
2 　NOVEMBER 2006

 1. はじめに

ケーブルテレビは，地上波放送の同時再送
信と多チャンネル放送を武器に成長してきた
が，地域の身近な情報を伝える自主制作の番
組も大きなセールスポイントである。市区町村
単位の地域に密着した情報を放送するチャンネ
ルはコミュニティチャンネルと呼ばれている。

マスメディアの地上波放送に比べると，コ
ミュニティチャンネルを見る人はきわめて少な
く，番組の質についての評価も必ずしも高いと
は言えないのが実情である。しかし，身近な
メディアとして視聴者に認知されるにしたがっ
て，番組内容も進化し，地域の中で存在感を増
しつつある。伝える内容もお知らせの域を出て，
報道の分野にも積極的に進出する動きがあるほ
か 1），番組制作に一般の市民にも参加してもら
うなどマスメディアにもなかなかできないよう
な取り組みに乗り出す事業者も出始めている。

その一方，コミュニティチャンネルでの放送
内容をめぐって，疑問を持たれたり問題点を指
摘されたりするケースが最近あいついだ。それ
も番組の政治的公平性や内容の信頼性といっ
た放送の公共性に深く関わる問題をめぐっての

地域密着チャンネルの公共性とは
～ケーブルテレビ 51年目の課題～

塩田幸司

ことである。コミュニティチャンネルの放送を
めぐって，今どのような問題が起き，何が求め
られているのか。ケーブルテレビの将来に向け
た自主放送の方向性と課題を考察する。

 2.ケーブルテレビに異例の要請

今年7月4日，総務省は東京の武蔵野三鷹
ケーブルテレビ（以下MMケーブル）が放送
した番組について，政治的公平性に問題が
あったとして，文書で注意を要請する行政指
導を行った。

この番組は，前の武蔵野市長だった自民党
の土屋正忠衆議院議員の活動を紹介した「市
長から一年生代議士へ～永田町を歩き始めた
土屋正忠さん～」というタイトルの約12分の
リポートで，MMケーブルの30分間の自主
放送番組『月間わがまちジャーナル』の中で
放送された。番組は毎日，昼と夜の2回ずつ
放送されており，4月1日から23日までの間
に計46回にわたって放送された。

総務省の要請文書には，番組のどこが政治
的公平性を欠いているか具体的には書かれて
いない。ただ「貴社からの同年5月17日付け
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の報告等から判断すれば，適正な放送番組の
編集を図る上で遺漏があったと認められる」
として「今後このようなことがないように注
意するとともに今回の事態を厳粛に受け止
め，有線テレビジョン放送法の遵守への取り
組みの徹底を要請する」と結んでいる。

この問題について，総務省は日本ケーブル
テレビ連盟に対しても，加盟各社にこれにつ
いて周知することと，放送番組に求められる

『政治的公平』の確保に必要な対応に取り組
むことを求めた。

また総務省は同じ要請文の中で，ケーブル
テレビ連盟に別の2つの点について，自主放
送の番組基準の改善を求めた。

このうちのひとつは9年前，いわゆる“ポ
ケモン事件”で問題となったアニメーション
などの映像や光の点滅の問題である。NHK
と民放連が作ったガイドライン基準への違反
が今年の春各局で見つかったが，この違反を
含む番組はケーブルテレビでも放送されてい
たのである。ところが，これらのケーブル事
業者の番組基準には，光点滅などの放送に関
する基準などは定められていなかった。

もうひとつは，今年5月に白インゲン豆の
ダイエット法で健康被害が広がった問題につ
いてである。ケーブルテレビ連盟によると，
地上波再送信だけでなく，自主放送のテレビ
ショッピングの番組でもこのダイエット法を
放送したケーブル局があった。しかし，ケー
ブルテレビ連盟の「自主制作番組・放送番組
基準」には，健康被害に関する規定がなかった。

このため総務省では，こうした放送番組の
適正な編集に関わる事案を踏まえて，自主放
送番組の番組基準のあり方を検討するよう連
盟に要請した。これを受けてケーブルテレビ

連盟では現在，9年ぶりに放送番組基準を見
直す作業を進めている。

今回問題になったのは，放送の政治的公平
性，放送内容の信頼性，さらに映像技術の安
全性など，まさに放送の公共性に大きく関
わる問題である。ケーブルテレビのコミュニ
ティチャンネルをめぐって，こうした問題が
次々に起きた背景には，ケーブルテレビを取
り巻く環境がこれまでと大きく変わったとい
う状況がある。

