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公共放送と娯楽番組

横山

滋

公共放送とは何かが問い直される中で，
「娯楽番組とスポーツ番組は商業放送に任せるべ
きだ」という意見が提出されている。しかし，公共放送にとって娯楽番組とは何であるのか，
また，それは公共放送から切り離すことができるものなのか，という問題に関する議論も
材料もあまりない。放送文化研究所では，この問題についての研究活動の一環として，イ
ギリスの公共放送 BBC とドイツの公共放送 ARD からパネリストを招き，NHK 担当者を交
えて，今年（2007 年）3 月 27 日に，
「公共放送と娯楽番組」と題した国際ワークショップを千
代田放送会館で開催した。ここにその内容のあらましを紹介する。（文責 / 横山 滋）

なぜ「公共放送と娯楽番組」か
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（WDR 西部ドイツ放送協会・テレビ娯楽番組部長）
（Axel Beyer, Leiter der Fernsehunterhaltung, WDR）

日向英実（NHK・理事（当時は制作局長））

横山 2006 年に NHK 放送文化研究所が行っ
た国際比較調査の中に，
〈公共放送にどういう
ジャンルの番組を期待するか〉という質問が
あります。教養・教育・報道・娯楽という四分
類を用いて聞いた結果，公共放送に教養・教育・
報道番組を期待しているという人の割合には
大きな違いがありませんが，娯楽番組を公共
放送に期待する人の割合は，欧米では 70% を
超えているのに，日本では 55% しかいません。

〈司会〉
横山
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日本の回答者は「娯楽番組」という言葉でど
んな番組をイメージしたのでしょうか。

もう一つには，ヨーロッパの公共放送が娯

九つの独立したテレビ

楽番組を大切にしてきた歴史があります。イ

局・ラジオ局からなる

ギリスでは 1955 年に ITV が放送を開始した

ネットワークです。こ

後，BBC はそれまで 100% だったシェアを

ういった複雑なシステ

20% 〜 30% まで下げてしまいました。このと

ムになったのは，第二

き BBC 会長だったサー・ヒュー・カールトン・

次大戦後，連合国がド

グリーンは娯楽番組を中心に公共放送の立て

イツに強力な中央政府を置きたくないと考

直しをいたしました。ドイツでも商業放送が

え，中央集権的ではない政治システムを導入

台頭した 1980 年代の後半に同じような現象

したいと考えたからです。そして放送につ

が起こり，ドイツの公共放送も娯楽番組にテ

いても――当時はまだラジオ局でしたけれ

コ入れをして体勢を立て直しています。

ども――地方分権化されたシステムとしての

そこで，BBC とドイツの ARD 加盟局の 1
つである WDR からパネリストをお招きして，
公共放送にとって娯楽番組とは何なのか，と
いうことを考えてみることにいたしました。

ARD を導入しました。つまり地域的なテレ
ビ局，ラジオ局が設立されたわけです。
公共放送を受信するための受信料は，公共
放送を見ているかどうかではなく，テレビ受

まず，ARD，BBC，NHK の順にお話しい

信機を持っている人なら誰もが支払わなけれ

ただきますが，ドイツの公共放送 ARD は非

ばなりません。集められた受信料は，その放

常に特殊な形態をしています。BBC も NHK

送局がカバーする地域の人口に応じて放送局

も一枚岩の，一つの全国組織ですけれども，

に配分されますから，ARD 加盟局には予算

ドイツの ARD の場合は連邦各州の放送協会

規模の大小があり，それに応じて，制作した

が基礎単位になっていて，全国放送の ARD

番組をネットワーク（全国チャンネルの第 1

はそれらの寄り合い所帯――イギリスの研究

テレビ放送 Das Erste）に提供しています。

者 James Curran のいう corporatist model ―

担当する番組のジャンルにも違いがあり，

―として成り立っています。少々複雑な仕組

たとえばドラマや娯楽番組は最も制作費がか

みですので，その説明を含めて，ドイツの公

かりますから，規模が大きなテレビ局がそう

共放送がどういう哲学に則って放送している

いう番組を制作して，ネットワークに提供して

かということをお話しいただきます。

います。たとえば最大の WDRは，規模の大き
な番組やテレビ映画で知られています。逆に

1. 公共放送の基本的事業理念
1）ドイツの場合
寄り合い所帯
バイヤー

小さな放送局はドキュメンタリーやトーク番
組などを主に制作しています。これらは，そ
れほどコストもかからないからです。

型放送組織の由来と分担

確かに外から見ると少し複雑です

が，社内におりますとそれほど複雑ではあり
ません。ARD はいまお話があったように，

基礎としての情報・文化・娯楽番組
ドイツの公共放送の基礎には三つの柱があ
ります。情報，文化，そして娯楽です。この
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三つのテーマは「放送に関する州間協定」の
中 で， 基 本 的 サ ー ビ ス（Grundversorgung）

