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テレビ放送 60 年
『テレビは見れば分かる』ものなのか？

仲　本　　　洋
帝塚山学院大学　人間科学部　教授

○　今回は、「メディア三国時代」ということで、放送、新聞、インターネットの三つのメディア

がいまどういう状況にあるのか、ということをそれぞれの専門分野でお話しせよということだと

思います。私の担当は放送で、今年は日本でテレビが放送されてちょうど60年ですので「テレビ

放送 60年『テレビは見れば分かる』ものなのか？」と、こんなふうなタイトルでお話しさせてい

ただきます。

　テレビというのは音と映像があるものですから、すぐに理解できる、だから皆さんも見れば分

かるというふうに思っていらっしゃるところがあると思います。そのテレビというメディアをも

う一度、60年という区切りで、一体どんなメディアなんだろう、どういう進化をしてきたのだろ

うということをここで見直してみる、そんなきっかけになればいいんじゃないかなと思います。

　「メディア三国時代」ということですが、新聞、放送など既存のマスメディアは、21 世紀のメ

ディアであるインターネットによってさまざまな影響を受けています。しかしわたしはインター

ネットと放送は対立するのではなく、これからますます連携していかなければならないメディア

だと考えています。ひとつの例ですが、テレビというのはご承知のように24時間、放送を幾ら長

くやっても 1日は 24 時間しかありません。NHKテレビのチャンネルが幾つあるのかというと、

地上総合テレビ、Eテレ─教育テレビ、昔の、それから衛星の第 1、衛星の第 2、4つしかない

わけです。だけども、情報はまだまだある。放送局が集める情報や映像コンテンツというのは膨大

なものがあります。

　じゃ、そういう情報をどういうふうにサービスしたらいいのかと、そういうときに、インター

ネットというのは実に便利です。放送時間の枠内では放送できないもの、それをサポートしてく

れます。例えば再放送。再放送の時間を多くとると新しい番組の放送が限られてしまいます。だ

けども、YouTubeというインターネットのサイトを利用すれば、難問も解決します。たとえば民

放はニュースをアップロードしていますし、NHKエンタープライズというところがいろんな著作

権をクリアしたNHK特集とか、そういう昔の番組を並べています。お金はどうしているのかと

いうと、NHKエンタープライズが広告収入でNHKから権利を取って、それで、番組の中のいろ

んな人たちの了解もとって、インターネットに公開しています。このほか有料ですが、NHKが運

営するNHKオンデマンドをはじめ、民放各社のサイトでは見逃したドラマなどをたくさん配信
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しています。2011 年にはアナログ放送が終わり、テレビがデジタル化されました。デジタル放送

