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はじめに

1900年代以降現在に至る約10年間、とりわけここ5年ほどの間に生じた―ディジタル技術のイノ

ベーションを背景とする―コミュニケーション・メディア領域における諸変動は、日々その振幅の

度を増しながら、グローバリゼーションとローカリゼーションの拮抗のもとでの営みを余儀なくさ

れている全体社会によって様々な次元で「構造化」される一方で、逆に後者を「構造化」しながら、

先立つ20世紀とは異なる様相を顕在化させているかにみえる。

たしかに、「マルチメディア」が「マス・メディア」を駆逐し、メディアと社会との相関が根底か

ら変わってしまうといった一時期語られたような事態は生じていない。それどころか、規制緩和と

いう経済風土がメディア・ビジネス分野にも深く浸透する（とりわけそれはアメリカにおいて顕著

なのだが）なかで、たとえば出版メディアの退潮が各国に共通して認められるように、メディア別

の温度差はあるものの、当面、マス・メディアの地位は安泰であるかに見える。

しかし、その一方で、インターネットを中核として新たに形成されつつあるメディア体系は、と

どまるところを知らないかのように加速化されるディジタル技術のイノベーションを背景にして、

マス・メディアを中軸とする「20世紀的メディア編制（configuration）」が依拠してきた諸原理の

根源的問い直しを迫り始めてもいる。

本論は、「20世紀的メディア編制」が強化される一方で、揺るがされてもいるという今日の錯綜し

たメディア状況を、いくつかの視点、とりわけディジタル技術のイノベーションが生産手段として

のメディアに付与する生産力・再生産力に焦点を当てることにより明らかにしようとするものである。

メディアの生産力・再生産力／生産手段への注目

レイモンド・ウィリアムズは、1978年に発表した『生産手段としてのコミュニケーション手段』

という論文において、つぎのような指摘を行っている。
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現代社会の、また現代諸社会間のコミュニケーション指向的性格が全般的に強まるなかで、

社会的生産手段としてのコミュニケーション手段、およびそれとの関連でコミュニケーショ

ン手段そのものの生産が、全く新しい重要性を帯びるに至った。・・・さらにいえば、こうし

た瞠目すべき展開は、いまだ相対的にみて初期段階にあり、特に電子部門においてさらに深

まることは間違いない。したがって、このような質的変化を認識できないならば、・・・、先

進資本主義社会のかかえる危機および諸問題、そしておそらくは先進産業社会主義社会の

（資本主義社会とは異なる類の）危機および諸問題と、コミュニケーション手段・過程との重

要な関連をめぐる分析が妨げられるか、根拠のないものとなる。(1)

歴史的に振り返ってみて、この論文の書かれた1970年代は、1930年代とともにコミュニケーショ

ン・メディアへの理論的関心が高まり、様々な立場からのメディア論が語られた時代であり、本論の

観点からみたとき、40年のへだたりを持つこれらふたつの時代には次のような共通点がみてとれる。

第一に、いずれの時代においても（といっても1930年代は人類史上はじめてのことだったのだが）、

R .ウィリアムズのいう「社会的生産手段としてのコミュニケーション手段」＝新しいメディアが、

近代諸科学の成果を背景にして次々と登場した（少なくとも登場を予感させた）という点である。

第二の共通点は、いずれの時代も世界史的に見て大きな転換期・変動期であったという点である。

このような危機的状況のもとで、すでに当該社会のうちに定着（普及）しつつあったメディア、あ

るいは近い将来における「離陸 (take-off)」とその際のインパクトの大きさが予感されるメディアを

歴史のダイナミズムのうちに位置づけつつ、ひるがえってそれらメディアが、所与の社会の存続

（統合）ないし変革（解体）のいずれの方向に「寄与」するのか（させるべきなのか）を問うという

姿勢がふたつの時代に共通に認められるのである。

ところで、筆者は、上で「（マス・メディアを中軸とする）20世紀的メディア編制」という表現を使

ったが、それは、いまだ全体構造を提示できるほどの成熟度には達していないものの、今日、「21世

紀的メディア編制」をかいま見ることが出来るようになっている、との認識に立ってのことであった。

時代を接して継起する二つの「編制」のうち、前者は1930年代に本格化するメディア固有の生産

力に由来するものであり、後者は1970年代に萌芽的に実現し始めた新たなポテンシャリティと形態

をおびたメディア生産力に由来するものだといえる。ラジオ、テレビの登場する前夜、映画の登場

に触発されて『複製技術時代における芸術作品』を著したW .ベンヤミンも、ウィリアムズの上記論

文とほぼ同時期に刊行されたH . M .エンツェンスベルガーの『メディア論の積み木箱』も、いずれ

も当時台頭してきたメディアの生産力、再生産（＝reproduction＝複製）力、また、生産手段とし

てのメディアの所有形態に注目するなかから構想されと言える。

では、1930年代を基点とし、マス・メディアを中核にして形成された「20世紀的メディア編制」

に対置される「21世紀的メディア編制」とはどのような特性を持ち、また、前者から後者への「編

制」シフトを促すダイナミズムはどのように描き出せるのだろうか。
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進行するメディア・シフトを捉える視点