似通ってきた公共放送と商業放送の番組
90 年代初め，商業放送は変貌しました。

と定められています。視聴者に対して基本的

90 年代には視聴者にどの番組が一番好きか，

な情報を提供するという意味です。そして，

どの番組を一番見逃したくないかと聞けば，

独立したニュースを提供するということ，ま

ARD という答えが返ってきました。視聴者

た文化においても，娯楽においても独立であ

が ARD の 番 組 に 対 し て こ れ だ け 忠 誠 心 が

るということです。

あったということは，私たちの成功を示して

このように娯楽も公共放送の基本的な価値

います。そこで商業放送局は考え方を全面的

の一つとして位置づけられていることは，私

に変えないかぎり商業的な成功の拡大は不可

たちにとって幸運だといえるでしょう。しか

能だということに気がつきました。まじめな

し，正直に申し上げますと，ARD は情報ナ

ニュースの価値に気がつき，インフォテイン

ンバーワンであることを誇っていますが，娯

メント（infortainment）に乗り出すことを決

楽部門でもナンバーワンであることを誇らし

定しました。ドラマについても，番組をアメ

げに発表するということはありません。

リカやイギリスから購入するのではなく，国

ドイツでは放送開始から 30 年近く，公共

内制作を拡大することになりました。ひと言

放送だけがテレビ放送を行っていましたが，

でいえば，公共放送化していったのです。こ

20 年ほど前，商業放送が開始されて以来，

れに対して，ARD や ZDF は逆の動きをとり

テレビは大きな変化を遂げています。公共放

ました。批判的な人々に言わせると，ARD

送と商業放送の共存が始まった初めの数年間

と ZDF は商業放送化したのです。

は，商業放送局は公共放送の ARD や ZDF と

大きな変化をもたらした一つの番組があ

はまったく違ったものをめざしていました。

ります。それは「Big Brother 」という番組で

彼らは派手でけばけばしいもの，たとえば，

す。最初は小さなテレビ局，RTL2 で始まり

公共放送では考えられなかったようなスト

ましたが，すぐに大ヒットになり，メインの

リップ番組やくだらないゲーム番組，ポルノ

RTL で放送されるようになりました。この

風の映画などを放送していました。そしてそ

番組はメディア批評家から強い批判を浴び，

れが成功しました。商業放送の RTL は急速

視聴者からも批判を浴びました。そして初め

に成長し，いまや最大手になっています。そ

て視聴者を巻き込んだ大論争となりました。

れから第 2 世代の商業放送局が台頭してきま

視聴者はもはや公共放送のエンターテイメン

した。現在，無料放送のテレビに関しては，

トと商業放送のエンターテイメントには大し

ドイツは最も競争が激しい国ではないかと思

た違いはないと主張しました。正直なところ

います。視聴者にとって多くの選択肢があり，

そのとおりでした。そしてこの国民的な議論

36 のテレビチャンネルから選ぶことができ

のすえに，娯楽番組に新しい方向性が加わり

ます。これらには有料契約料も，ペイパー

ました。一般常識に根付いたものを作ったり，

ビュー料金もかかりません。

あるいは教育番組にひねりを加えたりといっ
た方法が採られました。ですから，RTL が
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ごく普通のクイズ番組
「ミリオネア」
をスター

けする番組になってきました。ドキュメンタ

トさせたことは，私たちにとってはショッキ

リーからドキュドラマへというように，いわ

ングでした。また公共放送化のトレンドに

ゆる娯楽番組だけではなく，あらゆる番組が

戻ったということだからです。

娯楽番組化してしまいました。その結果，私

そして現状はいま申し上げたような状況に

たちの娯楽番組はある程度まで存在理由を

あります。ある程度成功を収めていますが，

失ってしまったと言ってもいい状況になって

公共放送としてはライバルである商業放送と

います。そして，この状況を食い止める解決

は違った方向をとろうとしています。そして

策をまだ見出していません。

商業放送は公共放送を模倣しようとしていま
す。BBC の「Strictly Come Dancing 」が RTL で

問題② 若年層をどう引きつけるか

放送されているかと思えば，BBC のスリリ

二つ目の問題ですが，これまで私たちに忠

ン グ な 番 組「I Would Do Anything 」は ARD で

誠を誓ってくれた視聴者はどんどん年を取っ

放送されているというのが現状です。

ていき，若い視聴者をライバルである商業放
送に奪われてしまうという事態に公共放送は

問題① あらゆる番組の 娯楽

化

娯楽についての二つの一般的な問題を申し
上げて，締めくくりたいと思います。
まず ARD の番組の種目分類は，新聞記事

直面しています。公共放送のテレビ視聴者の
平均年齢は 50 歳以上になっていますが，商
業放送のほうは視聴者の平均年齢がそれより
もずっと若いという状況にあります。

の種目分類を踏襲しています。政治，文化，

2006 年 1 年間の番組のマーケットシェアを

経済といった，簡単でわかりやすい分類です。

見ますと，全視聴者では公共放送の ARD と

しかし，社会面，最終面と呼ばれているもの

ZDF がランクが高いのですが，若い視聴者

があります。大衆受けするものや有名人に関

だけに絞ってみますと，RTL や ProSieben な

するニュースなど，様々なものを盛り込んだ

どの商業放送のほうが多くのシェアを持って

雑多なものが含まれた枠です。テレビでいう

いて，RTL などはかなり大差をつけての 1 位

娯楽もこれに該当します。私の制作チームは

となっています。

バラエティショー，コメディ，シットコム，
トークショー，ドキュソープ，音楽番組など，

2）イギリスの場合

非常に多岐にわたる番組の責任を負っていま

BBC の使命とサービスの現況

すが，ジャンルの境界線がはっきりとしてい

グ レ ズ ウ ェ ル BBC

る限りは，こういった分類でうまくいってい

の使命として，1920 年

ました。

代 に 最 初 の BBC 会 長

しかし，だんだんとジャンルの境界線が曖

になったリース卿が掲

昧になって，政治や歴史，経済などのジャン

げましたのは，「情報

ルでも娯楽のフォーマットを使ったほうが成

を伝え，教育機能を果

功につながることが明らかになり，視聴者受

たし，人々を楽しませる」（ inform, educate
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and entertain ）ということでした。第 1 は，