 3.コミュニティチャンネル重視へ

日本のケーブルテレビは，テレビ放送開始
から2年後の1955年に，群馬県伊香保町で誕
生して以来半世紀が過ぎたが，当初はテレビ
放送の難視聴地域のための共同受信施設であ
り，空きチャンネルを利用して最初に自主放
送を始めたのは，岐阜県の郡上八幡テレビ共
同視聴組合で，1963年のことである。その後，
コミュニティチャンネルによる地域密着型の
放送は順調に増え，2006年3月末には自主放
送 2）を行っている施設の加入世帯数は1,915万
世帯，世帯普及率は38%に達している（図1）。

ケーブルテレビ局にとって，独自番組を制
作して放送することは，コストがかかって割
に合わないという考え方がこれまでは強かっ
たのであるが，ここにきてコミュニティチャ
ンネルの自主放送を一層充実させようという
動きが強まっている。それは放送と通信の融
合といわれる最近の動きと深く関わっている。

ケーブルテレビの事業者は今，従来からの
放送サービスにインターネット接続や電話の
サービスを加え，いわゆるトリプルプレイサー
ビスに乗り出してきている3）。さらにブロード
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バンドが普及する中で，光ファイバーやIPマ
ルチキャスト方式といった新たな伝送方式を
活用して，既存のケーブルテレビ事業者と同
じサービスを広域的に行う新規参入も増えて
いる4）。家庭につながるブロードバンド回線が
1本あれば，従来型のケーブルテレビの事業者
に限らず，トリプルプレイサービスを提供する
ことが可能なのであり，この分野には通信事
業者や衛星放送，電力会社などの事業者も加
わって，激しい競争が始まっている。そこで
既存のケーブルテレビ局は競争に負けないた
めに，自らの強みである地域密着型のコミュニ
ティチャンネルの放送を一層充実させることに
よって，差別化を図ろうとしているのである。

行政や同じケーブルテレビ同士との連携を
深める取り組みや，MSO（Multiple System 
Operator）と呼ばれる統括運営会社のネット
ワークを活用するなど工夫を凝らした番組づ
くりをめざす動きが見られる。この結果，コ
ミュニティチャンネルの放送内容も行政のお
知らせや地域の話題といったものから，政治，
経済といった分野にも広がり，当然の帰結と
して放送の公共性の問題に直面することに
なったのである。

 4. 政治的公平性を問われた事例

コミュニティチャンネルの制作現場の実態
と放送の公共性との関わりを知るために，政
治的公平性を問われたMMケーブルの事例
をさらに詳しく見ていく。

（1）NPOの市民テレビ局

この番組を企画・制作したのは，実はMM
ケーブルではなく，むさしのみたか市民テレ
ビ局（以下市民テレビ）というNPO法人であ
る。MMケーブルは，三鷹市，武蔵野市の第
3セクターとして1996年に開局して以来，住
民向けの地域情報をコミュニティチャンネル
で放送している。2000年には，市民による
市民のための番組づくりをめざして市民テレ
ビとパートナーシップ協定を結び，市民テレ
ビが制作した番組を放送する取り組みを始め
た。こうした市民による番組づくりへの参加
は，「パブリック・アクセス」と呼ばれている。

MMケーブルの市民テレビの場合，武蔵野
三鷹でさまざまな市民活動をしていた人たち
が，まちづくりの一環としてテレビ番組づく
りをしようと市民テレビをスタートさせたの

図1　ケーブルテレビ加入世帯
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総務省　報道資料より
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がはじまりである。2003年には，市長選挙
の候補者による公開討論会を主催し，その録
画を放送するなど日本のパブリック・アクセ
スにあって先進的な取り組みを進めてきたこ
とで知られている。

登録メンバーは，会社員や主婦，自営業者
など80人あまりで，全員が報酬なしのボラ
ンティアで参加している。MMケーブルか
らは，事務所と機材を借りるための費用とし
て，月に60万円余が補助されている。番組は，
メンバーが具体的な提案を出しあって取り
上げる内容を決めた後，「この指とまれ」方
式で制作メンバーを募り，数人のチームで取
材・制作にあたっている。こうして制作され
た4，5本のコーナー番組やリポートを30分
にまとめたものが『月間わがまちジャーナル』
で，毎月1本制作されている。