図- 1は、メディア技術がほとんど介在することのなかった伝統的社会が解体し、マス・メディア

が近代化の道を歩む社会―それは資本主義、社会主義といった体制論的バリエーションを伴ったも

のであったが―を「構造化」し、逆に近代社会がマス・メディアを「構造化」するに至った時代と

しての20世紀におけるメディア編制を「四位一体」構造として示したものである。

この図にあるように、1930年代を基点とする「20世紀的メディア編制」のもとでは、ハード、コ

ンテンツ、キャリアのいずれの分野においても、生産手段は「メディア・ビジネス」の側にほぼ占

有され（もちろん、国有化を前提とする社会主義社会における「占有」の形態は資本主義社会とは

異なり、多くのメディアは「企業」であっても「ビジネス」の対象ではなかった）、基本的に言って、

私たちは、市場を構成する消費者として受容者的地位に甘んじることを余儀なくされていたといえ

る（この点についても社会主義社会においては事情が異なり、そこでメディア企業に対置されるも

のは「社会主義国家を形成する国民」であったといえよう）。

一方、この時期のメディア政策は、近代社会（国家）の統合と繁栄を促す方向で導入され、さら

に、メディア技術は、テレプレゼンテーションと高忠実度化 (2)を中核的な開発目標とした約半世紀

にわたる過程をたどりつつテレビへと「集大成」され、1970年代には一時的な安定期を迎えたとい

ってよい。

しかし、1970年代後半以降、「20世紀的メディア編制」を深い次元で変容させずにはおかないい

くつかの要因が、「制度・政策」および「メディア技術」の領域で有力となってくる。それらの要因

とは、以下の図- 2に見るように

1）1970年代末より台頭してくる、汎経済現象としての規制緩和の波が、メディア・ビジネスの

領域にも及んできたこと、

2）上記1とも深い関連をもちつつ、メディア政策領域において「コミュニケーション政策」から

「（情報化政策、IT政策といった言葉に象徴されるような）情報産業育成策」への重点移行が進

められたこと、そして

「20世紀的メディア編制」の変容をめぐって／小林宏一

図-1 メディアの20世紀的編制
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3）(時期的には上の二つの動向より遅れ1990年代に入って、ということになるが) ディジタル技

術のイノベーションにより、メディアの生産力・再生産力に飛躍的ないし質的な向上が達成さ

れるとともに、生産手段としてのメディアの所有形態にも大きな変化が生じるに至った、

という三要因である。

東洋大学社会学部紀要　第41-1号（2003年度）

図-2 20世紀後期におけるメディア・コミュニケーション編制の変容

「20世紀的メディア編制」から「21世紀的メディア編制」へ

以上のような視座からみた時、「20世紀的メディア編制」から「21世紀的メディア編制」へとい

う軌跡は、具体的にどのようなものとして描出されるのだろうか。

まず、1930年代以降の動向について手短に振り返ってみよう。15世紀以来の長い歴史を持つ印刷

メディアに加え、19世紀末から1930年代、40年代において、近代技術の諸成果を基盤にして次々と

生まれ、普及していった写真、映画、レコード、電話、ラジオ、テレビといった諸メディアは、パ

ーソナル・メディアとしての電話を別にして、相互の関連を深めながら上記の「20世紀的メディア

編制」とでもいえるメディア世界を形成していった。

それは、いいかえれば、「限界芸術」（鶴見俊輔）が有力で、文化の表出と享受が同一の主体によ

って担われることが多かった伝統的社会が解体するなか、企業ないし国家による情報の生産手段の

占有が進み、政治から娯楽まで、人間のあらゆる活動領域において「統合」のモメントを拡大・強

化するマス・メディア世界の成立であった。

そのようなものとしてのマス・メディアは、別名「危機の時代」といわれる30年代、40年代の時

代状況にふさわしいものでもあった。すなわち、それがファシズム下の全体主義国家であれ、共産

党一党独裁下の社会主義国家であれ、はたまた戦時動員体制をとる民主主義国家であれ、マス・メ

ディアは、諸社会の「統合」的編制に、いいかえれば（B .アンダーソンの定義より一段広い意味に

おける）「想像の共同体」形成にきわめて効果的に寄与するものとなったのである。こうした統合化

機能は、戦後世界においても健在であって、マス・メディアの根付く基盤が高度大衆消費社会、社

会主義国家、開発途上国家と異なっていても、それぞれの国家・社会の「統合」に寄与するマス・

メディアの役割は現在に至るまで継承されてきているのである。

しかし、上記のような趨勢が主流となり、そのまま固定化するかに見えた1960、70年代は、「オ
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ルタナティブ (alternative)」あるいは「対抗(counter)」という形容詞が冠せられる一連の文化運