きな責任を持っています。それによって視聴

正確で信頼できるニュース，第 2 は，すべて

者は，伝統を強化するだけでなく，より親し

の国民に学習の機会を提供すること，そして

い形で社会と自分たちの生活との関係を見る

第 3 は，広い意味での娯楽番組でした。これ

ことができるのです。

は，この国の舞台芸術，演芸，芸術分野のタ

そうは言っても，放送が始まった 1920 年

レントを育てるということでもありました。

代以降，メディア環境は全体として大きく変

今朝の報告の中で中村美子主任研究員も指摘

わりました。デジタル放送はイギリスの 75%

しておられたように，娯楽は BBC の新しい

の家庭にまで普及していますし，商業放送も

特許状の中で一層重要な位置づけを与えられ

非常に発達しています。インターネットの利

ておりますけれども，基本的にリース卿が述

用も非常に盛んです。その結果，視聴者も非

べたこの 3 つがいまだに BBC の中心です。

常に独立心旺盛になっていて，テレビ局が「こ

現在テレビでは 8 つのサービスを行ってい

れがあなたには一番いいですよ」と言って与

て，総合編成の BBC 1 と 2，若者向けの 3 と

えるような番組に対しては非常に批判的に

知的文化チャンネルの 4。それに 2 つの子ど

なっているという状況もあります。

も用のチャンネルと 24 時間ニュース，BBC
議会チャンネルがあります。

3）日本の場合

ラジオは，全国放送が 10 と，地域ラジオ

まじめ な NHK と おも

局が 40。それからオンラインとインタラク

しろい 民放というイメージ

ティブの BBC サービスがありまして，その

日 向 NHK の 場 合 は

中には bbc.co.uk という，英語のホームペー

ドイツやイギリスの場

ジとしては最もポピュラーなものもありま

合と違って，テレビが

す。その中から，今日はテレビを中心にお話

放送開始の時点から民

ししたいと思います。

放と並立して，一緒に始まったという経緯が
あります。でも，娯楽番組の位置づけは基本

中世以来の伝統とデジタル時代の諸条件
イギリスには中世以来，数世紀にわたる芸

的にはあまり変わっていないのではないかと
いう印象を持ちました。

術や演芸に対する保護の伝統があって，たと

民放と一緒に始まったということもあっ

えばエリザベス 1 世がシェークスピアの劇場

て，娯楽番組に関して一般の視聴者の印象か

を非常に熱心に保護したり，チャールズ 2 世

らいうと，NHK の番組はまじめだし，確か

が王朝回復時代のコメディを保護したりして

なものを放送してくれるけれども，おとなし

います。この伝統は今日も生きていて，放送

いとか，つまらないとかいう印象をお持ちの

はイギリス独特の文化伝統をメディアの活動

方も多いと思うんです。民放は逆で，派手で

を通して守っていこう，それによってイギリ

おもしろい番組をやっているというイメージ

スの社会的基盤を今後とも守っていこうとし

が，時間の経過とともに，視聴者の印象の中

ています。私たち放送事業者はそのことに大

に醸成されてきたのかと思います。ですか

48

JULY 2007

ら，先ほど NHK の娯楽番組に対する期待が

しかし，NHK のように多数の人の支持を受

低いというデータがありましたが，そういう

けて存在している公共放送の場合には，多様

イメージが影響しているような気がします。

なジャンルのものを送るというのは一つの義

それから，娯楽番組という言葉に対する反

務でしょうし，視聴者に対する重要なサービ

応として，パースタイム
（気晴らし）
というか，

スだと思います。公共放送として一般的にい

要するにおもしろいものというイメージがあ

えば，特に信頼できる情報，役に立つ情報を

るので，なんとなくネガティブに受け止めら

提供するのはものすごく大きなことですが，

れているのかとも思います。つまり正面切っ

いろんな文化的な活動や社会的な活動につい

て，
「娯楽番組が好きですか」と聞かれたと

ては，少数視聴者向けであっても，必要な支

きに，「私は好きです」とちょっと言いにく

援は行ってゆくことがかなり重要な役割では

いところがある，そういう心理も影響してい

ないかと思います。

るのかもしれないと思います。
公共放送に求められている良質な番組
国による番組分類の違い

それからもちろん，いろんな分野での良質

NHK の場合は，いわゆる調和原則という

な番組といいましょうか，あるいは極めて先

のがありまして，総合テレビではいろんな

進的な番組を作り出す，開発していくとい

ジャンルの番組をバランスよく編成しなけれ

うようなことが基本的には公共放送としての

ばなりません。いま，総合テレビでは娯楽番

NHK の使命だろうと思います。

組が 21%，報道番組が 45% ほどの割合を占め

現在，様々なメディアがありますけれど

ています。その際，娯楽番組の分類のしかた

も，その利用可能性は非常にバラバラです。

がドイツやイギリスの場合と，ちょっと違っ

ブロードバンド・インターネットのユーザー

ているかと思います。NHK の場合はドラマ

が 2,000 万を超えたといわれていますが，全

も娯楽番組の中に入れてますし，大雑把に言

員がインターネットにアクセスできるわけで

うと，報道番組，教育番組，教養番組以外の

はありませんし，様々なメディアに対する

ものが娯楽番組というような形になっていま

ユーザーの数というのは非常に限られていま

すので，狭い意味でいうエンターテイメント

す。そういう意味で，公共放送がある種のベー

番組じゃないものもその中に入っています。

シックなアクセスのチャンスをちゃんと保証

民放と違って NHK には，全国の視聴者に

するという意味でも，様々な分野の番組を提

必ずその番組やニュースを届けなければなら

供するということが，基本的には，より豊か

ないという義務がありますが，確かにいま

な文化，より豊かな社会をつくりあげるため

メディアの状況はどんどん変化しております

の，NHK の一つの役割だと思います。

し，様々なメディアが様々な情報を，特に特
化した情報も送れる時代ですので，公共放送

横山

が娯楽番組を含めて全部やる必要があるの

楽番組を，ご紹介いただきたいと思います。

か，という議論は当然出てくると思います。

今度はグレズウェルさんからお願いします。

次に，それぞれの放送局の代表的な娯
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2.どのような娯楽番組が放送されているか

2）代表的な娯楽番組―― ARD の場合

1）代表的な娯楽番組―― BBC の場合

にプライムタイムの時間枠で放送されたもの

グレズウェル

ばかりです。全国放送として木曜日の夜の枠

最近のものを 4 本ご紹介した

バイヤー

私がご紹介するのもここ半年の間

いと思います。

と，土曜日，2 時間にわたるプライムタイム

①「誰がマリア役を勝ち取るか ?」

の枠があります。そういったプライムタイム

最 初 はHow Do You Solve A Problem Like

の枠で最も視聴率が高く，番組としても最も

Maria?（
「誰がマリア役を勝ち取るか?」
）とい

成功しているものです。

う番組です。これは土曜の夜の娯楽番組で，

①音楽系の娯楽番組

BBC 1で，生放送しています。15 人の若い無

最初の Musik! は伝統的な番組で 50 年ほど

名の女優が出てきて，誰が The Sound of Music

続いていて，オーストリアとスイスでも視

というミュージカルのマリア役になるかという

聴されています。シェアは 25% ありますが，

コンテストです。この曲を作曲したAndrew

視聴者の 94% は 50 歳以上で，それより若い

Lloyd Webberのような大物が審査員として出

視聴者は 6% しかいません。

演しています。

関連で，2 人のコメディアンにバンドを組

②「トップ・ギア」
2 番目は Top Gear という自動車ものです。

ませ，ユーロビジョンというヨーロッパの
大規模なソングコンテストに出場させた番組

いろんなタレントにテストドライブをやって

をご紹介します。昨年，そのコンテストに出

もらったり，トラックレースをやったりして，

場しまして，優勝はしなかったんですが，ド

ドライビングをおもしろく取り上げています。

イツの国内では 3 か月ほどナンバーワンで，

③「屠って，料理して，食べる」

100 万枚近いレコードを売り上げました。ま

3 番目は栄養と肥満についての Kill it, Cook
it, Eat it という番組です。これは私たちが食

べているものがもともとどこから来たのか，

た最近，グラミー賞の新人賞をドイツで受賞
しています。
公共放送は利益をあげることは認められて

動物，植物，その他のものを取り上げて，そ

おらず，認められているのは投資をすること

れがどういう意味を持つかを考え，農業や食

だけなので，お金の利益はありませんでした

材に関する知識も深めようという，しかしな

が，若い視聴者は獲得できました。公共放送

がら非常に楽しいものです。

も創造性を十分発揮すればこういうことがで

④「あなたのためのニュースあります」

きるという好例だと思います。

最後は Have I Got News for You ，
「あなた
のためのニュースあります」というパネル

②教育系の娯楽番組
2 本目のクリップはもう少し教育的な内

ショーで，もう 20 年ぐらい続いています。

容です。そのうちの最初のものは Die große

これはコメディアンが出てきて，ニュースや

Show der Naturwunder 「ビッグ・ショー 自然

時事問題に関しておもしろいコメントをする

の不思議」という番組です。そしてすばらし

というものです。

い自然現象について，また日常生活で自然に
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ついて何が学べるのかということを取り上げ