（2）今回の番組の企画・制作

今回の番組は，22年間武蔵野市長をつとめ
た土屋氏が国政の場で何を感じとり，何を行
おうとしているのかを取材し，政治を身近な
ものにするという意図で，市民テレビが企画
したという。取材制作には，スタッフ7，8人
があたり，準備は去年11月頃から進めてきた。

番組は，土屋氏の国会での活動を密着取材
しながら，インタビューを交えて本人の考え
方を伝える形で構成されている。市民の期
待の声や同僚議員のインタビューも出てくる
が，批判の声などは入っていない。ナレーショ
ンのコメントは，主観的な言葉をできるだけ
使わずに，事実を淡々と述べるスタイルであ
る。完成した番組は，編集権のあるケーブル
テレビの担当者2人が放送前に実際に試写を
して内容をチェックした。担当者の1人はそ

の時の感想として「政治宣伝と受け取られな
いかと少し気になったが，放送をやめなけれ
ばならないほどとは思わず，市民に見てもら
おうと思った」と話している。

（3）市民テレビへの批判

放送が始まって2週間が過ぎた頃から，市
民テレビにはメールやファックスで計5件の
抗議が届いた。「長年，市長をつとめたとは
いえ，単独の政党の特定の代議士の活動を報
道し続けることは，政治的に公平とはいえな
い」「土屋氏に対して賛否両論あるのだから，
批判・反論のコメントも加えるべきである」

「地元選出の民主党の菅直人代議士や都議，
市議もそれぞれの手法で，激務をこなしてい
るのであり，他の議員も取り上げるべきであ
る」といった内容だった。

抗議を受けて市民テレビでは，メンバーで
番組が果たして政治的公平性を欠くものであ
るかどうかを改めて議論したが，局としての
見解は出せなかった。「今まで市長だった人
が国会へという素朴なところから出発して，
がんばっている姿を紹介することが，政治的
な宣伝になるのか」「政治的公平性とはいっ
たいどういうものか」などさまざまな声があ
り，意見がまとまらなかったのである。ただ，
こうした議論が企画・制作の段階で不足して
いたのではないかという反省が残ったという。 

その後，この問題を視聴者に説明するため
の2分間の番組を制作して放送した。この中
で市民テレビの代表が，視聴者から政治的公
平性に欠けるという抗議があったことを伝え
たうえで，「抗議を真摯に受け止め，今後の
番組作りに生かしたい」と述べた。
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（4）ケーブルテレビ局の対応

一方，放送したMMケーブルにも匿名の
電話で「同じ選挙区の議員一人だけ取り上げ
るのはおかしい。菅氏の番組もつくるべきだ」
という抗議があった。また菅氏の事務所から
も質問状が届いた。土屋氏と菅氏は長年の政
治的ライバル関係にあり，昨年9月の衆議院
選挙では東京18区で直接争い，菅氏が当選
し土屋氏は比例で復活当選している。

MMケーブルの担当者は，質問状が届く
前日に菅氏の事務所を訪れ，番組の企画経過
を説明して理解を求めた。この席で，担当者
は次に菅氏を中心とした番組も作ることを約
束した。これについては「問題になったから
といって，相手の番組を作ることを落とし所
にするのはおかしい」といった批判があり，
MMケーブルはその後，この約束を白紙撤
回した。この問題が新聞等で取り上げられ，
MMケーブルは総務省に対し，番組放送の経
緯を説明し，放送番組審議会を開いて問題が
あったかどうか詳しく検討する方針を伝えた
（表1）。

（5）番組審議会と改善策

MMケーブルの放送番組審議会は，今年6
月20日，委員6人とMMケーブルの2人のほ

かに第三者の学識経験者として中央大学の松
野良一教授が出席して開かれた。松野教授か
らは「政治を身近なものにするという番組の狙
いは良かったと思うし，取材も良くできてい
るが，特定の政治家を取り上げ，なおかつそ
れを応援するような要素が多く入ってしまっ
たことにより，結果的にPR番組のような印象
になってしまったことは否めない。制作の段
階で内容について市民テレビ側でもっと議論
を深めるべきであった」という指摘があった。