によってテレビは、災害に関する情報もいろんな方法で露出できるようになりました。安否情報

も東日本大震災（2011.3.11）ではデジタル放送によってデータ放送が可能になりましたが、そ

の前でいえば阪神大震災（1995.1.17）のときは、NHKは被災者や関係者からの安否情報を電話

で受けて、それを手書きで紙に書いて 1枚ずつ、「誰それさんは無事です、誰それさんは亡くなり

ました、どこそこへ連絡してください」と書いた紙をテレビカメラで撮って、阪神大震災のころ

はやっていました。電話は、2,000 件、3,000 件、ついには 55,000 件と来ました。それらを 1件

につき 20 秒、30 秒とアナウンサーが読むわけです。もうとてもじゃないけどそれを放送するだ

けで教育テレビ24時間、一週間放送してもまだまだ足りない。放送の時期と安否情報の現状がず

れないところで、結局 3,2000 件で終了しました。それが東日本大震災のときはデジタル化され

て、これまでどおりの放送も行いましたがデータ放送でそういう安否情報を文字にして、いつで

も見ることができるようになりました。デジタル化した情報ですので、比較的簡単にインターネ

ットの安否サイトとジョイントして情報を共有することもできる。そんなふうに、放送はインタ

ーネットと機能分担しながら共存しています。

　テレビというメディアは60年という長い歳月、還暦ですよね、親しまれてきました。放送には

放送法という法律があるんですが、「放送とは公衆によって直接受信されることを目的とした無線

通信の送信」と定義されていました。多数の人々が直接受信する。つまりスイッチをぽんと入れ

れば、そこに番組がぽんと出てくる。ラジオのスイッチを入れればラジオ番組が出てくる。つま

りもう蛇口のところまで水が来てますよと、ひねれば水が出ますよと、それを送っているのは電

波、無線通信の送信です、こういうふうに定義していました。ところが2010年に放送法が変わり

ました。今は有線放送や通信線の光ファイバーを通じて送られる放送、いろんな形でテレビの番

組が流れています。ジェイコムだとかそういうところで見ている方もいらっしゃるでしょうし、

携帯電話のワンセグ放送で見ている方もいる。いろんな方法でテレビが見られていると思います。

かつてはテレビを見るのはアンテナを立てるか、ケーブルテレビで見るかしかなかったのですが、

通信網でも見ることができるようになり、法律的にも別々のものでしたが、そういうのを全部入

れまして、「電気通信の送信」、通信と放送の融合というようなことで、そういう表現になりまし

た。いずれにしましても、　放送というのは一方的に情報を受信者に向けて送信する。それを受け

る視聴者が理解しなくてはならない。なので、できる限りわかりやすいものにしようということ

を、放送する側も、ラジオから数えると 83 年間、テレビ放送開始から 60 年間いろんな形で努力

を続けてきました。

　個人視聴率1％、大体120万人、そうするとNHKの個人視聴率調査は7歳以上ですから、それ

が 10％あれば 1,200 万です。20％あれば 2,400 万。それが全国の視聴時間の平均でいいますと 3

時間 40分以上は見ているわけです。それは7歳から全ての年代の人を入れてですね。学生は見て

いない人も多いわけですから、そういうのを考えますと、高齢の方でいうと 5時間、7時間、8時



─ 61 ─

間、10 時間見ている方も多分いらっしゃると思います。その平均が 3時間 47 分ぐらい。そんな

ふうに今なっていますから、テレビは空気のような形で存在しています。

　日本のテレビ放送が始まりましたのはNHKが 1953 年 2月 1日。この後、日本テレビが 8月に

放送を始めました。大阪のテレビ放送は 1年おくれました。1954 年の 3月 1日。関西のテレビは

60年になっていません。民放は大阪テレビというのがありまして、朝日放送と最終的に合併する

ことになるんですが、大阪テレビ放送というのが1956年だったと思います。還暦を迎えたテレビ

ですが、日本人とテレビというのは欠かせないメディアになっています。NHKの「日本人とテレ

ビ」という 2010 年の調査で「欠かせないメディアは何か」を聞きました。それによると「テレ

ビ」が欠かせないメディアのトップで33％、それから「家族との話─これはメディアじゃない

と思うんですが「家族との話」で 32％、「新聞」が続いて 10％、さらに「インターネット」は 8

％。これが「日本人とテレビ」という調査の中で、「あなたにとって欠かせないメディアは何です

か」、こう聞いたときの数字です。テレビは日常生活の中にとけこんだメディアであるということ

が言えるかと思います。テレビの特性というのを、そのメディアが持っている特別の性格ですよ

ね、そういうのをちょっと見ていきますと、1つは「視覚性」、これは先ほど言ったように音と映

像のメディア、「百聞は一見にしかず」ということわざどおりです。ところで、「テレビで見たこ

とは直接見聞きしたのと同じように実感が持てるか」というようなことを、「日本人とテレビ」の

中で調査をしています。2005年は 42％、ほぼ4割が直接見聞きしたのと同じように実感が持てる

と考えていました。2010年は 5％下がって37％。これももっとさかのぼりまして、1990年に同じ

調査をしているんですが、そのときは 57％の人が実感が持てると。それだけ映像と実際の事実が