功したというケースがありました。

た番組です。

④サタデー・ナイト・ショー

それからもう一つは Starquiz （
「スター・ク

それから，おとな向けの番組で 20 年以上

イズ」），有名人を取り上げた番組で，有名人

続いている，どっきりカメラの番組があり

が出演しますとどの番組もだいたい成功を収

ます。とてもおもしろいジョークやひどい

めておりますけれども，有名人が登場するク

ジョークもあります。これはウォーターベッ

イズ番組です。

ドを試そうとして水の中に落ちる人たちをと

③マウスに聞いてみよう

てもまじめに撮影したものです。

そして最後に Frag doch mal die Maus とい
う番組をお見せしたいと思います。視聴者の

3）代表的な娯楽番組―― NHK の場合

だいたい 90% は知っている大変人気の高い

日向

マウスで，35 年以上続いています。そして，

がありますが，皆さんよくご存じなので今日

おそらくこのマウスは女の子だと思うんです

は代表的なものを二つだけご紹介しようと思

けれども，とても成功を収めています。そし

います。

てスターですが文句は言わないし，お金も欲
しがらないというすばらしいキャラクターで

NHK の娯楽番組にもいろいろな番組

「NHK のど自慢」
「NHK のど自慢」は 1946 年からラジオで，

す。
（人形を見せて）このマウスです。ご紹

1953 年にテレビ放送が始まると同時にテレ

介したいと思います。大変人気が高い子ども

ビでも放送を開始したものです。たぶんこれ

番組で，35 周年を迎えました。土曜日には

は民放ではなかなかやりにくいだろうと思い

そのスピンオフ番組を放送しています。スピ

ます。全国各地に NHK のスタッフ及びゲス

ンオフ番組のイブニングショーも最初から大

ト歌手が行って，地元の歌好きの人たち，歌

ヒットです。

自慢の人たちが集まってそれぞれの歌を披露

これは知識も提供する教育的な番組です。

する。1 年間で 4 万人ぐらいの出場希望者が

クイズ番組で，子どもが質問をし，その質問

いて，それを会場に行って観たいという人た

に対しておとなのチームが答えなければなり

ちが同じく年間で 40 万人ぐらいいます。こ

ませんが，「なぜ男の人にはお乳をあげない

の時代でもまだ根強い人気があって続いて

のにおっぱいがあるの ?」という質問があり

いる番組です。毎週やってそこでチャンピ

ました。それから「フライパンが壊れてしまっ

オンになった人たちを集めて，今度は東京の

たけれども，どうすれば卵焼きが作れるのか」

NHK ホールでグランドチャンピオンを選ぶ

という質問もありました。紙でフライパンを

大会が開かれます。

作ったチームもありました。ヘアドライヤー

カラオケというのがブームになりましたけ

と鎌を使って卵を焼こうとしたチームもあり

れども，もしかしたらこの「NHK のど自慢」

ました。携帯電話をたくさん集めて，携帯電

というのがもともとそういうカラオケブーム

話の振動を使って調理しようとしたチームも

のベースにあるものを作ったのかなというふ

ありました。そういった実験をして，紙で成

うに思いますね。日本人はこんなに歌が好き
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なのかというふうに思いますけど，ほんとに

というのは，たぶん，イギリスにもドイツに

素人の人がこれだけ歌を歌うというのはすご

もないと思います。いまや時計代わりになっ

いなと思いますし，見るほうも非常に，それ

ている人も多いと思うんですが，あれを見て，

ぞれの人にドラマがあったりして，結構楽し

今日も 1 日がんばろうみたいな，そういうと

める番組だと思います。ほとんどたぶん，こ

ころがたぶんあると思うんですよね。だから，

こで歌った方がプロになるとか，先ほどのド

非常に暗いテーマでやったりするとものすご

イツの番組のように，それが一つのプロのス

い電話が来ますよ。あの番組も日本人のがん

テータスを上げるためのものっていうんじゃ

ばってる生き方，とにかく元気でやろうよと

なくて，一生の思い出になるという，そう

いう，決してドラマチックじゃない主人公も

いう場を NHK が提供するということで成り

いっぱい出てくるわけですが，そういう人た

立ってる番組なんですね。だから極めて大衆

ちと一緒に時間を共有するという，そういう

的だし，ある意味では極めてまじめな番組と

ところは他にはないでしょうし，捨てたもん

いうふうに言えると思うので，NHK という

じゃないと思います。

のはこういうのが得意なのかなというふうに

「NHK のど自慢」とか，こういうドラマが，

思います。

NHK に親しみを持ってもらう上で結構大きな

大河ドラマ「風林火山」

役割を果たしてるんではないかと思います。

それから，NHK の場合は娯楽番組のカテ
ゴリーの中にドラマがあって，視聴者に NHK
に対する親しみを持っていただく上でかなり
大きなツールになっていると思います。

3. 番組分類の違いとすべての番組の娯楽化
番組分類の違い
横山

この前たまたま新聞に出てましたけれど

ありがとうござ

も，日本人は大河ドラマで歴史の勉強をして

いました。いまの日向

いるというのです。確かに，楽しく見ながら

さんのお話にも出てき

日本の歴史のアウトラインを知ることができ

ましたが，番組分類と

るというのは，なかなか他のドラマではない

いう問題 があります。

かなという気もいたします。それと，ドラマ

日本の放送法で決めら

という形式を採ってはいますが，日本人の生

れているのは教養番組，教育番組，報道番組，

き方，美意識，そういう歴史的なバックグラ

娯楽番組という 4 分類ですが，この分類は表

ウンドの上にいまの日本人がいるということ

1 に見られるように，国によってずいぶん違っ

を，毎年毎年あれを見ながら，それぞれがそ

ています。

れぞれに理解しながら，ある種の日本人観み
たいなものをもしかしたら醸成しているのか
という気もします。

「娯楽番組」と「楽しませる番組」の差異
グレズウェルさんのお話をうかがっていて

それから，朝の連続テレビ小説というのも

気がついたのですが，たとえばリース会長が

あります。毎朝 15 分ずつドラマを放送する

「inform, educate and entertain」と言ったの
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表1

番組分類の国際比較（英・独・日）

イギリス
ニュース・天気予報
報道
ドキュメンタリー・学習

ドイツ
政治・社会
文化・科学

学習教育

教育と実用

娯楽

娯楽

スポーツ

スポーツ

子ども向け

子ども向け

ドラマ

ドラマ

映画
音楽
宗教
その他
―

映画
音楽
宗教
その他
広告

日本
ニュース
報道
教養・教育
実用
クイズ・ゲーム
芸能
スポーツ
アニメ
子ども向け
一般劇
時代劇
スリラー・アクション
コメディ
映画
音楽
―
その他
―

■ 濃い網かけは「娯楽番組」

は，動詞なんですね。楽しませるという動詞

いかなければなりません。ドイツの話も出ま

を使っているわけで，娯楽番組という名詞で

したけれども，要するに娯楽番組の手法を使っ

はないという違いがあるかと思います。です

てタレントを起用したり，視聴者参加などに

から，娯楽番組とは何かという定義を詮索す

よってニュースや情報，文化，教養番組にも，

ることはあまり生産的ではなくて，むしろい

娯楽性を持ち込むということです。

ま娯楽を中心に様々な番組が人々を楽しませ

具体例としては BBCではThe Apprentice と

る方向に移ってきているという傾向が重要な

いう番組が非常に成功しています。これは基

のかと思います。

本的には経済・ビジネス番組ですが，それに
娯楽性を持ち込んでいます。それからHelp!

