見ている番組のコスト
をその番組を見ていない他の誰かがいっ
しょに払ってくれていて，他方，自分は見
ていないけれども他の誰かが見ている番組
コストを自分もいっしょに払っているとい
うお金の出し方なのである。（187 頁）

7） この点に関しては，以下を参照のこと。
・平成 12 年 12 月 14 日，総務省「放送政策研

究会」，「審議経過報告」第 2 章「公共放送
の在り方」IV-1「財源の在り方」

・平成 17 年 3 月 25 日，「規制改革・民間開放
推進 3 か年計画（改定）」Ⅲ 4 ウ「IT 利活用
の推進」

・平成 17 年 12 月 21 日，規制改革・民間開放
推進会議，「規制改革・民間開放の推進に関
する第 2 次答申」Ⅲ 2（1）「公共放送等の在
り方を踏まえた NHK の改革」
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ことば
言葉
コトバ

マンションの耐震強度偽装，ビジネスホ

テルの偽装工事などが社会問題とな

り，各メディアで連日大きく取り上げられて

いる。伝えられるニュースには「偽装」とい

うことばがあふれ，いまの社会の陰の部分を

象徴しているようだ。

辞書には【偽装・擬装】の 2通りの表記が

ある。NHKでは「偽装」に統一しているが，

軍事上，カムフラージュが必要となる「擬

装砲」「擬装陣地」などの場合には「擬装」

と表記するなど，「偽装」と「擬装」を使い

分けている社もある。ただし，日々目にす

るのは「似せる・まねる」意味の「擬」では

なく，「欺く・いつわる」意味の「偽」のほ

うばかりだ。

最近，頻繁に見聞きするようになってい

る「偽装」ということばは，数年前までは「偽

装結婚」「交通事故偽装」「偽装難民」など

のニュースで使われ，陰に隠れて企てられ

る事件の規模はせいぜい限られていた。そ

れが牛肉や鶏肉などの食品の産地をめぐる

偽装表示が各地で次々発覚した 2002年以

降，急に多用されるようになり，食や住な

ど暮らしに不可欠なものにまで「偽装」が使

われるようになってきている。1999年に

欠陥住宅が社会問題となった際には断定的

な「欠陥」であったが，建物を造る中で行わ

れた「でっちあげ」は，今回「偽装」という

ことばで表現されている。その工作は社会

「偽装」

のルールに違反するかどうか微妙なグレー

ゾーンで行われ，巧妙だ。また，発覚後に

関係者が責任をなすりつけ合う中で，責任

の所在を判断して伝えることが難しい。建

物以外でも「子会社買収偽装」などの例があ

るが，端から見て直ちに「不正」「虚偽」「粉

飾」などと言い切ることができない行為が

次々焦点となり，問われている。

「偽装」ということばだと，事件になる

前の段階でも，発覚時に明らかな事実関係

から「なにかおかしい / いけない」という

ニュアンスを込めて伝えることができる。

いまの世の中，法の網をかいくぐり，ある

いは“バレなければ構わない”という思惑で

ことを押し進めたあげく，問題が発覚する

と「法律には違反していない」と公言する経

営者が次々と現れる時代だから，はたして

刑事責任を問えるのか，「シロ」「クロ」が

はっきりしない段階においては，これを「偽

装」と表現するのがそれこそ「偽り」のない

ことば選びなのかもしれない。

類語辞典で「偽装」を見ると，同じ項目に

は「ごまかす」「細工」「改竄」「脱税」「見

せ掛ける」「揉み消す」「装う」「粉飾」「成

り済ます」「捏造」「偽る」「騙る」「詐称」「偽

証」など，毎日のニュースでよく聞くこと

ばが並んでいた。いまの世の中にはびこる

「偽り」がいかに多いかを思い知らされる。

　　　　  　宮本克美（みやもと かつみ）