対応しているとみなさん感じていたのです。しかし、その感覚というのは次第に薄れつつある。

それでもまだ 40％前後の皆さんがそういうふうに思っていらっしゃる。一番の原因というのは、

「視覚性」、目で見たから本当だろうと、映像も音もある、そういうふうに思っていらっしゃるん

だろうと思います。そのほか、「同時性」。「同時性」というのは今起こっていることを同時に見

る、衛星中継でアルジェリアの人質事件などが、あるいは災害、東日本大震災など、いろんなそ

ういう同時に今起こっていることが生中継される、そういう「同時性」。それから「共有性」、多

くの人が見るということですよね。先ほど言いました 1％は 120 万人、7歳以上。1％ですよ。サ

イトでこんな120万アクセスがあるといったら大変な数字です。1％で 120万。朝の連続テレビ小

説「純と愛」ですけれど、NHKが調査した個人視聴率でいうと 14.3％ぐらいあるんですね。そ

うすると、120 万掛ける 14.3 ですから結構な数字ですよね。1,700 万人以上はごらんになってい

る。電車の中で「あれ見たか」とか、お話している方、いらっしゃいますよね。それから最後に

「臨場性」。「臨場性」というのは、まるでその場に居合わせたような、野球中継やサッカーをごら

んになっていて、一緒にスタジアムで見ているような、その場に居合わせているように感じるこ

とです。そういうテレビメディアにはいまあげたような特性があるということです。

　テレビは今申し上げましたように「視覚性」があるものですから「見れば分かる」というふう
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に思いがちですが、事はそれほど簡単ではありません。たとえば 2013 年 1 月 12 日放送の「世界　

ふしぎ発見！」、この番組には、いつも板東英二さんがクイズのレギュラー解答者で出ています

が、1月 12 日の放送では、板東さんの事務所が所得隠しをしていたということが発覚して、1月

になってからいろんな番組で出演見合わせということが相次ぎました。ところがこの「世界　ふ

しぎ発見 !」については、番組はすでに収録されていた、録画が終っていたのです。そういうこ

とで、これをどうしようかと。もしごらんになった方がいらっしゃったらわかるかと思うのです

が、板東さんの姿は一つもなくなっている。そのまま見れば何の不思議もない、いつもの「世界　

ふしぎ発見！」です。じゃ、それはどういうふうにしたんだろうかということですが、編集した

んです。こういう番組というのは放送時間より長めにビデオテープに撮ります。それを編集して

放送しているわけですけれども、そこには板東さんと黒柳さんのかけ合いだとかそういうのもい

っぱい入っています。板東さんの映像を消して、ほかの人の発言やアナウンサーの司会の映像を

追加しながら時間をあわせていきます。「板東さんには出演を控えさせていただきました」と、番

組ではなっていますが、板東さんはいたんです、控えたんじゃなくて。「消えた板東さん」という

のはそういう意味です。思わぬ事件によって、番組が編集されていることがわかったのです。し

かし程度の差こそあれ「世界　ふしぎ発見！」だけでなく、ほとんどの番組は編集しています。

「テレビは見ればわかる」、果たしてそうでしょうか、ということがこの例でもわかります。

　ここで、テレビの歴史に触れておこうと思うんですが、放送番組のほとんどは、通常、VTR、

ビデオテープレコーダーを使って、番組をつくるときに録画し、そのビデオテープを編集して放

送しているわけです。ところが、1953 年、テレビ放送が始まった、そのころはビデオテープレコ

ーダーは発明されていませんでした。どうしていたのかというと、全て生で放送していました。

ドラマですと、今まで台所にいた俳優が今度は商店街のセットのあるスタジオへ走って行って演

技をする、全部編集なしで綱渡りのようなこともやっていました。

　放送局が使うVTRは、1956 年アメリカのアンペックス社が発明しました。NHKにVTRが導

入されたのは1958年。しかし生放送が多く、テレビ局は息がつけません。そうすると、じゃ、ど

ういうふうにしたのか。テレビ映画を放送しました。皆さんもいろんなテレビ映画をごらんにな

ったと思います。「月光仮面」（1958 ～ 1959）など日本のテレビ映画もありました。アメリカの

ハリウッドがつくった「ハイウエイ・パトロール」（1956 ～ 1960）、ご存じの方いらっしゃいま

すか。あるいは「アイ・ラブ・ルーシー」（1957 ～ 1960）、「スーパーマン」（1956 ～ 1959）。そ

ういうテレビ映画がこれを救ってくれました。つまり、その間、映写機を回して、テレビカメラ

で撮る。テレシネ変換という仕掛けがいるのですが、そのことは置いておいて、とにかく映写機

が回っている間は生放送をしなくて済むわけです。だから、映画というのは非常にテレビ局にと

って助かりました。当時のビデオのテープですが、幅が 2インチ（約 5cm）、それが直径 30セン

チほどのリールに巻かれた大きなものなんですね。それをVTRにかけて、VTRの本体の機械も

数百キロもあるような大きな重い機械でした。それを回すわけですけれども、ビデオテープが高
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くて、今の値段で 1本 50 万から 100 万円近くはしたんじゃないですかね。だから、撮っては消