重要性を増す付帯価値としての「娯楽」

My Dog's as Fat as Me （
「どうする，犬にも肥

グレズウェル

満症が」
）という，栄養についての番組があり

たとえば時事解説とかニュー

スとか科学，宗教といった大事な分野におい

ます。これは，近ごろ太った人が多いので，

て，特に若い人の支持を維持することが非常

肥満を解消することをまじめにねらっています

にむずかしくなっています。特にインターネッ

が，非常に楽しめる作品に仕上がっています。

トなどとの競争が厳しく，これによって視聴

ということで，将来は新しい娯楽番組が非

率の低下が見られるわけです。ですから，わ

常に重要なものになるでしょう。ただ伝統的

れわれとしては自らを変革していかなければ，

な放送番組として提供するだけではなくて，

公共放送として今後十分に競争していくこと

オンラインに積極的に進出するということが

ができなくなります。そこでわれわれは新し

非常に大事です。BBC も積極的にこの分野

い形でのジャンル，ファクチュアル・エンター

に入ってきておりますけれども，しかしなが

テイメントといわれるような分野を開拓して

らまだこの分野における BBC の役割は何か
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ということをはっきり把握できているという

今月始まる公共価値週間では「子どもは私た

わけではありません。これは何と言っても今

ちの未来」をテーマとしています。娯楽であっ

後の大きな課題，今後 5 年間ぐらいの一番大

てもこのような重要なトピックを扱っていま

きな課題と考えています。

す。つまり娯楽番組であっても，私たちには
義務があって，社会に対してこういった情報

4. 公共放送にとって娯楽番組とは何か
1）ドイツの法律における娯楽番組の思想

を発信していかなければいけない，ただし，
楽しめる形でやらなければいけないと思って
います。

社会と文化を支えるものとしての娯楽番組
横山

そこで公共放送にとってこういう娯楽

ボードビル番組にも重要な報道的役割

番組，もしくは人々を楽しませる番組がどう

横山

いうふうに位置づけられているかをお話しい

取り扱うという意味で，非常に重い意味合い

ただきたいと思います。バイヤーさん，ドイ

が与えられていると聞いたことがあります

ツの法律はいまでも変わらずに娯楽を公共放

が，その点についてはいかがですか。

送の範囲と位置づけていますが，これにはど

バイヤー

ういう考え方があるんでしょうか。

にとってとても重要なものです。これらも社

バイヤー

娯楽の重要性は法律の中でも規定

会に何が起こっているのかということを視聴

されていますけれども，これはテレビやラジ

者に伝えるという役割を果たしているからで

オが何もなかったところから始まったころま

す。Have I Got News for You というニュース

で遡ります。グレズウェルさんもおっしゃっ

を風刺的に扱った BBC の番組がありました

ていましたが，単に視聴者に情報を提供する

ね。あれにもコメディアンが出ていましたけ

だけではなく，文化的なルーツにもアクセ

れども，ドイツの場合にはカバレティストと

スできるようにしなければいけない，そして

呼ばれている，政治風刺を専門とするコメ

また楽しむ権利も持っているという考え方で

ディアンがいるんです。1920 年代のキャバ

す。それがいまでも私たちが娯楽においてめ

レーに端を発しているんですが，ドイツにユ

ざしている方向です。娯楽には，たとえば在

ニークなものと言えると思います。そして，

独の外国人がドイツ社会になじめるよう支援

これはある意味でユダヤ的な伝統で，ヒト

するという意味もあります。そして娯楽は社

ラーおよび彼の率いていた政党がユダヤ排斥

会的な議論を活発化させるという役割も果た

主義を採りましたので，その伝統を一時失っ

さなければなりませ ん。BBC の Impulse と

てしまっていたのですが，1970 年代にまた

いう番組がありますが，私たちも 3 年前から

そういった伝統が復活しました。政治を笑い

Public Value Week（「公共価値週間」
）とい

たい，しかしドイツでは常にまじめに政治を

うキャンペーンを行って，社会にとって非常

笑っているんです。

に重要な事柄を取り上げています。たとえば

横山

昨年は「がんとの闘い」を取り上げましたし，

ルさん，BBC の場合はいかがでしょうか。
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ボードビル番組でも，政治を風刺的に