動、社会運動が台頭した時代でもあった。ヒッピー・ムーブメント、（アメリカにおける）公民権運

動、ベトナム反戦運動、スチューデント・パワー、フランス5月革命、第三世界の台頭、文化大革命

といった60年代後半から70年代初頭に集中した諸運動ないし趨勢は、資本主義社会、社会主義社会

を問わず近代化を志向してきた既存の社会体制がもたらしたもの（官僚主義、形式合理性、管理主

義、メリトクラシー、排除の原理等々）への「対抗」運動であった点において、いいかえれば所与

の社会に「統合」してやまない諸力に対抗し、そこからの「分散」ないし「離脱」を指向した点に

その共通点を求めることが出来る。当時流行した言葉に「ドロップアウト(drop-out)」というものが

あるが、この言葉は、「統合」化社会から個人レベルで「離脱」し、「自律した(autonomous)」主

体として生きていくことを意味するものであった。

このような時代状況にあった1960, 70年代、同時代のメディア技術はどのようなイノベーション

過程のもとにあったのだろうか。上述した「分散」、「分離」、「対抗」、「自立」に指向する時代状況

にいわば寄り添うようなかたちで(3)、この時期、新たな「生産手段としてのコミュニケーション手

段」ないし―当時の流行語でいえば―ニューメディア、さらには、そうした個々のニューメディア

を支えるいくつかの基盤技術が、一部は現実のものとして、一部は近い将来に向け強い期待を抱か

せるものとして、次第にその相貌を明らかにし始めていたのである。

そうした当時の技術動向をまとめるなら以下の三点になる。

1） この時代は、i ) 日常生活者の駆使できる民生機器としてのテープレコーダー、VTRさらに

は利用可能性が高まりつつあった乾式複写機といった複製装置、ii ) ケーブルテレビ、iii ) 広域

の交信・同報機能の確保を一挙に可能とする通信・放送衛星、そして、iv ) コンピュータ・ネ

ットワーク、という四つの基盤メディアの輪郭がほぼ浮かび上がり、通信衛星とケーブルテレ

ビを結合した多チャンネル・テレビ・サービスが電波の希少性とは無縁の地平で開始され、コ

ンピュータとネットワークを結合した企業間データ通信サービスや、萌芽的ながら家庭市場を

ターゲットとしたビデオテックス（日本名：キャプテン・システム）やテレテキスト（日本

名：文字多重放送）といったメディアも構想されている。

1） また、コンピュータ単体の領域において、メインフレーム・コンピュータに対置されるパー

ソナル・コンピュータの開発が－"PC to the People"のスローガンのもとに－進められてい

たのもこの時代である。こうした諸動向を背景にして、後続する近い将来、より大きなインパ

クトを持つメディアが、これら基盤メディアの発展線上に、あるいはそれら相互の結合の結果

として生まれるとの期待ないし予感が高まっていた。

2） 第二に、第一の点と深く関連して、90年代に入り決定的な重要性を持つに至ったメディア技

術動向としての全般的ディジタル化動向が、この時代、様々な個別メディア領域において予感

されるに至ったが、ディジタル・メディアを構成する多種多様な要素技術は全般的に未成熟で

あり、その結果として、当時市場化されたメディアには様々な機能的限界が認められた。

「20世紀的メディア編制」の変容をめぐって／小林宏一
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3） さらに、第二の点とも関連する技術的問題点は、当時のディジタル機器に対する市場の需要が

限定的だったこともあって、安価な機器供給を可能にする低廉化技術が十分に定着しておらず、

テレビをはじめとする一部の民生機器を除く多くの電子機器、また、それに接続される通信サー

ビスのコストは、日常生活者の可処分所得のレベルからかけ離れたものであったことは否めない。

上記2）、3）で指摘した、ディジタル・メディアをめぐる諸限界が克服されるのは、すぐ以下でみ

るように、1990年代、とりわけここ5年間ほどの間に実現した一連の瞠目すべきイノベーションによ

ってであるといえよう。したがって、7, 80年代のメディア論者によって表明された新しいメディア

動向に対する期待は、あくまで「期待」として語られていた部分が多く、当時、現実に達成されて

いたことは、現在から見ればいまだ萌芽的、初期的なものであったにすぎないといえる。

では、その後、こうした「期待」は、どのようなかたちで結実し、今日のメディア状況へと具現

化してきたのだろうか。

まず、第一の動向として指摘した基盤メディアとしてのコンピュータとネットワークは、それぞれ

のイノベーションを背景にして一体化し、メディアの融合ないし収斂(conversion)を実現するツール

となっていった。こうした融合ないし収斂の結果として構想され、実現されたのが、電子 -新聞、電

子 -出版といったかたちで語られた既存マス・メディアの電子化であり、（必ずしもその定義が容易で

はない）マルチメディアであり、もっとも象徴的かつドミナントなものとしてのインターネットであ

った。

エンコーダーの民主化をめぐって

メディアの融合・収斂という上の動向と密接な関連をもちつつ、70年代に仄見え、その後加速度

的な展開を見せたメディア動向として重要なものに―主として上の第三の動向かわる―「エンコー

ダー(encoder) の民主化」とでもいえるものがある。いくつかの例外的事例はあるものの 、人々を

もっぱら受信機、受像器、再生機といったいわゆる「デコーダー (decoder)」の私有に押しとどめ

ていた「20世紀的メディア秩序」に後続するかたちで、ここ20年ほどの間に、様々なレベルのコピ

ー行為（それは加速度的な大容量化と低廉化とを同時に実現する―ハードディスク、DVD-R/RWと

いった―蓄積装置によってサポートされるのだが）、編集行為、表現・発信行為を可能にするエンコ

ーダー、さらには、エンコードされた情報を場合によっては世界的規模において送り出す装置＝ネ

ットワークが所有＝私有可能になったのである。

「エンコーダー(encoder) の民主化」を語るとき、忘れてはならないことは、いまや多くの場合、

エンコーダーと切り離せないものとなっている伝送路＝ネットワークの意義である。パソコン通信

を嚆矢とし、インターネットに至り高度な水準で実現された「送り出し」＝ネットワークの機能は、

次のような意味において重要な意義を持つものといえる。すなわち1970、80年代においても、私た

東洋大学社会学部紀要　第41-1号（2003年度）
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ちは、テープレコーダー、ワープロ、VTRといった装置により、限定的ながら情報の「生産」は可