審議会の委員からは，次のような意見が出
された。

「政治に関する番組を作ったことは評価す
るが，MMケーブルや市民テレビが一方に肩
入れしているという印象は否めない」

「企画の内容検討が甘かった。市民テレビ
局のメンバー全員が市民がつくる番組の意義
は何かについて，改めて考える意識改革をす
べきではないか」

「政治問題など配慮が必要な問題は，ケー
ブルテレビが放送責任者として，もっと厳密
にチェックすべきだった」

「チェック体制の見直しを図ることは必要
だが，市民の自由な表現をあまり管理するよ
うな形となるのは好ましくない」

こうした意見をもとに，MMケーブルは改
善策として以下のような運用ルールと審査基
準をまとめた 5）。

表1　番組をめぐる経緯

【運用ルール】
・市民テレビは，制作に入る前の段階で，企

画意図と構成案を作成し，MM ケーブルに
提示する

・企画内容の審査は，原則として市民テレビ
側が同席の上，MM ケーブル企画室が行
うこととする。なお，市民テレビは制作途
中で，意図や構成に大きな変化が生じた場

2006年4 月 1日 放送開始

18 日 最初の抗議メール

23 日 放送終了

27 日 菅代議士事務所から質問書

5月 13 日 新聞報道

17 日 総務省に報告

6月 20 日 放送番組審議会

7月 4 日 総務省が行政指導
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（6）市民テレビの再出発

今回の問題を受けて，市民テレビは改めて
総会を開き，今回の番組をめぐって何が問題
だったかを話し合った。市民テレビの設立の
際の趣意書には「この街がさらに暮らしやす
いまちになるよう，テレビを使ったまちづく
りを進めていきたい」とある。総会では「6年
間活動を続けるうちにマンネリ化して，番組
制作の技術的なことばかりを気にするように
なり，何のために何を伝えていくのかを議論
することがおろそかになっているのでは」と
いう指摘があった。そして市民テレビの目的
はあくまで「まちづくり」であり，放送番組
はその手段に過ぎないという原点を改めて確
認するに至った。

この教訓を生かす形で，市民テレビでは今
年7月から毎月，できるだけ多くのメンバー
が参加して意見を交わす「提案大会」を開い
ている。毎回，40人前後が集まり，熱心な
議論が行われているという。

 5.コミュニティチャンネルの課題

この実例からは，ケーブルテレビのコミュ
ニティチャンネルの置かれている状況の難し
さと今後の課題がいくつか見えてくる。

（1）有線テレビジョン放送法と放送法

まず，行政指導の根拠となっている法律と
の関連について触れる。今回の要請は，ケー
ブルテレビの規律を定めた有線テレビ放送法
に基づいて行われたのだが，その第17条に
は，放送法の第3条，第3条の2第1項および
第4項などの規定は，有線テレビジョン放送
に準用するとある。第3条とは「放送番組は，
法律に定める権限に基く場合でなければ，何
人からも干渉され，又は規律されることがな
い」という放送事業者にとって重要な条項で
あり，この条項が有線テレビジョン放送に準
用されるということは，ケーブルテレビが，
憲法の言論・表現の自由の基本原則の下にあ
るマスメディアの一つとして明確に位置づけ
られていることを示すといわれる 6）。

そして第3条の2第1項は，「放送事業者は，
国内放送の放送番組の編集に当たっては，次
の各号の定めるところによらなければならな
い」として，以下の4点を求めている。
1. 公安および善良な風俗を害しないこと
2. 政治的に公平であること
3. 報道は事実をまげないですること
4. 意見が対立している問題については，で
きるだけ多くの角度から論点を明らかに
すること

つまり放送局と同じような放送番組の編集
の自由とそれに伴う規律が，ケーブルテレビ
の自主放送にも課せられているのである。

合には，それを再度 MM ケーブルに提示
する

【企画段階における審査基準】
・企画内容について有線テレビ放送法及び

MM ケーブルの放送番組基準に抵触して
いないか

・放送期間，時期，回数などとバランスがと
れた内容であるか

【試写段階における審査基準】
・番組で取り上げた事実関係は正確か
・意見が分かれた事象について，そのことに

言及されているか
・評価判断の要素の大きい内容については，

発言者の固有名詞を明示しているか
・人権，政治，思想，宗教等にかかわること

については，特に，客観性，平等性，遵法
性などに配慮しているか

・制作された番組内容は企画段階の審査基準
を満たしているか
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マスメディアの自由と規律という点に関し
ては，日本の法制は，放送に対しては，こう
した番組内容規制や免許制，集中排除原則な
どさまざまな規制を課する一方で，新聞，雑
誌などなどのプリントメディアについては，
特別な規制を設けず，市場における自由な言
論活動を保障しており，この点でイギリスや
アメリカに近い制度と言える 7）。