し、撮っては消し、生放送と同じようなことをして、だから今、ほとんどその当時の放送番組と

いうのはない。ないというのは、番組の多くが生放送だったためにない。もう一つはVTRテー

プが高かったために、全部それを消して上塗りして録画しちゃった。それで、ほとんど全部消え

てしまってなくなった。「私は貝になりたい」（1958）という有名な、フランキー堺さんのドラマ

ですが、テープの値段が高いため、前半はVTR、後の半分は生放送になりました。人形劇の「ひ

ょっこりひょうたん島」（1964 ～ 1969）をご存じの方がいらっしゃるかもしれませんが、「ひょ

っこりひょうたん島」はビデオテープを消されて、残っているのはフィルムにコピーしたものが

8本ぐらいだったと思います。それぐらいしか残っていないのです。カラーで放送したものがあ

りますがこれは1990年代のリメイク版です。その後ビデオがデジタル化されると、編集を何度重

ねても映像が劣化しないので、コンピューター・グラフィックスを使った複雑な映像編集が可能

になりました。NHKの大河ドラマ「八重の桜」はコンピューター・グラフィックスの映像と実写

の映像を何度も重ねて、戦争の場面などを作っています。

　スポーツ中継も技術革新がどんどん進んでいます。スポーツって生でやっているので「見たま

ま」ではないか、とそういうふうに思われる方もいらっしゃると思います。野球中継もそうなん

ですが、一概にそう言えるものでもありません。少し野球中継の歴史をふりかえりながら見てい

こうと思います。ここに野球場の図があります。①Cと書いてあります。バックネットの裏にあ

るんですが、これは 1カメといいます。つぎに、②Cとあります。そして③Cとあります。大体

昔はこの 3つのカメラで試合を追っていました。テレビ放送が始まった 1953 年、NHKは夏の甲

子園全国高校野球大会、日本テレビは巨人阪神戦を放送しています。当時は 3台のカメラで撮っ

ていました。

　バックネット裏の①カメラの線上に投手・捕手、打者がいて、これをひとつの画面に入れて撮

ります。試合の全体がよくわかる基礎的な

画面をつくるカメラです。それから②のカ

メラというのは、ボールを追うカメラです。

③のカメラは何なのかというと、右打者の

顔や三塁側ベンチ、球場内で起きるあらゆ

るものを撮ります。野球はボールゲームで

すから、ボールを追う②Cのカメラが重要

となります。

　それから、少しカメラに余裕が出てきて

④のカメラ、これで左打者の顔が撮れます。

④Cの追加で試合運びを楽に撮れるように

なりました。 カメラ配置図
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　さらに技術が進んできますと望遠レンズ。望遠レンズの性能がよくなってくると、センター後