能となったが、生み出された情報をどのような形で「流通」させるかという段になると、多くの場

合（郵送といった）物流手段に依存せざるを得ず、エンコードの試みはこの段階で行き場を失うこ

とが多かったといえるのである。こうした観点から見た時、インターネット、とりわけ最近利用可

能になったブロードバンド・インターネットが、私たち日常生活者に対して可能にしつつある伝

送・発信環境は画期的なものであることが容易に理解できよう。

ところで、これまでの記述からもうかがい得るように、ここでいうエンコーダーとは何ら特別の

装置をいうのではなく、私たちを日常的に取り囲む、複写機、テープレコーダー、ビデオカメラ、

ポケベル、携帯電話、ワープロ、パソコン、ゲーム・マシン、カラオケといったメディアがそれに

あたる。こうした諸メディア＝情報の生産手段の広範な所有が実現することにより、私たちは、な

にがしかのメディア・コントロール権を手中にし、コミュニケーション活動の客体ではなく主体と

して、「知の分散的産出」、「知の民主化」、「知の多元化」に一役買い、「20世紀的メディア編制」の

「再編 (reconfiguration) 」にコミットするする突破口が開かれつつある。

このような「エンコーダー (encoder) の民主化」、あるいは、様々な主体的コミュニケーション

行動をいざなうメディアが、私たちの周辺に充満しているという意味において「メディアの市井化」

とでもいえる現象が明らかにみてとれる今日、私たちは、そうしたメディアにどのように、また、

どのような深さでコミットできるのかが問われてくることにもなる。最近における、いわゆるメデ

ィア・リテラシーをめぐる論議の高まりは、こうした文脈のもとで捉えうる部分が多いといえる。

メディア変容にかかわる二つの世界史的動向

これまで、70年代に抱かれたメディア生産力に対する「期待」が、その後、どのような趨勢とし

て「現実」のものとなってきたかを概観してきた。以下においていくつかの典型的と思われるメデ

ィアないしメディア関連動向を個別に追っていくが、その前に、そうした趨勢に深い影を落したと

思われる、70年代以降における二つの世界史的動向、すなわち、

1）いわゆる規制緩和という具体的形態をとって進められた市場原理優先型経済の浸透、さらには、

それと密接な関係を持つ経済のグローバル化、および、2）社会主義圏の崩壊ないし変質に言及して

おかなければならない。

80年代に入り世界的趨勢となった規制緩和政策は、メディアの世界においても、まず、アメリカ

のケーブルテレビ事業や電気通信事業（1970年代後半～80年代前半）、ヨーロッパにおける放送事

業の分野等で先駆け的に導入された。その後、こうした政策動向を背景にして、多くの国が情報通

信産業を重視した産業構造政策を採用し、また、いわゆるITブームが異常なまでの高まりをみせる

なか、一国規模を越えたグローバル経済の枠組みのもとで、巨大メディア資本の一層の拡張が企て
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られてきた。しかも、ここで重要なことは、メディアの世界がこうした経済主義的風土の中に組み

込まれていくなかで、メディア企業、文化産業の担い手達が、他産業のそれと全く同じビジネス・

ゲームの手法を取り込み、文化の視点、公共性の視点ではなく、経営の視点、収益の視点を重視し

た経営へと傾斜していったことである。

しかも、規制緩和政策には二つのフェーズ、すなわち、競争市場創出のため企業の多元化が図ら

れるフェーズ（このフェーズでは不思議なことに往々にして規制緩和のためにという名目で企業分

割という「規制」が課せられる）と、競争市場での「生き残りのために」という名目で企業統合が

進められるフェーズとがあるが、現在、メディアの世界で世界的に進行しているのは後者のフェー

ズであり、後にも見るように、いわゆる「メディア・ムガール」と呼ばれるメディア資本家や大手

メディア企業がグローバルな規模で進めてきたのは、このような事業拡張路線だった。しかし、メ

ディア・ビジネス領域に広範に浸透しているこうした風土は、以下の事例にみるように、文化の視

点から見て大きな問題性をはらんでいる。

2003年1月、グローバル・メディア・コングロマリットのひとつである独Bertelsmannの傘下にある

世界有数の出版社Random Houseの一部門で、同社のなかでも文学性の高い書籍を刊行してきた

Random House Trade GroupのAnn Gordoff社長が突如解雇され、同部門は、同じRandom House

の傘下でスリラー、ロマンス、SFといった大衆性の強いペーパーバックの出版を担当している

Ballantine Booksに統合され、Random House Ballantine Publishing Groupと名乗ることになった。

この解雇について Random House全体を統括するペーター・オルソン社長は「Random House

Trade Groupは底堅い強みを持ち、多くのベストセラーも出してきたが、わが社の年間収益目標を持

続的に達成していない唯一の部門であった」との理由を挙げている。Bertelsmannでは、昨年、かつ

てNewhouse一族からのRandom House買収に手腕を発揮したThomas Middelhoff社長が失脚し、

Gunter T hielen新社長のもとで、傘下諸部門の自立性を重視しつつも、よりコスト・センシティブな

経営を推進するとの方針が打ち出されていたが、この解雇「事件」はその矢先のできごとであった。

アメリカ出版界でも著名な編集発行者の一人であり、自分の選択眼にかなった作者には執筆以前

に資金的な援助を行い、有能な作家グループを自らの周辺に囲い込むという伝統的なパトロン的手

法をとる編集者であったAnn Gordoff女史は、このような経営環境の下では評価されない存在にな

ったということなのである。彼女が統括してきたRandom House Trade Groupの業績は、9-11事件

以降における書籍売り上げの急激な落ち込みを受け、このところ低迷していたものの、長期的に見

れば「堅実な」いいかえれば「そこそこの」水準にあったといわれる。

それにもかかわらず彼女が解雇されたということは、次のような意味で、伝統的手法に則った一

出版人の活動が否定されたということにとどまらず、出版文化のある固有領域の意義そのものが否

定されたと言えるのではないだろうか。そもそも、出版ビジネスとは、利潤の最大化を追求するこ

とが第一義ではなく、出版社の設立理念や編集者の「趣味」と出版経営の視点との均衡の上に成り

立つものではなかっただろうか。そのような均衡の視点に立つ場合、出版経営の評価は「そこそこ」
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の利潤を確保する一方、出版文化ひいては文化そのものに対しどのような貢献が出来たかにかかっ