ボードビルと風刺というのは番組

ありがとうございました。グレズウェ

2）BBC における娯楽の位置づけ

で資金を受けていますから，やっぱり「すべ

視聴者と BBC を情緒的に結びつけるもの

ての人に何らかのサービスを」届けるという

グレズウェル BBC の資金はすべて受信許

形でのバランスをいつも考えていかなければ

可料です。そして受信許可料を通して視聴者

なりません。これがいわば文化経済という考

と BBC は 1 対 1 の親しい関係を維持してい

え方だと思うんです。

るわけです。つまり BBC は，すべての人に何
らかのプログラムを提供する（something for

文化産業の育成という使命

everyone）という義務を負っているわけで，娯

もう一つは，タレントに活躍の場を与える

楽番組を通して初めて BBC は視聴者の一人ひ

ということです。これも創造産業を活性化す

とりと個人的な，情緒的なレベルで関係を維持

る上で非常に大事です。作家や出演者の人た

することができます。これがしっかりしている

ちに支援を与えるということで，BBC もい

からこそ，受信許可料収入を今後とも期待す

ろいろなライターに機会を与えることによっ

ることができるのです。このことは調査によっ

てドラマを活性化することを使命としてい

ても裏づけられていて，規制監督機関のオフコ

ます。BBC は金額にして 13 億ポンドをベン

ム（Ofcom）の調査でも，世論の 80% は BBC

チャーキャピタルとして娯楽産業，創造産業

に（対して）何よりもいい娯楽番組を希望する

に投資していて，これはわが国全体の演芸・

という結果が出ています。また文化・メディア・

娯楽産業，文化にとって非常に大きな役割を

スポーツ大臣も，
最近の特許状の更新に際して，

果たしていると思います。

BBC は今後とも，楽しみ（fun）ということを
真剣に考えて，良質な娯楽番組を提供するこ

3）娯楽番組の戦略的位置づけ―― NHK の場合

とに最大の力を注ぐべきだと述べています。

横山

日向さん，NHK の場合には広い意味

での娯楽番組にはどういう戦略的な位置づけ
異なる財源の放送局による多様性の確保

が与えられているんでしょうか。

横山

商業放送と財源が違う公共放送が娯楽

日向 BBC もドイツの ARD とか ZDF とか

番組を放送することによって多様性が増すと

みんなそうだと思いますが，ある大きな規模

いう効果があるということでしょうか。

を持っている公共放送局に与えられた使命と

グレズウェル

多様性も確かに大事です。時

いうのは，一つは教育番組とか福祉番組とか

事問題からコメディに至るまで，すべての

の，言ってみればマイノリティというか，ター

ジャンルを常にカバーして，その間でバラン

ゲットは非常に限られているけれども，その

スを保つということです。たとえばドラマに

人たちにとって役立つ情報を提供するという

ついても，われわれはポートフォリオが商業

のがもちろん一つだと思うんです。しかしそ

放送の番組と同質なものにならないように―

の一方で，多くの人たちの支持を受けなきゃ

― BBC でももちろん何らかの親しみは必要

いけないという側面もあると思うんですね。

ですけれども――常にこれを新鮮なものに変

そういう多数の人の支持がないままに，たと

えています。公共放送は受信許可料という形

えば教育については非常に優れたサービスを
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やるので公共放送として成り立つかという

いずれにしても，最終的には国民の選択の

と，なかなかそうはいかない。そういう意味

問題だと思います。ただ，NHK の組織がこ

でも娯楽番組――たとえば，先ほどの朝ドラ

れからもありつづけようとすると，そういう

――を楽しく見ることができるから，そうい

娯楽番組を含めた多様なジャンルのものをき

う番組があることで NHK に受信料を払って

ちっと送り出すということは，多くの視聴者

もいいと思う方もたくさんいらっしゃると思

の支持を得るためには不可欠かと思います。

うんですね。
それからもう一つは，バイヤーさんもおっ
しゃってましたけど，公共放送として多数の

5. 共通する若年層視聴者の獲得という課題

支持を得なきゃいけないという，そういう立

横山

場にいながら，若い世代の人たちがどんどん

みましても，ドイツと日本では公共放送をよ

離れていってるという非常に大きな問題があ

く見る人，公共放送が必要だと思う人，それ

ります。高齢者の方々に対する一つのサービ

から公共放送の受信料を払うことに意義があ

スとして娯楽番組を編成する一方で，若い人

ると思う人は，高年齢層の人に多く，若い人

たちに向けても，娯楽番組，娯楽番組的なプ

に少ないというパターンを示しています。こ

レゼンテーション，テイストを持った番組を

のことである種の危機感があるわけですが，

作ることで，若い世代の人たちに NHK の入

バイヤーさん，若い視聴者をうまく取り込む

口を叩いてもらう，そういう役割も非常に大

ためにどういう努力をしておられますか。

7 か国における国際比較調査の結果を

きいかなと考えています。
メントとか，ドキュドラマとか，いろんな形で

1）人気番組をベースにした展開と
デジタル・メディア―― ARD の場合

番組の形式，スタイルというのはどんどんど

バイヤー

んどん進歩していくわけです。
そういうときに，

つはもちろん，コンテンツです。先ほどご覧

たとえば娯楽番組の制作のノウハウが語学講

いただいたような伝統的な番組であれば伝統

座の制作に生かされるとか，そういうことも

的な視聴者を獲得することになりますし，よ

あると思うんですね。
「ハゲタカ」というドラ

り若い，より新鮮なコンテンツであれば，若

マの最終回がこの間終わりました。あれも企

い視聴者も取り込める可能性があります。そ

業買収とか，日本の経済の中でこの10 年重く

れからマウスが出てくる私たちの番組は，商

のしかかってる課題をドラマという形で捉え

業放送の番組を押さえて，最も多くの子ども

ているわけですけれども，そのシナリオの開

の視聴者を獲得しました。

制作者側からいうと，たとえばエデュテイ

二つの方法があると思います。一

発の段階で報道局の記者が参加したりしてい

二つ目は，デジタルメディアです。コンテ

ます。そういう制作のいろんなノウハウを一

ンツを送るのに，テレビの画面という一つ

つの放送局の内部に持っているということが，

の方法だけではなく，インターネットや Pod

たとえば教育番組などの開発や，内容の質の

キャスティングなど，デジタルの新しい手段

向上のためのツールにはなると思うんですね。

を使って送信していくということが重要だと
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思います。そういったツールは，公共放送も