方カメラは、かなり遠くにあるんですが、望遠で投手、捕手、打者、これが全部撮れる、特に捕

手と打者が正面から撮れるというようなことで、1977年に、バックネット裏の①Cから、センタ

ー後方⑤Cに、中継映像の基礎となるカメラが変わりました。アメリカの大リーグの野球中継に

ならった形で、今みなさんが見ている形になりました。ところで、テレビは見たままの事実が伝

えられているかどうかということですが、野球中継も試合の状況を伝えるだけの放送から、カメ

ラの数を増やし、さらに技術革新によって、先ほどの望遠レンズやハンディカメラ、スロービデ

オなどの放送機器が進歩することで、演出が、ゲームを追うだけではない、ショーアップが可能

になりました。たとえば巨人の阿部捕手のホームランのシーンですが、NHKの「お宝TVデラッ

クス・スポーツ大特集」（2008.10.13）を参考にしてお話しします。

1．投手の顔 一塁側　　②C

2．打者阿部の顔 三塁側　　④C

3．投手が投げて阿部が打つ

 センター後方　　⑤C

4．ライトスタンドへホームラン

 一塁側　　②C

5．一塁をまわろうとする阿部選手

 センター後方　　⑥C

6．振り返って見つめる投手

 センター後方　　⑤C

7．阿部選手が二塁から三塁へ、そしてホ

ームへ 三塁側　　④C

8．ホームベースを踏む阿部選手

　そのまま一塁側の巨人ベンチへ。喜んで迎える選手の姿 ハンディカメラ　　⑩C

　ここまでが試合の状況を伝える映像です。さて、ここからスロービデオ映像が活躍します。ま

ずセンター後方⑥Cのスロー映像でピッチャーが投げて阿部選手がホームラン、つぎは④C、三

塁側から阿部選手のホームランをスローで、さらにレフトスタンド側の⑧Cがスタンドに飛び込

むホームランボールをとらえます。最後は⑭Cのウルトラハイスピードカメラ、100 万分の一ま

でとらえるカメラが阿部選手のバットにボールがあたる決定的瞬間を撮ります。このようにホー

ムラン映像の四段重ねで視聴者の感動を増幅します。

　どうでしょう。スポーツの生中継なんですが、試合の経過だけを追っているのではなくて、望

遠カメラを使うことによって「しまった」という投手の表情や、いつもどおりたんたんと塁をま

カメラ配置図
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わる阿部選手の表情、そしてスロービデオによるさまざまな角度からのホームランの繰り返し、

感動を伝える、エモーショナルな面がこうして強調できるようになりました。スポーツ中継の演

出家たちは、単に試合経過を伝えるだけでなく、機械の進歩をどんなふうに使えばよりよい中継

ができるか考えています。野球場にいる人たちが五感で味わっている感動とは違うけれど、別の

ものではあるけれど、視覚と聴覚で、テレビを見ている人たちが同等の感動を味わえるように研

究しているのです。

　ここでテレビ放送が始まったころの野球中継に戻りますが、これも「見たまま」というふうに

はなっていませんでした。実は、カメラの性能が悪かったので、実際はボールを投げてもボール

の動きははっきりと見えていなかったのです。それでも、みんなボールが見えたと思ったのは、

ラジオで培ったアナウンサーの実況放送があったからです。アナウンサーがラジオの実況放送と

同じように「投げた」「打った」「走った」と伝えていたのです。視聴者はボールがよく見えなく

ても、自分で見たというふうに思って、テレビをごらんになっていたということです。それが、

電子技術の進歩で画像が鮮明に映る、さらに望遠レンズ、スローモーションを使って映像によっ

て見る人に感動を伝えられるようになりました。

　陸上競技ではボルトの100メートル世界新、これを出した2009年世界陸上ベルリン大会のシー

ンでもいろんな新技術が使われていました。グラウンドにハンディカメラという小さな10キロを

切る小型のカメラをスタートライン近くに持ち込んで緊張する選手の表情をまじかで撮っていま

した。顔を撮ることで大勝負に挑む選手の緊張感が伝わります。スタートラインにつく選手の表

情は望遠カメラ、そしてスタート。100 メートルは一台のカメラで一気に選手全員がゴールする

までを追います。勝ったボルト、そして9秒 58の表示板が映されます。ウサイン・ボルト得意の

ポーズ、興奮する観客、群がる写真カメラマン、ここから、スロービデオで「高速レールカメラ」

の映像、選手と並行して走るカメラです。次にゴール正面から、選手たちの走る苦しげな表情を

望遠レンズで撮ります。そしてもう一度興奮に湧くスタンド、国旗を持って走るボルト。だいた

いこのような感じだったと思います。最近はもっとカメラを上からつるしてサッカーなんかでも

空中から撮れる「スパイダーカム」というんですが、鳥の眼のような映像や、あるいは「バーチ

ャルライン」といって水泳で世界記録のラインが、泳ぐ選手の中継映像に重ねられて、記録に届

くのかどうかを比較できます。あれもコンピューター・グラフィックスです。国旗がプールの底

に浮いている、全部バーチャルで出しているんですが、スポーツの生中継というものでも、「見れ

ば分かる」を超えて、何か神様の目のような、「高速レールカメラ」、「スパイダーカム」、それか

らバーチャルな「CG技術」で、実際にないものまで見せてしまう。テレビを「見れば分かる」と

いうのですが、それを超えて今のテレビはあるのです。

　60年たちますとこうしたわかりやすい演出に、テレビ番組をつくる側から疑問が提起されるよ

うになりました。これは視聴者の考える視聴を奪っているんじゃないのかと。2月 24日の日経新

聞で「61年目のテレビ」というタイトルで作家の大石静さんが書いています。大石さんは「ふた
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りっ子」や大河ドラマの「巧妙が辻」、「セカンドバージン」などの脚本を書かれているシナリオ