放送法の規律の根拠とされるのが，伝送路・
チャンネルの有限稀少性と放送の社会的影響
力の大きさである。多メディア・多チャンネ
ル化が進む中で，ケーブルテレビの稀少性，
社会的影響力をどう考えるか。地上波のロー
カル放送に比べても圧倒的に小規模なケーブ
ル局は，稀少性も社会的影響力も小さいと見
るべきで，マスメディアと同じ規律を求める
必要性はないという見方もあれば，地域独占
性が強いケーブルテレビはその地域での稀少
性・影響力は少なくないという考えもありうる。

今年6月，竹中総務大臣の私的な諮問機関
「通信・放送の在り方に関する懇談会」がまと
めた報告書では，「通信・放送の融合/連携が
進展するにもかかわらず，法体系上は通信と
放送が二分され，かつ，通信・放送全体で合
計9本もの法律が存在している」と指摘した上
で，「伝送・プラットフォーム・コンテンツと
いったレイヤー区分に対応した法体系とすべ
きである」と提言している。そして政府のい
わゆる骨太の方針に盛り込まれた「通信・放
送の在り方に関する政府与党合意」には，「通
信と放送に関する総合的な法体系について，
基幹放送の概念の維持を前提に早急に検討に
着手し，2010年までに結論を得る」とある。

ケーブルテレビには，有線テレビジョン放
送法や電気通信役務利用放送法など5本の法

律が適応されるほか，準用される放送法や著
作権法とも関わりがあり，これらも検討の対
象になっている 8）。その際にケーブルテレビ
にどのような公共性を認め，どの程度の規律
を課していくのかは，総合的な法体系のなか
でも考慮すべきポイントだろう。

（2）パブリック・アクセス

もうひとつの論点は，市民テレビの活動の
ようなパブリック・アクセスと呼ばれる取り
組みについてである。パブリック・アクセス
とは，視聴者や市民が自分たちで企画・制作
した番組をケーブルテレビなどのチャンネル
を通じて放送できることである。

アメリカでは，1984年の「ケーブル通信政
策法」によって，市民にパブリック・アクセス
の権利が保障されている。ケーブル事業者は，
地方自治体から事業地域のフランチャイズ権
を受けるかわりに，パブリック・アクセスチャ
ンネル（以下PAC）など3つのチャンネルを設
けることが求められるからである。地域の住
民はこのPACを通じて自分たちで企画・制作
した番組を放送することができる。さらにケー
ブル事業者はPACに対して編集権を持たず，
基本的にその内容に責任を持たない。つまり
市民は，憲法修正第1条にある表現の自由の
範囲内であれば，PACの番組の中で，自由に
主義主張を表現できるのである 9）。

こうしたパブリック・アクセスの制度は，
形態は異なるものの今や世界各国に広がって
おり，ケーブルテレビだけでなく，地上波の
ローカル放送や公共放送が担っているケース
もある。さらに公共放送の場合でも，イギリ
スのBBCのように，編集権が放送局にあっ
た場合もあれば，2000年から新放送法によっ
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てパブリック・アクセスが導入された韓国で
は，編集権は公共放送のKBSではなく制作
した市民の側にあるなど国によって大きな違
いがある 10）。

日本には，こうした法律に定められたパブ
リック・アクセスの制度はないため，各ケー
ブルテレビ局の自主的な取り組みとして，パ
ブリック・アクセスによる番組が放送されて
いる。しかし，前述したように市民の側に編
集権がないため，それが認められている制度
と比べると当然のことながら，市民の自由な
発言という点で制約がある。ケーブルテレビ
連盟によると，MMケーブルのようにパブ
リック・アクセスの番組を放送している局は，
全国でもまだ10程度しかないという。

こうした中，ケーブルテレビをはじめ，コ
ミュニティ FMなどを活用して，市民レベル
の情報発信をしていこうという人たちの間に
は，パブリック・アクセスの制度化を求める
声が広がっている。その一方で，より制約の
少ないインターネットによる情報発信でパブ
リック・アクセスを実現しようという動きも
見られる。