ていたはずである。しかし、上記解雇事件は、いわば「趣味と実益」を兼ねて遂行されるという出

版スタイルを否定し、そうした出版スタイルのうえに成立する出版文化（おそらくは採算性の低い

学術書や純文学書）にいわば冷水を浴びせる類の出来事だったのである。

ただ、ここで付言しておくべきことは、以上述べてきた欧米のメディア状況と、日本におけるそ

れとの間にある種の温度差が認められ、メディア資本の集中、外国資本の流入といったことがドミ

ナントな趨勢になっていないということである。欧米におけるメディア資本の集中によってもたら

されているネガティブな帰結をみるにつけても、日本のメディア界の現状には評価されるべきもの

があると筆者は考えているのだが、そうした日本固有のメディア状況は、I )日本のメディア市場が

成熟しているうえに、メディア業界における日本的諸慣行もあって新規参入が難しいこと、ii )いま

だ健在な規制原則としての「メディアの集中排除原則」の精神がいきわたっていること、iii )アグレ

ッシブな企業の合併・買収によって事業を拡張するという風土がとりわけメディア界で希薄なこと、

iv )日本文化に根ざした情報コンテンツに対抗して日本に売り込めるコンテンツに限界があること、

といった諸要因に由来するものである。

いまひとつの世界史的出来事としての社会主義圏の崩壊は、それまで二つの異なるアプローチの

もとで進められてきた近代化の試みが、資本主義型のそれに一本化されたこと、それをメディアの

世界に投影すれば、かつて社会主義圏において優勢であった統制型メディア・モデルが消滅ないし

大きく後退したということを意味する。その結果―いささか唐突な表現だが―ポーランドにケーブ

ルテレビが浸透し、中国の国
・
営
・
放送がその財源のほとんどを広告収入に依存しているといった事態

が現出し、市場主義経済原則に依拠しつつ、経済メカニズムのうちにマス・メディアのみならず

「ニューメディア」をも組み込んでいくという政策手法、ビジネス風土が旧社会主義圏にも広まりつ

つある。

インターネット・メディアの画期性

新しい「コミュニケーション手段」に対し70年代に抱かれた「期待」と「予感」に関連する諸々

の具体的事象が、上記のような諸動向を背景にもちつつ、私たちの眼前にあるなかで、本稿のライ

トモチーフである統合と分散の相から見た現代メディアの現状は、どのように描き出せるのだろう

か。このような視点に立った時、まず、論じなければならないのは、やはりインターネットであろ

う。なぜならば、インターネットは、諸メディアの融合を可能にするプラットフォームとして、

1970年代前後に台頭してきた新たなコミュニケーションの可能性を実現しただけでなく、それに対

置される「20世紀的メディア編制」をも内に取り込むことにより、現代メディアの可能性と問題性

を象徴的に体現しているメディアだからである。
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周知のとおり、当初、インターネットの開発は、アメリカ本土が他国の核攻撃にさらされても生き

残りうる通信ネットワークの開発という軍事目的によって開始されたが、そのようなものとしての

ネットワークが稼動し始めると間もなく、その開発、運用そして利用のいずれの分野においても、そ

の主役は大学の―最初は理工系の、続いて人文社会系の―教師、学生や研究者となった。しかも、こ

こで注目すべきことは、インターネットに接続される―エンコーダー／デコーダーとしての―パソ

コンの開発、さらには、インターネットそのものの開発・成長期を担った人々の多くが、あの60年

代、70年代文化のただなかで青年期を送っていたということである。事実、こうしたパソコンやイ

ンターネットの開発史を紐解くと、関係者のなかに、60年代、70年代の、オルタナティブ(対抗)文

化に直接コミットしていた人々の多いことに気付かされる。

早い時期から「商用化」の文脈のなかで、その普及が追求される他のほとんどのメディアとは違

い、例外的に上記のような人的環境のもとで成長を遂げてきたインターネットは、おおよそ以下の

ような特質を持つに至る。

1） それ自体分散処理ネットワークとしての特性を持つインターネット上では、さらにその上位

層（レイヤ）においても、知識・情報は、アカデミック・コミュニティにおける知の在り方を

反映するかたちで、原則的に分散的共有のもとにおかれるともに、経済原則等に由来する排他

性は最大限排除された。また、インターネット上で増殖していく知識・情報を様々な次元でコ

ントロールする役割の担い手も―いわゆるネットワーク管理は別として―近年に至るまでは存

在しなかった。

2） さらに上位の次元（レイヤ）に形成される情報は、いうところのハイパーテキスト的構造の

もとで生成・蓄積されていった。ハイパーテキストとは「知識・情報をあらかじめ、ある一定

の観点からまとめておく（いく）＝統合するのではなく 、何時どのようにでも使いうること

を担保しつつ、可能な限り分散化したユニットとして蓄積しておく（いく）情報整序の様式」

とでもいえるものなのだが、「何時どのようにでも使えることの担保」は、まず、グローバル

にリンクされているインターネットそのものが保証し、また、HTMLをベースにしたWebブ

ラウザ、打ち込まれたキーワードを手がかりにして「知のリンク化」を実現してくれる検索エ

ンジン等によって実現されるものである。

3） 第三に、インターネット上で成立するいまひとつの知の共有化形態として、1979年に開始

されたニュース・グループ、USENETに象徴されるように、分散した個人が知識・情報を持

ち寄り、知の集積・共有を図っていくというものもあった。近年、Windows OSを擁するマイ

クロソフトを警戒させている―Linux OSに象徴される―オープンソース運動も、公開された

ソース・コードをベースにしつつ、世界中のプログラマーが無償で提供するアイデア（＝労働）

によってＯＳを「鍛え」、その成果を無償で再配布しているという点において、ここでの文脈

で取り上げる得る事例といえる。
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4） 第四に、しかし、インターネットがアカデミック・コミュニティ内メディアにとどまる限り

