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研究成果の概要：本研究により、放送の規制緩和論が暗黙の前提とするホモ・エコノミクス的

人間像が孕む問題性が明らかとなった。それは、放送が持つ経済性・営利性に加えて言論性、

文化性といった特質を反映したものであり、本研究で浮かび上がったさまざまな人間像を、法

体系の中で統一的な人間像として描くことの困難性もまた、明らかとなった。ここではむしろ、

健全な「経営とジャーナリズムの相剋」を生み出すシステムの構築が課題となる。
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１．研究開始当初の背景
（1）電波法、放送法を柱とする放送法制は、
伝統的な地上波放送の総合編成番組を念頭
において形成された。しかし、従来の「放送」
概念に該当しない新メディアの登場に対し
てパッチワーク的対応を繰り返してきたた
め、複雑化し全体像を把握しづらいものとな
っている。加えて、従来、放送に対する特別
な規律を正当化してきた電波の稀少性や社
会的影響力といった実体的特性は、次第に通
用力を失ってきている。こうした中、国際競
争力強化などの産業政策的側面から、放送の

規制緩和が主張されている。そしてそこで想
定されているのは、放送事業者、消費者＝視
聴者いずれにおいても、ホモ・エコノミクス
的人間像である。しかし、経済的自由と同時
に精神的自由とも関連する放送において、こ
のような人間像は妥当なのであろうか。

（2）他方、憲法学における規範論的放送の
自由論においても、個人の表現の自由とマ
ス・メディアの表現の自由の間に原理的違い
を見るか否かについて見解の対立があり、放
送規律のあり方についても差異をもたらし
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ている。その背景にもまた、放送事業者・番
組制作者・視聴者をどのように捉えるかとい
う論点が潜んでいると考えられる。

（3）海外に目を転じても、もともと民間放
送が中心であるアメリカでは、近年メディア
所有規制の大幅な緩和が行われたが、そこで
は主観的権利としての表現の自由、経済的自
由を有する放送事業者が前提とされている。
また、多チャンネル化に関して日本よりも先
行し、EU 法によるコンテンツ流通自由化の
波に晒されつつも公共放送を中心とした放
送法制を維持しているドイツにおいては、
「プロフェッショナルとしての番組制作者」
に強い期待を寄せた放送の自由論が展開さ
れている。しかしそこでは、番組制作者の主
観的権利としての放送の自由は認められて
いない。いかなる人間像の組み合わせにより、
そうした放送の自由論は可能となっている
のであろうか。

（3）こうした背景にもとづき、放送の規制
緩和論を評価する前提として、想定される人
間像を分析検討することが不可欠と考え、本
研究を着想した。

２．研究の目的
（1）本研究ではまず、放送の規制緩和論に
おいて、放送事業者、マス・メディア内部の
番組制作者・視聴者それぞれどのような人間
像が前提とされているのかを明らかにする。
必ずしも明示されていないこれらを、放送の
自由論全体から慎重に探っていく。

（2）次に、比較法的研究として、ドイツの
放送の自由論における人間像を考察する。多
数説である公共放送擁護の論者、及び規制緩
和論者の放送の自由論を取り上げ、それぞれ
いかなる人間像が前提とされているのかを
明らかにする。その際は特に、マス・メディ
アの「内部的自由」論を支える人間像と諸制
度に着目し、また、公共放送と民間放送の対
比、ドイツ特有のメディア環境等にも意を払
う。 

（3）さらに、国内における放送事業者、特
に民間地方放送局及び NHK 地方局に対する
ヒアリング調査により、放送現場において想
定されている人間像の抽出を試みる。その際
には、（人間像という問題が明確には意識さ
れていないのではないかという予測の下、）
人間像に加えて、「放送観」そのものを明ら
かにすることを試みる。

（4）以上で確定された人間像を対比、検討
して、あるべき放送規制と規制緩和の限界を

明らかにする。

（5）これらの作業を通じて、マス・メディ
ア集中排除原則の緩和、自主制作番組比率の
低さや民放局統廃合の可能性、系列化といっ
た民間地方局が抱える問題、NHK の適正規
模や受信料問題といった具体的問題を考え
る際の糸口とすることを、研究の目的とする。