を惹きつけるプログラムを並べたビッグチャ

活用していくべきですし，実際うまくいっ

ンネルとしてがんばるということが一つ。2 番

ていると思います。たとえば YouTube には

目には，先ほど申しましたような，特別に若

WDR からも 450 本以上が投稿されていて，

い人をターゲットにしたチャンネル。それか

YouTube で私たちの番組を見ているという

らもう一つ，3 番目は，バイヤーさんが言われ

人たちも多いのです。若い視聴者向けに，た

たように，どうやって新しいプラットフォー

とえば YouTube を見ているような人向けの

ムをわれわれが活用するかということですね。

番組が必要だと思います。

よく若い人，16 から24 歳の人はテレビを見な
いと言います。部分的にそれは言えますけれ

2）BBC の場合

ども，実際はそうじゃないんですね。たとえ

横山

ば，テレビの見方が違うと言ったほうがいい。

グレズウェルさん，先ほどの 7 か国国

際比較調査の結果を見るかぎりでは，BBC

いわば，フルプログラム（持続的専念視聴）で

は非常に若いオーディエンスをキャッチする

はなくて，スナックみたいに，マルチタスク

ことに成功しておられるように見えますが，

（断片的ながら視聴）なんですね。携帯電話を

どんな点に秘訣があるんでしょうか。

かけながら見るとか，ゲームをしながら見る

グレズウェル

とか，ラジオを聴きながらテレビを見るとか，

われわれとして一番大事なの

は若い世代ですし，うまくいっている番組も

いろんなことをやりながら見るというマルチ

確かにあります。しかし，それが現在われわ

タスクなんですね。したがってそういう中で

れにとって最大のチャレンジであることは間

どうやって彼らを捉えていくかということが

違いありません。デジタル戦略を開始したの

これから大事な要素だと思います。

は 2000 年ごろからですが，それ以来，BBC
はいろいろな新しいデジタルテレビサービス

3）NHK の場合

を行ってきました。たとえば BBC 3，これ

デジタル時代の公共放送の課題

は 18 から 35 歳ぐらいの若者を対象にしてい

〜オンラインも含めて若い視聴者の獲得を

ますし，CBBC は子どもたち，それからもっ

横山

NHK の場合はいかがですか。

と低年齡の幼児を対象としたチャンネルもあ

日向

エンターテイメント性をうまく使いな

ります。これがおそらく，若年層の BBC 離

がら，若い人たちの興味を惹いて，NHK を

れに少なくともブレーキをかけることができ

見てもらうような工夫をもっとしなきゃいけ

たということの原因ではないかと思います。

ないかなと思ってます。いくつかそういう試

しかし，この年齡層は最も競争が厳しい分

みはすでにやっていて，たとえば総合テレビ

野で，多額の広告料も投下されていますので，

で放送している「英語でしゃべらナイト」と

競争は非常に厳しい状況です。その中で，今

いうのは，フォーマットとしても非常に新し

後とも総合チャンネルの BBC 1 のサービスに

かったと思います。あの番組のテーマという

投資を続けること，これが非常に大事で，総

のは異文化コミュニケーションなんですね。

合的な，16 から65 歳までのすべての年齢の人

いろんな文化の価値基準が違う人たちがどう
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やってコミュニケーションをすればいいのか

しくはエンターテイメント的な要素というの

という，そういうことがテーマになっている

は非常に重要な考え方になるんじゃないかと

んですけれども，番組の意匠としては，
「Can

思います。

you speak English?」
（「英語ができますか ?」
）
というので始まって，有名人のインタビュー
とかいろいろあるんですけれども，番組の作
り方は非常にエンターテイメント番組的な作
り方をしてます。そういう形で番組を作るこ

6. 視聴者の理解を求めて
1）BBC における意識改革と視聴者中心主義
は何をもたらしつつあるか

とで見やすくなる。それから若い人たちとい

横山 BBC は，グレッグ・ダイク前会長の

うのは，バイヤーさんもおっしゃいましたけ

時代に「Making It Happen」という意識改

ど，ある種の新奇性とか，ある種のインパク

革プロジェクトを始めて，最近は非常に強く

トがないとなかなか見てくれないんですね。

視聴者中心主義を志向していると伺っていま

高齢者の方とはそこが決定的に違うと思いま

す。公共放送と受信料制度に対する視聴者の

す。そういう若い人たちの受け取り方にまっ

理解を獲得するためにどういう努力をしてお

たく関係なく番組を作って送り出すというこ

られますか。その中で娯楽番組というのはど

とはできません。そういう工夫が若い人たち

ういう役割を担っているんでしょうか。

を NHK に呼び戻すためには非常に重要だと

グレズウェル

思いますね。

ろうと思います。この「Making It Happen」

リサーチの役割ということだ

ドラマもたぶんそういう一つのツールだと

というプロジェクトはダイク会長が 2002 年

思います。昨日から放送が始まった
「グッジョ

に 始 め た も の で す。 こ れ は BBC の や り 方

ブ」というドラマなんですけど，これも基本

を根本的に改革しようという運動で，彼は，

的な問題意識としてはいまの若い人たちのい

「BBC は未来永劫，存続を保証された存在で

わゆる仕事離れというか，仕事に生き甲斐を

はないんだ」ということをいつも言っていま

持てないとか，人間関係の取り方が非常に下

した。それによって危機感を煽り立て，BBC

手だとかという，そういう問題をドラマの，

関係者に常にチャレンジの精神を植え付けよ

しかもコメディとしてくるんで提供するとい

うとしたわけです。柔軟に，常に変革的に，

う番組です。そういうやり方はドラマとして

迅速な対応ということが常に強調されていま

は若干説教くさいところもあるんですけれど

した。

も，非常にさわやかで，若い人たち，NHK

そのためには，説教をするというのではな

に説教なんかされたくないよという人たちに

くて，視聴者が BBC をどう受け取っている

対するプレゼンテーションのしかたとして

かを常に調査して，それに基づいてやる。そ

は，ドラマというのも非常に大きなツールに

れによって創造性を高めようというのです。

なるだろうと思います。NHK もだんだん高

それによって BBC の今後 5 年間の編成戦略

齢者にシフトしてきている視聴者の層を本来

を決めていくということになりました。この

の形に戻すためには，特にこの娯楽番組，も

プロジェクトは，具体的な番組ジャンルごと
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の視聴者調査のデータを常に基盤として進む

だと思っています。こういう番組を提供して

というやり方であります。

おり，それに対して受信料をいただくという

このイニシアティブは BBC の中に一つの

説明は意義があることだと思います。

文化，雰囲気を作って，常に視聴者とコミュ

それから，BBC と同様に，リサーチも行っ

ニケーションを保つという形で，視聴者調査

ています。私たちの放送局でもいくつかモニ

システムを抜本的に変えました。これによっ

タリングシステムを使って，視聴者が私たち

て何よりも一つひとつのプログラムの質を大

の番組の評価をします。それからたとえば番

事にして，これによってそれぞれの番組のタ

組の司会者などの評価も行っています。

レントとか内容要素を，一人ひとりについて
それがどう思われているかといったようなこ

3）NHK における対視聴者活動の考え方

とを詳しく調査し，そういった豊かな研究

横山

NHK の場合にはどうでしょうか。

データに基づいて，それぞれの番組の役割と

日向

基本的には，特に私の立場でいえば，

価値を決めていくのです。

コンテンツファーストということになると思

た と え ば わ れ わ れ は AI（Appreciation

います。そこが一番大きなところだと思いま

Index 評価基準）というものを使って，すべ

す。もちろん，それに付随して，それだけの

ての番組について 15 人ずつのパネル調査を

サービスをいまのような規模と，いまのよう

行っています。それぞれの番組の質と，どれ

なお金がなぜ必要なのかということの説明が

ぐらい楽しめたかを番組のコーナーごとに一

併せて必要なんだと思いますね。その二つを

つずつ，1 点から 10 点までの点をつけてもら

きちっとわかってもらえるような形で説明す

うという形で，ずっとデータをとっているの

るということが一番大事だと思います。特に

です。これは統計的な量としては扱えないパ

こういう時代ですから，コンテンツが視聴者

ネルで，それだけに頼ることには危険がある

の役に立つ，もしくは親しみが持てるという

わけですが，いずれにしろ，こうして視聴者

ことがないと，それは存在の危機ということ

を大事にすることで番組の質が上がったのは

になると思うので，そこが一番大事だと思っ

確かです。

ています。

2）ドイツにおける受信料理解の促進活動
横山

ドイツの公共放送は，とりわけ受信料

7. パネリストの感想とまとめ

の値上げに際して視聴者の理解を得るために

横山

どういう努力をなさっているでしょうか。

から，最後のコメントをいただきたいと思い

バイヤー

ます。グレズウェルさんからどうぞ。

二つのことをやっています。一つ

ありがとうございました。ではお三方

は，視聴者に対してなぜ受信料を支払ってい

グレズウェル

ただかなければいけないのかを説明するとい

印象的だったのは，3 か国とも同じような課

うことです。これは単に PR として行ってい

題に直面しているということです。したがっ

るだけではなく，説明をする意義があること

て，協力できる分野が非常に大きいというこ

このワークショップで一番
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とで，今回，いろんなテーマについてそれぞ