通信と放送が融合していく中に，パブリッ
ク・アクセスを制度として位置づける必要が
あるのか，あるいはどう位置づけるかは，ケー
ブルテレビの問題だけにとどまらない検討課
題である。

（3）どう判断していくのか

最後は，パブリック・アクセスからも編集
権を託された形になるケーブルテレビ側の課
題である。前述のようにMMケーブルでは，
番組を判断するための運用ルールや審査基準
を作ったが，実際には基準をもとに個々の

ケースごとに検討し，具体的な判断をしてい
かなければならず，そこに難しさがある。

今回の行政指導を受けて，ケーブルテレビ
連盟は，加盟各局に政治的公平性の確保に注
意するよう呼びかけたが，それに対してある
ケーブルテレビ局から「コミュニティチャン
ネルで放送する盆踊りの映像に町議会議員が
映っているが，放送して問題ないだろうか」
という問い合わせがあったという。もちろん，
選挙期間中でもない限り何の問題もないので
あるが，相談してきた局にとっては考えれば
考えるほど心配になるのである。

日ごろ，政治問題や人権に関わる事件など
を多く扱っていない立場の人にとって，こう
した問題に適切な判断を下すということの
ハードルは決して低くない。マスメディアの
報道の現場にいる人間や経験をつんだプロの
ジャーナリストにとっても，頭を悩ませる問
題が多いからである。今回のケースのように
番組自体だけでなく，地域の政治的状況や放
送の回数なども勘案しなければ判断できない
問題も多い。

そこでもっとも簡単な対応は，難しい問題
には手を出さず，差しさわりのない話題だけ
を取材して放送するということであるが，そ
れではせっかくのコミュニティチャンネルの
充実もパブリック・アクセスの意義も後戻り
してしまう。それぞれのケーブル局の自主的
な取り組みとともにそれを支える仕組みづく
りも検討すべき課題である。

 6.おわりに

誕生から半世紀を越えたケーブルテレビの
諸問題に対応するため，総務省では「2010年
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代のケーブルテレビの在り方に関する研究
会」を発足させ，今年2月から議論を重ねてい
るが，その検討課題のひとつにケーブルテレ
ビのコミュニティチャンネルの充実があげら
れている。そして具体的な課題として，地域
情報発信メディアとしての強化，パブリック・
アクセスチャンネルなどの地域密着型情報の
充実，放送としての公共的な役割を果たすた
めの取り組みなどがあげられている。

地域密着のコミュニティチャンネルには，
放送と視聴者・住民の関係を見えやすくする
ものがあり，市民テレビで新たに始まった「提
案大会」で，市民が議論しながら番組を作っ
ていく過程は，ハーバーマスのいう「市民的
公共圏」を連想させる。市民が立場を超えて
情報と意見を交わす場があってこそ，民主主
義社会が形づくられるという考え方からすれ
ば，そうした場を提供できるコミュニティ
チャンネルは，地域にとって貴重な存在と言
えるだろう。

その一方で，インターネットでの動画投稿
サイトやネット新聞など市民の身近な情報発
信の場は他にも大きな広がりを見せており，
ケーブルテレビの将来像や法制度についての
検討もその状況を見極めながら進められるこ
とになる。

放送と通信の連携，融合が言われ，デジタ
ル化が進んでいく中で，ケーブルテレビがど
う自らの可能性を広げていくかは，関連する
制度体系の整備にも大きく影響する。その意
味で，ケーブルテレビの公共性を担うコミュ
ニティチャンネルが，直面している試練から
目を背けずに前向きな取り組みを進めること
を，エールを送りつつ見守っていきたい。

            （しおた こうじ）

注 :
1）たとえば，鳥取県米子市の中海テレビ放送は 6

つのコミュニティチャンネルを持ち，このうち
1 チャンネルは，ニュース専門チャンネルとし
て，毎日の地域ニュースを伝えている

2）ここでいう自主放送とは，コミュニティチャン
ネルの放送だけでなく，通信衛星によるテレビ
放送など地上波以外の同時再送信のチャンネル
も含まれる

3）MSO 最大手のジュピターテレコムは，4 つ目
のサービスとして携帯電話との連携サービスを
加え，グランドスラムプレイといったサービス
も始めた

4）2002 年に電気通信役務利用放送法が施行され
て以来，電気通信事業者の光ファイバー網を利
用したり，IP マルチキャスト方式で全国規模
の事業を展開したりする事業者が，2005 年 12
月までに 16 業者に増え，このうち 6 業者は新
規参入業者である