において、たとえ、それがグローバルな拡大を示したといっても、そこに形成されていった知

識・情報の集積体は、おのずと限定的・閉鎖的なものにとどまらざるを得なかったことも事実

である。

インターネットの民間開放のもたらしたもの

以上述べたようなものとして発展してきたインターネットにとって、1987年のパブリック・アク

セス・サービス網との相互接続開始（Case Western Reserve University）、さらには、1988年に

おける商用 I S P（UUNET）サービスの開始に象徴される、インターネットの民間開放は大きな転

換点となった。

そうしたインターネットの民間開放にかけられたもっとも大きな期待は、インターネットの開発

過程のもとで育まれ、その内にいわば埋め込まれていった「知識・情報の分散的創出とその共有」、

あるいは「開放・共有環境のもとでの知のコラボレーション」とでもいえる理念の、全体社会的規

模さらにいえば世界的規模での実現ということであったといえよう。すなわち、アカデミック・コ

ミュニティを越え出たあらゆる層の集団、個人がインターネットに参加することによって、インタ

ーネットの豊饒性がさらに一段と増すだろうという期待である。このような期待は、今日、かなり

の程度において実現されており、世紀前に試みられ未完に終わったアレキサンドリアのムセイオン

以来、繰り返し提唱されてきた世界図書館の試みが、分散した知の結集を可能とするインターネッ

トにより新たな現実味を帯び始めている。

インターネットの民間開放をめぐっては、さらに第二に、インターネットが、「20世紀的メディア

編制」に「対抗する(counter)」、あるいは、それとは「別の (alternative)」知の世界の拡張に貢献

してくれるだろうという期待もあったはずである。この点についても、たとえば、いままで自らの

発言・表現の手だてを持たなかった様々な市民運動体、政治団体、マイノリティ・グループ、マー

ジナル・グループ、さらには個人さえもが、インターネット上で発言し、相互連繋のきっかけを掴

み、自らのアイデンティティを確認し、さらにはインターネット公共圏とでもいえるバーチャル空

間を形成しているケースも数多く認められる。

たとえば韓国では、「市民、皆、新聞記者」をモットーにして登録に応じた数万人の市民記者に支

えられるインターネット新聞 "OhmyNews" が、韓国メディア界において確固とした地歩を築き、

直近の大統領選挙の際に選挙結果を左右するほどの言論形成機能を果たしたといった事例はここで

の文脈で論じられるべきものであろう。また、世界各国で起きている―言論の自由にかかわる―イ

ンターネットの取り締まり、あるいは法規制の高まりは、公共圏形成に関わるインターネットの有

効性を逆説的に証明するものだといえる。

「20世紀的メディア編制」の変容をめぐって／小林宏一

6)p113-p130  03.11.27 5:43 PM  ページ 123



124

上記諸動向とは対照的に、インターネットの民間開放がもたらしたいまひとつの重要な帰結は、

インターネットが―「20世紀的メディア編制」をも含む―既存の社会的「勢力」の伸張の場になっ

たということがある。たとえば、電子新聞、電子出版、e-business、e-governmentといったかた

ちで、「電子」や "e - " という連字符が冠せられるインターネット上での多くの活動は、そうした既

成勢力によるものであるといえよう。このような動向は、インターネットのプラットフォームとし

ての可能性を拡大したといえる反面、既成勢力がみずからの活動の前提にしていた従来型原理・制

度をインターネットに持ち込むことを意味し、結果的としてインターネット本来の原理・制度を変

質させ、また、それと拮抗する事態を顕在化させている。

また、既存マス・メディアのインターネット参入は、ハイパーテキスト的構造を成す「開かれた」

知識・情報というよりは、従来型のタイトな編集・編制作業を経て作成された情報をインターネッ

ト上での拡散する結果を生みだし、さらに、ブロードバンド化により加速化されるかにみえるイン

ターネット・ラジオ、ウェブＴＶ、有料の音楽・映画配信サービスは、インターネットを「20世紀

的メディア編制」時代とまったく同質の情報を提供する「いまひとつの伝送・流通系」へと矮小化

させるものでもある。

ここで考えてみなければならないことは、インターネットが広範な普及を遂げるなかで、それが、

実際上、どのように使われているかということである。インターネットに限ったことではないが、

メディアの可能性を考えるばあいには、「可能態」としてのそれと、「現実（利用）態」のそれとを

分けて考える必要がある。インターネットを「誰もが、いつでも、どこでも、グローバルに拡散す

る無限ともいえる情報を入手できるメディア」であると語るとき、私たちは「可能態」としてのイ

ンターネットを念頭においているのであって、インターネットが現実にそのようなものとして使わ

れていることを必ずしも意味しない。上でも指摘したようにインターネット・ユーザーのすそ野が

急速に拡張しているなかで、これらの人々が、「可能態」としてのインターネットと「現実（利用）

態」としてのそれとの間の落差をどの程度持って使っているのかが、いわゆるディジタル・デバイ

ドにかかわる問題として明らかにされねばならないが、その落差はおおきいのではないかというの

が筆者の感触である。

大手メディア資本のマルチメディア・ビジネス戦略の挫折

上記のようにインターネットの初心にそったかたちでの利用が十分になされていない（と判断さ

れるなかで）、では、インターネットの民間開放を契機として積極的に進められた、「20世紀的メデ

ィア編制」の担い手達によるインターネットひいてはマルチメディア参入の試みは成功しているの

だろうか。この点についても、以下のような現実の事態に目を向けるとき、その先き行きはかなり

不透明であるといわざるを得ない。
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わずか、ここ半年くらいの間に、既存マス・メディアを基盤とした事業拡大というよりは、むし