題意識，危機意識を持っていると感じました。

れの立場からお話をしましたけれども，その

その中で，バイヤーさんのおっしゃるデジタ

中からわれわれが協力して正しい方向が見つ

ル時代におけるあり方は，同じく非常に重要

けられることを希望しております。

な関心事だと思います。今日は娯楽番組とい

もう一つの感想は，娯楽番組の将来はどん

うことでしたが，多様なコンテンツをどうバ

なものだろうということですね。たとえば，

ランスよく送り出せるかというのは，どんな

これから 5 年ぐらい先にどういう娯楽番組が

時代になっても，BBC や ARD，NHK のよ

成功を収めているだろうか，と考えます。本

うな規模を維持する公共放送局にとっては非

当に良質で，人々を惹きつけるような，価値

常に大事なことだということが，改めて今日

のあるプログラムとは何か。それには当然新

お二人の話からもわかりました。

しい内容も必要でしょうし，それがやはりこ
れからの公共放送の使命として大事ではない

横山

でしょうか。

る研究の準備的な位置づけのもので，ここで

バイヤー

結論を出せるようなものではありませんが，

私もまったく同じ意見です。番組

このワークショップはこれから開始す

の責任者たちは，まだデジタル革命の意味を

とりあえず皆さん方のお話の中から，娯楽番

あまり理解していないのではないかと思いま

組というものがそう簡単に他の番組と切り離

す。確かに情報番組は高い比率を占めていま

して区別できるようなものではなさそうだと

すが，マーケット全体から見るとその比率は

いうこと，むしろすべての番組に娯楽的要素

これまでより下がっているのではないかと思

が盛り込まれるようになってきているという

います。本当のデジタル時代が来ていて，す

ことが明らかになったかと思います。

でに 450 局ものドイツ語のテレビチャンネル

そのほかにも，私たちがふだん娯楽番組と

があり，どこででも見ることができるように

結びつけて考えていないような，いろいろな

なっています。ですから情報は別に，特に価

事柄が，実は娯楽番組の役割として与えられ

値があるものではなくなってきているので

ているというようなこともいろいろ具体的に

す。おそらく今後 5 年間で劇的に変わって

お話をいただいて，大変勉強になりました。

いって，価値が高いとみなされるのは娯楽番

いま公共放送はいろいろな意味で危機を共

組になるでしょう。デジタル世界で娯楽番組

有していますが，引き続きいろいろ教えてい

を楽しみたいという気持ちが強まってくると

ただいたり，情報を共有したりしながら，よ

思います。ですから，私たちの公共放送とい

りよい番組，よりよい娯楽番組を提供できる

うシステムの中で，娯楽を提供しつづける義

ようにがんばっていきたいと思います。本日

務があると思います。ただし，価値がある娯

は大変ありがとうございました。

楽でなければなりません。
日向

いま，NHK も様々な批判にさらされ

ていますが，世界の公共放送局はグレズウェ
ルさんもおっしゃったように，似たような問
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（よこやま しげる）

「時間帯」を表すことば

4

月から，気象の「予報用語」が一部変

星」は「日没後，西の空に輝く金星」
。2 つの

更 に な っ た。 た と え ば「 午 後 6 時 〜

「宵」
が指す時間帯はややずれている。つまり，

午 後 9 時 」を 表 す こ と ば が「 宵 の う ち 」か

「宵」は使う人，時代，場面によって意味がこ

ら「夜のはじめごろ」に言い換えられた。

となっている。気象の「予報用語」はだれも

日本では，明治時代になるまで日の出・日

が同じ意味で理解しなくてはいけない。その

没の時間を基準にした「不定時法」を使って

ため言い換えられたわけだ。では，今回言い

いた。日の出前の薄明るくなった時間を「明

換えとされた「夜のはじめごろ」はどうだろ

六ツ」
，日没後の夕闇せまる時間を「暮六ツ」

うか。
「夜」だから，まわりが暗くなる「日没

といい，これを昼夜の境にしていた。日の出・

後」
であることはわかる。しかし
「はじめごろ」

日没の時間は季節ごとに異なるので，現代の

が何時ごろまでを指すかは，
「宵のうち」同様，

ように「○時○分」が「明六ツ / 暮六ツ」とは

人それぞれ違うだろう。あいまいさは「宵の

言えない。これが「不定時法」である。当時

うち」と変わりなく，この言い換えが気象の

の時刻は，昼夜をそれぞれ 6 等分して，1日

「予報用語」として適切なのか，はなはだ疑問

を 12 刻（とき）で表した。これ以外に「時間

である。
「予報用語」であれば「言い換え」で

帯」を表すのに使っていたのが「宵」
「宵のう

はなく「午後○時から○時ぐらいまで」と「言

ち」である。
「宵」は「日が暮れて間もないこ

い添え」が必要なのだろう。1日を固定した

ろ」という意味の語である。
「宵のうち」も同

24 時間とする「定時法」に慣れてしまった現

様の意味で，今の時間でいうと「午後 6 時前

代人には「不定時法」の時代のことばは感覚

後」のことだ。さて，NHK では，1993 年に

に合わなくなっており，そのまま使い続ける

「宵のうち」について調査をしている。意味を

のには無理がある。一方で，
「時間帯」を表す

理解している人は 48%，残りはこのことば

ことばの多くは，懐かしく情緒のあることば

を知らない，またはもう少し早い時間だと答

でもある。個人的に言うと，それらを現代の

え，正しい意味で理解されにくくなっている。

感覚に合わないから使わないのではことばが

また，古い時代には，日没から夜中までの遅

消えていくようで，いかにもさびしい。こと

い時間までを「宵」と言ったこともあるよう

ばを残すことも考えて，
「言い添え」で，こと

だ。たとえば「宵」がつく語に「宵越し」
「宵

ばや意味を認識，理解してもらう努力も必要

の明星」ということばがある。
「宵越し」は「前

になってくるのだろう。

日の晩から翌日まで持ち越すこと」
。
「宵の明

山下 洋子（やました ようこ）
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