ライターです。大石さんはテニスのロジャー・フェデラーのファンでロンドンオリンピックでも

フェデラーの試合を予選から見たいと思いましたが、残念ながらテレビではやっていない。とこ

ろが、大石さんは見ることができました。大石さんが見たのはインターネットの「ライブストリ

ーミング」というんですが、ネットで中継していたものを見たのです。

　ここで仕組みを説明しますと、NHKが 8チャンネルと民放が2チャンネルでオリンピック競技

を配信したのですが、大石さんが見たのは、このライブストリーミングの「国際信号」という映

像だったのです。オリンピック放送機構が世界の放送局や制作会社に委託してお金を払ってそれ

ぞれ競技ごとに制作してもらうのですが、それは映像と競技場の音しかないんです。音というの

は、テニスでいうとボールを打っている音や選手の発する声、観客の拍手、審判のコールなど、

その音しかない。日本がテレビで放送する場合は、日本のテレビ局用に自分たちの独自のカメラ

を競技場に持ち込んで、日本人選手の表情などを国際信号の上にプラスするわけです。だから、

日本で放送するテレビの映像は日本人が見やすい形で見せているわけです。もちろん、アナウン

スもそうです。アナウンサーや解説も国際信号の音にプラスして、日本の放送局向けにつくり上

げて、皆さんにお届けしているのです。インターネットのライブストリーミングは解説も何もな

い国際信号です。だから、わかっている人以外は見ているのがつらい、しかも予選やマイナー競

技が主です。大石さんは、ロジャー・フェデラーのファンだったがゆえに、ライブストリーミン

グの映像を見ていました。そうすると、映像を見ているうちに、フェデラーのきょうの体調は大

丈夫なのかとか、選手の状態を考えたりして、自分の頭をフル回転させて試合を見ていないとい

けない。そうすると、ゲーム 1試合見るだけでへとへとになっちゃった、というのです。そして

次に、日本の北島康介の日本の放送局の水泳中継はどうだったか。アナウンサーがナレーション

で「北島いいスタートをきりました」「まだいける、まだいける」とこちらの感想も選手の気持ち

もなにもかもアナウンサーが教えてくれる。「わたしはなにも考えない」。このことを経験した大

石さんは、「テレビが視聴者の『考える視聴』をうばってきたのではないか」、ドラマの作り手と

して、長く脚本を書いてきた大石さんもテレビの単純化に手を貸してきたのではないかと自戒さ

れています。そういう記事が 2月 24 日の日経新聞の「61 年目のテレビ」に載っていました。わ

かりやすい、だれもが感動する番組作りをめざしてきたテレビの中から出た声です。テレビは一

筋縄ではいかないメディアです。

　最後に「探偵！ナイトスクープ」のお話をして終わりたいと思いますが、放送は夜遅い時間で

すので、お休みになっていた方もいらっしゃったかと思うんですが、金曜の夜、きのうですね、

ちょうど25周年記念番組が放送されていました。朝日放送の番組で、年間を通して関西の世帯視

聴率ベストテンを行き来している人気番組です。

　この「探偵！ナイトスクープ」というのは非常にユニークな番組で、「この番組は、視聴者から

寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が優秀なる探偵たちを野にはなち、世のため、人のため、
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公序良俗と安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に追求する　娯楽番組である」