ろ新しいインターネット、マルチメディア・ビジネスに力点をおいてアグレッシブな企業戦略を推

し進めてきたAOL Time Warner、Bertelsmann、Vivendiといったメディア・コングロマリットの

業績が急速に悪化し、さらには経営難にさえ陥り、大幅な企業規模縮小や再編を迫られる、あるい

は、こうした戦略を推進してきたトップが責任をとって退陣するといった動きが目立っている。

このような深刻な事態は、経営者の手腕の無さといった個別理由に帰されるべきものではなく、

各社に共通するメディア戦略上の問題に由来するものといえる。すなわち、上記三社がとった共通

の戦略とは、来るべきマルチメディア・ブロードバンド時代の到来を念頭に置きつつ、まず、「20世

紀的メディア秩序」の枠組みのなかで成長し、実績を積んできた多様なコンテンツ部門を可能な限

り傘下におさめ、そのコンテンツを、別途傘下におさめた―従来からの伝送・流通系、衛星、ケー

ブルテレビ、さらにはインターネットといった―多様な「ウィンドウ」を介して提供し、利潤の最

大化を図るといういわゆる「ワンソース・マルチアウトレット」戦略であった。

こうした戦略を採用したメディア・コングロマリットが挫折した要因としては、たとえば低調な

業績にとどまっている音楽のネット配信事業については、いまだマルチメディア・サービスのビジ

ネス・モデルが確立されていないからだとされ、ネット広告収入の不振については、全般的経済不

況とともに、ここでもまた、インターネットをはじめとする「ニューメディア」における広告手法

の未成熟が上げられている。しかし、いずれにしても、メディア企業の側からの「ニューメディア」

の動員戦略が一頓挫をきたしている、すなわち反応の鈍い「市場」によって裏切られていることは

明白である。

こうした「市場」の裏切りは、「ニューメディア」の世界に限らず、「20世紀的メディア秩序」の

ただ中でも、2002年および2006年のワールドカップ・サッカーの独占放映権を獲得しアグレッシブ

な事業拡大を図った独キルヒ・メディアの経営破綻、同じく、イギリスのディジタル放送サービス

OnDigitalの経営破綻やアメリカにおける地上波ディジタル・テレビの低迷、さらには、欧州全土

にわたって急速な拡大が図られたケーブルテレビの事業環境が一転して悪化したことなどのうちに

も見て取れる。

この事例は、「20世紀的メディア編制」の担い手が供給するコンテンツは、その「流通」プラット

フォームが拡大するのに比例して増えるものではないこと、また、供給量に応じて市場が拡張する

ものでもないこと、いいかえれば、「20世紀的メディア編制」が飽和状態に達したことをうかがわせ

るものであるというよう。
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問われる20世紀的著作権秩序

さらに、上で見た「エンコーダーの民主化」がらみで、インターネット上では、開放された情報

を共有するというインターネット本来の指向性と、既存メディアが依拠する知的財産権の保持と拡

張を追求する指向性との拮抗関係があらわとなり、その深刻度が日々高まっている。

ところで、20世紀後半、私たちのコピー能力（より正確に言えばデコード／エンコード能力）を

大幅に向上させた―テープレコーダー、ビデオレコーダーといった―電子機器の普及により、知の

所有構造は、たとえば一時期深刻化したレンタル・ショップ問題に象徴されるように、かなりの

「揺らぎ」をみせたものの、以下のような諸事情もあって、とりあえずの均衡状態に復帰することが

できた。そうした事情とは、

1）知的財産権の侵害者とされた―流通系としての―レンタル・ショップは非匿名的な企業体であ

り、侵害者として名指し、法的手段に訴えることが可能であったし、そのかぎりにおいて利害

調整も可能であった、

2）借り出された著作物が仮に個人によってコピーされても、コピーの配布先は通常限定されてい

ること（通常、コピー配布先の友人は100人もいない !）、コピーに要する時間も、特別の装置

を持たない限り再生時間と同量の時間を要すること、

3）アナログ・ベースのコピーは、コピーする毎に品質が劣化する、

というものであった。こうした緩衝材的要因もあって、いわゆる " fair use "原則のもとで権利者

が消費者側における日常的なコピー行動をいわば「大目に見る」構造が一時的に成立していたとい

えよう。

しかし、こうした「20世紀的構造」は、コピー能力（＝再生産力）の拡大をもたらす―第二の画

期としての―インターネットや、高性能化、低廉化の歩みを加速化する蓄積装置の普及により、大

きく揺るがされることになった。すなわち、

1）インターネット上での―現行の―ファイル交換は匿名の者相互間で行われるため、法的手段に

訴えることが困難になった（もっとも今年に入り、レコード業界側による「不正コピー常習者」

の探知は電子的手段を介して広範かつ周到に行われ、大がかりな訴訟提起が開始されるに至っ

たことは、すぐ以下で見る通りである）。

2）コピーの潜在的配布範囲は、インターネットの特性ゆえに、グローバルなものとなり、コピー

の規模が数万、数十万規模にもなりえた。また、ブロードバンド環境のもとさらに圧縮技術が

駆使できることも加わって「効率的な」コピーが可能となった。

3）ディジタル環境のもとではコピーによる質の劣化は生じなくなった、

という新たな状況のもとで、音楽著作物のコピー問題は新たな段階を迎えることになったのである。

こうしたなかで、Napstarを嚆矢として、WinMX、KaZaAと次々と登場してくるP2Pファイル
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交換のソフトを使い、世界中のコンピュータに分散蓄積されている音楽ソフトをインターネット上で