5）放送番組審議会の議事録および運用ルール・改
善策は，武蔵野三鷹ケーブルテレビのホーム
ページ（http://www.mmcatv.co.jp/）で公開さ
れている

6）片岡俊夫『新・放送概論』（日本放送出版協会，
2001）p.183 参照

7）長谷部恭男『テレビの憲法理論』（弘文堂，
1992）p.61 参照

8）電気通信役務利用放送法に位置づけられている
IP マルチキャスト方式による映像コンテンツ
配信が，著作権法上は放送と認められていない
問題は大きな焦点のひとつ

9）アメリカのパブリック・アクセスの取り組みに
ついては，津田正夫・平塚千尋編『パブリッ
ク・アクセスを学ぶ人のために』（世界思想社，
2002），『パブリックアクセス』（リベルタ出版，
1998）に詳しい

10）韓国のパブリック・アクセスについては，米倉
律「韓国 KBS のパブリック・アクセス～実施
5 年の現状と課題～」『放送研究と調査』2006
年 10 月号所収
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最近の子どもたちは，学校から集団下

校することが多くなっている。そし

て帰宅後，塾へ行ったり，家でテレビゲー

ムをしたりと，夕刻の過ごし方も変わって

きているようだ。

熟年世代の幼いころは，野外で遊びに興

じ，時を忘れ，気がつけば夕暮れ時になっ

ていた。「もう帰らなければ…」というとき，

よく「カ○○が鳴くからかぁえろ」と歌いな

がら帰ったものだ。

実は，大正14年，北原白秋作詞，山田耕

筰作曲で，『かえろかえろと』という曲があ

り，歌詞の最後は「かえろが鳴くからかぁえ

ろ」であったのを歌っていたのではないか。

過日，このカ○○が話題になった。熟年

層の多くは「カエル」と答えたが，若年層か

らは「カラス」ではないかという意見が出て，

「カエル・カラス論争」が始まった。

「カラスといっしょに帰りましょ」とい

う『夕焼け小焼け』の歌もあるではないか…。

「カエル」は夏場だけである。いや，冬場は

夕暮れが早く，早めに帰宅するから歌う必

要がなかった。珍答では，ふだんは「カラス」，

雨が降りそうなときは「カエル」と使い分け

ていたような気がするなど，「カエル・カラ

ス」で盛り上がった。

放送文化研究所がインターネットで実施

している「あなたは多数派 ?少数派 ?」で，

ことば
言葉
コトバカ○○が鳴くから帰ろう

「カ○○」に入る動物をアンケートしたとこ

ろ，「カラス」派が 6割を超えた。

年齢，地域差，性別などを分析してみたが，

残念ながら決定的な傾向は出なかった。

ところで，文研がある港区では，夕方5時，

防災行政無線のテストを兼ねてチャイムが

鳴る。そこで「カ○○が鳴くから帰ろ」の旋

律が流れるのである。ただし，どうも旋律

がおかしい。区役所のインターネットのペー

ジには，「この曲は，『夕焼け小焼け』と『帰

ろ帰ろ』の 2曲を組み合わせたもの。防災行

政無線はかなり大きな音量となる。『夕焼け

小焼け』を演奏すると 1分以上かかる。放送

時間を短くする配慮から『帰ろ帰ろ』の最終

フレーズである『蛙が鳴くから帰ろ』のメロ

ディーを組み合わせている」との記述。

あくまでも推測であるが，今の若い人た

ちは，まず，夕暮れ時まであまり外で遊ん

でいなかった。この歌を口ずさんだ経験が

なかった。「カラスなぜ鳴くの，カラスの勝

手でしょ」という流行した歌詞が思い浮かび

混同したなどの理由で「カラス」と答えたの

ではないだろうか。

時代がかわり「カ○○が鳴くからかぁえろ」

などと歌う機会も無くなってしまったのだろ

う。「カラス」派が過半数。確かに各地でカラ

スは増えているが…。あなたは「カエル」派?

「カラス」派?  　　  坂本　充（さかもと みつる）