と番組の冒頭に出てきます。「娯楽番組である」とここだけ行がえして強調し、宣言しています。

探偵局長は西田敏行さん。関西で活躍する芸人が探偵です。25年間の数ある番組の中で、特別番

組でも選ばれていた一本が、「マネキン人形と結婚したい」という作品です。心に残る番組でした

のでご紹介します。1997年 1月 31日放送で、探偵は間寛平さんです。依頼人の女性の希望は「か

つて見た男性のマネキンのことが忘れられません。見つけ出して結婚式をあげたい」というもの

でした。番組では、苦労の末にあこがれのマネキンを見つけだし、ついに結婚式となるのです。

そこで「探偵！ナイトスクープ」の制作陣のすごいところは、簡単には自分の作っているものに

満足しないところです。「結婚式をあげたい」という依頼人の依頼を達成するには、結婚する両人

と牧師さんがいればよいわけです。しかし、担当ディレクターは「幸せになっておめでとう」と

いうステージをもっと高いところに持っていこうとします。そのためマネキン人形の親族、友人、

もちろん人形さんたちですが、みなさんタキシードを着用して式に参列します。これ結構大変な

んですよ。マネキンさんを全部調達してこないといけない、お金も要る、服も借りてしかもマネ

キンに着せないといけない、そしてトラックに載せて会場のホテルまで運ばないといけません。

新郎の側がそろえば新婦の側も必要です。依頼人の家族、友人がたくさんかけつけて、彼と彼女

を祝福してくれました。このことはマネキンをここへ持ってくるよりも大変だったと思うんです。

ディレクターの執念が実って、家族も参列してくれたのではないかと推察します。だれが見てい

るかわからないテレビで、しかも視聴率は 20 パーセントの番組です。それでもお母さんをはじ

め、みなさん出てくれました。この映像から、彼女はみんなに愛されている、信頼の絆がちゃん

と見えてきます。笑いあり、人情ありの「娯楽番組」になりました。

　この番組のプロデューサーの松本さんという方が新聞に書かれた情報によりますと、制作陣と

してはみな「ちょっと危ないかな」と思ったそうですが、一人、「やります」と手をあげたディレ

クターが彼女と直接会って、「真剣で純粋に愛しているという気持ちが伝わってきた」と報告した

ので、取材に「GO」を出したそうです。そしてなんとこの放送がきっかけになって、彼女が高

校時代に好きだった男性と結婚したということです。

　この放送は 1997年と言いましたが、わたしは、その後、映画で人形を愛した青年の話、アメリ

カ映画ですが「ラースと、その彼女」（2008）を見ました。お兄さん夫婦と一緒に暮らしていた

内気なコンピュータープログラマーの青年が、ある日突然、等身大の人形を買って、ぼくの彼女

だといって暮らし始めます。それで、お兄さんは町の人に恥ずかしい、どうしようといって、町

の精神科のお医者さんのところに行って相談しました。医師は「しばらく様子を見なさい、温か

く見守ってあげて、私も協力するから」と、お兄さん夫婦を説得します。町のみんなも彼のこと

が好きで協力してあげます。教会にも車椅子で彼女を連れてくるのですが、みんな彼女が生きて

いるかのように接し、ラースとその彼女を見守ってあげる。そういう映画です。最後に彼のこと

を想う本物の女性が現れ、やがて人形は病気になって亡くなってしまいます。そういうふうに彼
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が思ったわけです。それで町の人も参列して彼と一緒に人形をお墓に葬ってあげる。心温まるス