３．研究の方法
（1）日本における放送の規制緩和論、憲法
学における放送の自由論を中心に、そこで想
定されている人間像を、放送事業者、マス・
メディア内部の番組制作者・視聴者に分けて
描出する作業を行った。研究者としては、林
紘一郎、長谷部恭男、奥平康弘、浜田純一、
松井茂記、市川正人、駒村圭吾などによる公
表著書・論文を対象とし、過度の単純化に陥
らないよう留意しつつ、放送の自由論全体か
ら慎重に読み取っていった。また、「通信・
放送の在り方に関する懇談会」最終報告書や
「デジタル化の進展と放送の在り方に関す
る懇談会」最終報告書、「通信・放送の総合
的な法体系に関する研究会」最終報告書、「デ
ジタル時代の NHK」懇談会報告書なども分析
の対象とした。

（2）ドイツにおける放送の自由論を対象に、
同様の検討を行った。公共放送擁護論者とし
て W.ホフマン＝リーム教授や K=H.ラデーア
教授、T.フェスティング教授らの所論を、規
制緩和論者として M.ブリンガー教授らの所
論を取り上げた。ここではドイツの議論の特
異性に意を払いつつ、検討を行った。

（3）国内の放送事業者、特に地方局及び準
キー局を対象に、ヒアリング調査を行った。
この調査は、デジタル化・多チャンネル化が
進展する中での地方放送の役割や地域性の
確保に向けた課題、地域文化とは何か、民放
ネットワークに対する考え方、想定する視聴
者像や放送事業者像などについて、あらかじ
め設定した質問項目を相手先に送付した上
で、後日、研究者が出向いて担当者と直接面
談を行うという方式により実施した。
なお、公共放送 NHK に対しては、性質の違い
に応じて内容を変更した項目に基づいて実
施した。

４．研究成果
（1）憲法研究者による放送の自由論を分析
検討した結果、放送事業者を経済的自由の行
使者とみるか表現の自由の行使者とみるか、
番組制作者を高い職業倫理を具えたプロフ
ェッショナルとみるか否か、視聴者を「消費



者」とみるか政治参加の意欲を有する「市民」
とみるか等の違いが、放送規制のあり方に関
する各論者の結論を左右する要素として存
在していることが判明した。無論、これらは
必ずしも一面的に割り切れるものではない
が、複合的人間像の中でどの側面を重視ない
し強調して論を立てていくか、という点につ
いては、比較的明瞭な違いが見て取れる。
この対立軸は、さらに進んで、公共放送と民
間放送の役割論にも影響を及ぼしている。全
体視聴率では公共放送を上回る日本の民間
放送であるが、放送の自由の理念上は、公共
放送の「補完物」に過ぎないという見解も、
視聴者や放送事業者をどのような者と想定
するかという問題と相関性を有している。こ
うした点は、メディア研究の知見なども参照
しつつ、今後さらに解明すべき課題であると
考えられる。

（2）政府関係の懇談会による報告書、すな
わち「通信・放送の在り方に関する懇談会」
最終報告や「デジタル化の進展と放送の在り
方に関する懇談会」最終報告書、「通信・放
送の総合的な法体系に関する研究会」最終報
告書の検討を行った結果、放送の持つ言論・
報道としての側面や文化的側面に対する配
慮も表面的には伺えるものの、放送を主にコ
ンテンツ・サービスとして捉え、競争という
枠組みの中で視聴者及び放送事業者をホ
モ・エコノミクスとして捉える人間像が色濃
いことが判明した。
これは、いわゆる「地デジ化」がまたそうで
あったように、国の経済産業政策の一環とし
て放送法制の新たな体系化が模索されてい
るからに他ならない。これら報告書では、新
たな法体系の下で、日本の放送が“世界へと
羽ばたく”ことが推奨されている。しかし放
送が表現の一つである以上、誰に何を伝えた
いのかという問題がまずありきのはずであ
って、そもそも放送のすべてが“世界”へ向
けて発信されるべきものなのか、という問題
も検証されるべきである。こうした検証を抜
きに進められる放送の規制緩和論に対して
は、（1）の規範論的研究の成果と照らし合わ
せて、より慎重な検討が必要であると思われ
るのである。