コピーし合う行為が浸透し、事態が深刻化するなか、アメリカではレコード業界、映画業界が1998年

に成立したMillennium Copyright Actを楯にとって、こうした違法コピー行為、およびそれをサポー

トするソフト会社の「根絶」をめざす活動を、飽くなき訴訟活動の強化というかたちで強めている。

この問題をめぐるレコード業界の最近の戦略は、今春出た二つの裁判所判決を受け、ファイル交

換ソフトを配布する企業を対象とするというよりは、むしろ、違法コピー行為の当事者に向けられ、

1） それらソフトを利用して「違法」な音楽ファイル交換を行う個人をネット上で探知する、

2） その種人物の身元割り出しに関係者が協力することを認めた判決に基づき、インターネッ

ト・プロバイダーから「違法コピー」実行者の身元情報を入手する、

3） これに基づき実行者を特定し、彼らを相手取った訴訟を起こす、

とういうものとなっており、2003年9月にも、12才の未成年者を含む126人が著作権侵害の廉で訴

えられている。

一方、レコード業界の要請を受けた議会では、権利者が著作権侵害の事実を突き止めるため、フ

ァイル交換の実行者のコンピュータに侵入することを合法化する（言い換えれば私企業によるハッ

キングを公認する）"Peer to Peer Piracy Prevention Act" の起草が検討されているが、このよう

な法律の成立を待たずに、個人にターゲットを絞った取締りがすでに現実のものとなっている。

こうした権利者側からの攻勢を前にして、ファイル交換を行う側は、多額の損害賠償を要求され

る被告となるという現実に直面して戸惑う者が増えている一方で、それに対抗し、取締りの裏をか

く姿勢を強めている者もいるかに見える。このように高度な複製技術の「民主化」＝「市井化」を

背景にして、ファイル交換をめぐる両者間の拮抗は、さらにエスカレートする気配をみせており、

両者の関係を緩和する解法はいまのところ見いだされてはいない。

「20世紀的メディア編制」再論

以上のように、インターネットが、統合化機能と分散化機能のはざまで揺れ動いているとすれば、

他ならぬ「20世紀的メディア編制」の本体側、いいかえれば既存マス・メディアはどのような状況

にあるといえるのだろうか。筆者の現状認識を手短に記せば以下のようになる。

友宗、原は、テレビの今日的役割は「特に見たい番組がなくとも、その時間を快適に過ごすため

にテレビを見る」ことにあるとして、テレビを「時間快適化装置」 と規定している(4)。平常時のテ

レビは、まさにそのような「装置」として機能し、結果として社会の統合をもたらす役割を果たす

と同時に、昨年の9 -11同時多発テロ事件以降におけるアメリカの異常ともいえる愛国心の高まりに

見られるように、マス・メディアとりわけテレビの役割、すなわち「20世紀的メディア編制」の作

用力は依然健在であるといわざるを得ない。
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【注】

(1) Raymond Williams: Means of Communication as Means of Production, in Problems in
Materialism and Couture, Verso, 1980. 小野俊彦訳「生産手段としてのコミュニケーション手段」（吉見
俊哉編『メディア・スタディーズ』）せりか書房　2000年刊　所収）原書p.53, 邦訳書p.44. なお訳文の一
部は筆者による。

(2) テレプレゼンスとは、「今・ここ」とは異なる時間・空間において営まれている（営まれていた）行動や生
起している現象を「今・ここ」に再現する活動をいい、高忠実度とは、上記意味での「再現」を、「今・こ
こ」においてすべての感覚を動員して行っている「生」の水準に近づけること（ラジオからテレビへ、無声
映画からトーキーへ、白黒からカラーへ）をいう。

(3) ここで「寄り添う」という言葉を使ったのは、たとえば、以下のような現象を想起しながらのことである。
1970年代、日本で「ミニコミ運動」と呼ばれるメディア表現活動が盛んになったことがある。この運動は、
6, 70年代の「政治の季節」を体験し、その後日常生活に回帰した人々が、いわば初心をわすれないかたちで、
またマス・メディアの報道に対抗しつつ、公害、差別等の様々な社会問題に関し批判的発言を行おうとした
運動を言う。この運動は、当時の日本の時代状況の内から醸成されたポテンシャリティを秘めたコミュニケ
ーション活動であったといえる。ところが、当時、そうした－変な表現だが－公共圏ポテンシャリティを吸
い上げ、実体化させるメディアといえば－ガリ版に象徴される－印刷媒体しかなかった。それに対し、軍政
の時代、政治の時代を体験した現代韓国社会はある意味で日本の70年代と類似した時代状況下にあり、様々
な公共圏ポテンシャリティが醸成されつつあるかに見える。ただ70年代日本と明確に違うのは、現代韓国に
おける公共圏ポテンシャリティには、インターネットというメディアが「寄り添って」いるということである。

(4) 友宗由美子・原由美子「「時間快適化装置」としてのテレビ＿視聴態度と番組総バラエティ化との関係＿」
（放送研究と調査、2001年11月号、NHK放送文化研究所）
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こうしたなかで、新聞・出版といったプリント・メディアの停滞ないし退潮が認められるとすれ

ば、それは、電子新聞や電子出版のせいなどではまったくなく、この種メディアが「時間快適化装

置」としてひとびとに認知されていないからに他ならない。ここ数年、「教養」ということばが、危

機意識をもって時代を語る人たちによってしばしば用いられているが、それは、現代が、「教養」を

拒否する、というよりもより正確には「教養の不在」を気付かせない時代、さらに言い換えれば反

知性主義ではなく、脱知性主義の時代であることの反映であるといえよう。こうした知的状況の中

で、もっともダメージを受けるのが、安易を許さず、教養へのコミットを求めてやまない、一部

（全部ではない）プリント・メディアであることは容易に想像がつくであろう。

今日、メディアの世界、情報化の領域の外側では、深刻な環境問題や、枯渇する食資源の将来等

を背景にして、様々な「右肩上がり」の曲線を生み出したもの（者）への反省や見直しが開始され

つつある。それに対し、メディアの世界、情報化の領域では、いまだそのような動きはほとんど認

められない。しかし、わたしたちのコミュニケーション活動が、常に社会と深い関連をもっている

という自明の事実に立ち返るなら、他の領域での反省、見直しの動きは、早晩、メディアの世界、

情報化の領域にも及んでくるはずである。この領域においても、そろそろ「右肩上がり」の曲線を

生み出したもの（者）への問いかけをはじめるべき時を迎えているのではないだろうか。
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【Abstract】

On the Millennium Reconfiguration of Media World

Koichi KOBAYASHI

The mass communication-based media structure, established throughout the 20th century, is

still dominant under the longstanding market-oriented global economy. But, on the other

hand, the outstanding innovation of communication technology is making it possible for us to

own various communication tools as ‘the means of production’. Those who use these tools, as

typically exemplified by PCs and the internet, are organizing alternative media movements,

such as open-source movements or independent journalism activities. They are allso raising

questions about the established 20th century media order, for example, by being involved in

‘illegal’ activities of P2P file exchange. Though these trends are still in the incipient stage,

they should be noteworthy as the factors which bring about 'the millennium reconfiguration

of media world'.
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