トーリーなんですが、やっぱりそこに家族の愛情、町の人との絆が非常によく出た映画で、現実

をコピーしたような映画があるんだなと思いましてびっくりしました。

　テレビというのは、裏側にいろんな人がいて、いろんな考えや思いで番組をつくっています。

このことはテレビが始まって60年、変わっていません。テレビを見るときに作っている人の影を

感じながら見てあげる、そうするとこれまでとは違ったテレビのおもしろさを発見できるのでは

ないでしょうか。「お、これはよくできた番組だったな」と思っていただく、そうすることで、テ

レビというメディアについて理解を深めていただければ、番組を作っている人たちも本望だと思

います。

　「テレビは事実を映しているので、見れば分かる」という考えに警鐘を鳴らしている方がいま

す。筑紫哲也さんという朝日新聞の記者で朝日ジャーナルの編集長だった、それからTBSでニュ

ースキャスターをやられて、2008 年に亡くなられた方ですが、「若き友人たちへ」（2009 集英社）

という本を書かれています。この本が出版されたときにはもう筑紫さんは亡くなっていました。

そういう意味でいえば、遺言のような本だったわけです。そこに、情報社会の中の護身術という

文章があって、「どう見えるかということと、内実、真実とまでは言いませんが本当のところはど

うなのかというギャップに、絶えず目を向けていく。そこで自分はどう見たらいいのかという視

点を獲得していく。（中略）少なくとも他律的に物を考えるということから我が身を守るのは、情

報社会の中で私たちが生きるための一種の護身術だと思います。」（「若き友人たちへ」）と書かれ

ています。他律とは自らの意思によらずに他からあたえられたもの、それを安易に自分の考えだ

と思いこんで行動してしまう、そうしたことから身をまもるのが、メディアリテラシーです。メ

ディアが発信する情報について分析的、批判的に理解し、「何が本当なのかを見分ける能力が、メ

ディアと付き合う人間に必要なのだ」と筑紫さんは述べています。このことは、新聞、テレビ、

インターネット、すべてのメディアとの関係において言えることだと思います。きょうはこれで

話は終わります。

○中川　どうも、仲本先生、ありがとうございました。本当に、先生おっしゃるように、テレビ

ってボタン一つ押すと画面が飛び込んできてしまうので、つい我々も何となく聞き流すというの

かな、見流してしまうところもありましたが、今のお話聞きますと、その画面の裏側にすごく奥

の深い世界が広がっているなという感じ、よくわかりましたね。

　ご質問、ぜひ、お受けしたいと思います。いかがでございましょうか。

○A　先生、きょうはどうもありがとうございました。

　私、日ごろ、ずっと解せない部分は、テレビを購入したらNHKと、先生、NHKの制作で……

NHKと契約せないかんと、その受信料はNHKだけにしか行かないという、テレビを置いたこと

でNHKだけに受信料を払って、ほかの民放には受信料が配分をされない、ここがどうも疑問が、



─ 69 ─

私自身、腑に落ちませんで、テレビ番組がスポンサーに左右されない番組がつくられるために、

そういう受信料の配分というのができないものかどうか、その辺で先生のお考えを聞かせてもら

ったらありがたいと思います。

○仲本　受信料というのは放送法で規定されていて、NHKという公共放送を支えるための財源と

してみなさんに公平に負担してもらうことになっていますが、民放にも配分する、そういう考え

方もあります。NHKや別の組織が受信料を集めて、国に受信料を入れて、その後に国が交付する

という方法もあります。イギリスの公共放送 BBCなんかはそういう形になっています。ただし

英国の「受信許可料」のほとんどは BBCに交付されています。いろんな考え方があると思いま

す。NHKの今の受信料については、放送のデジタル化でさらに多チャンネル化が進むと制度もい

ろいろ変わってくるでしょう。ひょっとしたら、今の電力と同じで、電力をつくる、送電する、

そういう発送電の分離というのがありますけれども、NHKもつくる分野と電波を出す、その両方

に分離する。制作プロダクションが競って企画を出して、外部の識者による番組委員会とNHK

の編成が番組を決定し、制作会社が番組を制作して納入する。そしてNHKが電波に乗せる。NHK

は編成と報道部門、あとは送信技術だけあればいいんだと、そういう考え方もあります。受信料

を出していらっしゃる方々がどういう制度を選択するかということだと思います。

○中川　放送事業者もこれから変革が予想されるというふうに考えていらっしゃるんですね。ほ

かにいかがでしょうか。

○B　NHKご出身の先生にお聞きするのはちょっと適当でないのかもしれませんけれども、特に

朝の番組で顕著なんですけれども、民放のニュース報道のあり方が、その局の顔が見えないとい

うか、見てみますと各民放とも中央 5紙の新聞を並べて、その記事をアナウンサーが棒読みして

いるわけですね。マスメディアの一翼を担っているのであれば放送記者が足で稼いで、放送記者

が取材した内容をそこで紹介しないのか、そのあたりはどうもテレビ局の顔が見えないと、ちょ

っと安直な方向に走っているんじゃないかと、そういうふうに思うんですけれども、そのあたり、

先生はいかがお考えでしょうか。

○仲本　民放も、皆、報道のセクションをちゃんと持っています。そこから報道のニュースをち

ゃんと発信しています。海外支局もあります。

○B　放送記者とかちゃんとおられるんですか。

○仲本　おります。

○B　じゃ、その人たちが取材したのをニュース報道で何でできないのか。

記事を赤線引いて、アナウンサーが棒読みしているだけです。5紙並べて。自分らが、放送記者

が取材したのをなぜそこで、そしたらそれぞれの局の顔が見えてくるんです。見えないわけ。マ

スコミというのは見ている人に対してそれぞれの顔を見せるということが大事やと思いますけどね。

○仲本　そうですね。朝刊一面比較は、それぞれの新聞の重点編集がわかって、おもしろい演出

だとおもいますが、今おっしゃったことは正論ですね。
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○B　ありがとうございました。

○中川　それでは、今回はこれで終わりたいと思います。

　本稿は 2013 年 3 月 2 日に行われた 2012 年度帝塚山学院大学・（公財）大阪狭山市文化振興事業団主催
国際理解公開講座（後期）における講演をまとめたものである。