（3）ドイツ「放送の自由」論における人間
像研究の結果、公共放送を中心に据えた彼の
国の放送の自由論（及び放送制度論）におい
ては、「プロフェッショナルとしてのジャー
ナリスト」像を軸とした内部的自由論として
議論が展開されていることが明確になった。
逆に言えば、このような人間像そのものが、
ドイツ放送の自由論を支えているとも言え
る。なればこそ、公共放送の財源保障までが
憲法的要請として保障されるとする連邦憲

法裁判所の判決が、一定の支持を得ることが
できるのであろう。こうした展開の妥当性は、
放送局内でのジャーナリストの位置づけ（経
営との制度的分離）やそこから実際に生み出
される番組の質、民間放送への適用可能性等
の観点から、更なる精査が必要となる。

（4）NHK 地方局、及び一般放送事業者 4社へ
のヒアリング調査は、デジタル化・多チャン
ネル化が進展する中での地方放送の役割や
地域性の確保に向けた課題、地域文化とは何
か、民放ネットワークに対する考え方、想定
する視聴者像や放送事業者像などについて、
あらかじめ設定した質問項目にもとづき実
施した。また、日本民間放送連盟（民放連）
との意見交換も数回にわたり行った。そこか
らは、デジタル化負担や新規ビジネス不在の
中で苦しむ民間地方局の姿が浮き彫りにな
る一方、民放各局が「顧客」ベースの経営展
開を強めている現状が明らかとなった。その
是非そのものについてはさしあたり置くと
しても、このことは、かねてより指摘されて
きた民間放送（商業放送）の番組内容画一化
への懸念をより強めるものとなるかもしれ
ない。また、民間放送を公共放送の「補完物」
と捉える見解に対しても、一定の正当性を供
給するものとなる可能性もある。
ただその一方で、「報道」を依然として放送
の生命線と考える現場の声を確認すること
もでき、また視聴者と放送事業者の間には、
放送は報道でありジャーナリズムであると
いう「良き誤解」が現在でも存在していると
いう見解も聴かれた。ここに、民間地方局の
生き残りへ向けた希望を見出すことも、可能
であるかもしれない。新たに導入された「認
定放送持株会社」制度の運用も含めて、どの
ようなビジネス・モデルを民間放送は構築し
ていくのか、問われることになろう。
このようにして得られたヒアリング調査の
成果は大変貴重で有意なものであると確信
するが、放送を取りまく現在の状況が大変流
動的であることに鑑みて、放送事業者が特定
できる形での成果公表は差し控えて欲しい
旨の申し出を受けている。慎重に検討した上
で、成果公表へ向けた工夫が必要であると思
われる。

（5）以上を総合して、本研究によって得ら
れたさまざまな人間像を、統一的な人間像と
して単純化することには極めて慎重である
べきであるというのが、暫定的な結論である。
ここではむしろ健全な「経営とジャーナリズ
ムの相剋」を生み出す放送内部・外部のシス
テムを如何に構築するかが、今後の一つの課
題となる。その際には、ドイツ「放送の自由」
研究から得られた知見が、大いに参考になる
であろう。ただし、日本において「プロフェ



ッショナルとしてのジャーナリスト」像の放
送制度における位置づけを探る場合、現在の
日本では、実際の番組制作の大部分が番組制
作会社へと「外部化」されており、放送事業
者との間に構造的な問題が指摘されている
ことも考慮する必要があろう。これは、公共
放送たる NHK でも、あるいは「ニュー・メデ
ィア」たる衛星放送でも同様である。こうし
た実態を踏まえた上で、誰と誰との間に「経
営とジャーナリズムの相剋」を生み出すシス
テムを構築するのか、また、「プロフェッシ
ョナルとしてのジャーナリスト」をどこに求
めるのかといった問題を、規範論の俎上に載
せていく必要性を感じる。
さらに、実存する視聴者、それは具体的には
放送対象地域における住民ということにな
るが、そこではいかなる情報が必要とされて
いるのか、「地域」概念との関連で検討し、
それを支える放送制度、すなわち「地域」の
情報を「地域」に伝えると同時に、「地域」
の情報をより広域に発信するという放送制
度が必要であることを念頭において、規範論
としての放送制度論―それは必ずしも従来
の「地域放送」が今後も必要であるというこ
とを自動的には意味しない―を組み立てて
いくことの重要性を確認している。
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