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寄  稿 偶感　令和最初の夏　そして秋へ

長崎文化放送株式会社

代表取締役社長　　壹　岐　　　正

精霊流し

　長崎の夏は８月９日に悲しみを噛み締め、

被爆者を追悼し永遠の平和を誓い願います。

そして15日昼、非戦を約束・・・「静」の時

です。しかし、夕方からはいきなり爆竹が鳴

り響き様相が一変し、『精霊流し』が始まり

ます・・・「動」の時です。県内ほぼ全域で

行われる初盆供養で江戸時代（約300年前）

からの仏教行事です。精霊船に盆提灯や造花

等で飾り付けをし、故人の好きだったものを

供え弔います。爆竹は中国からの影響でしょ

うか？魔除けや悪霊払いの意味が込められて

いるように思われます。とにかく派手、一日

の爆竹消費量は日本一である事間違いありま

せん。長崎市内では精霊船は大波止（流し場）

まで引いて行きそこで解体されます。明治４

年までは実際に海に流していたようですが禁

止となりました。精霊船には西方浄土と書か

れており、極楽浄土の思想が垣間見れます。

死者を極楽に送る、西方には極楽があるとい

う『補陀落渡海』との関係性もあるのでしょ

うか？

精霊流し
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　県外から来た大方の人誰もが思うのがさだ

まさしさんの歌とのギャップでしょう。さだ

さんの歌は若くして亡くなった大切な人を偲

ぶ哀悼の静かな曲です。あの喧噪からは考え

られないメロディーと詩です。

　余所者は長崎と云うと世界遺産の影響もあ

るでしょうがキリスト教、教会、キリシタン

＝西洋との窓口＝のイメージだと思いがちで

す。しかし、実際に住んでみると圧倒的に仏

教色が強く人々は信心深く、食事をする時も

老若男女殆どの方が合掌します。彼岸には一

族で墓参りに行き精進落しを共にします。告

別式に参列しても開式よりも早く行きまず焼

香をします。遺族も当たり前のように立礼で

対応しています。そして開式となればそれは

それで通常通りまた線香を上げます。初盆供

養（参り）も自宅に線香を上げに行きます・・・

礼節の街、長崎。

　市内中心部では体験はないですが少し外れ

た地区に行くと老若男女、見知らぬ人にも挨

拶をされます。深堀町に行った時がそうでし

た。以前諫早で開催された中文祭（中学校総

合文化祭）や高総体（高等学校総合体育大会）

に行った時も中高生の殆どが「こんにち

は！」と元気に声を掛けてくれました。私が

世間知らずで全国的にも当たり前の事なので

しょうか・・・。このような若い人に会うと

清々しい気分になり、自分も普段しっかり挨

拶ができているのかと恥ずかしくなります。

そうやって思い返してみると東京は挨拶に元

気のない街だなと気付かされます。そもそも

行きかう人の顔が強張り引きつっており、歩

き方も速足、人にぶつかっても詫びもしな

い・・・ゆとり教育はあったが心のゆとり、

余裕はないのでしょう。私自身も東京に出張

に行くと自然と速足になり、遅い人を見ると

イライラしてしまう自分がそこにいます。エ

スカレーターも長崎以外の土地は片側を空け

て歩けるようにしていますが、長崎は横並び

が当然です。そこに余計な焦りはありませ

ん・・・公徳の街、長崎。

　日曜祭日に浜町アーケードを歩くと中心部

で少年少女がよく募金活動を行っています。

東京などで見かける赤い羽根や緑の羽根では

なく、野球チームやサッカーチームが全国大

会に出場するのでその遠征費用を賄うための

募金活動なのです。長崎に来た当初は「なん

で自分たちが自主的に参加しているものに対

して寄付を求めるのか？」と違和感を覚えた

ものですが、今ではよくある風景として日常

の景色となりました。周囲の歩行者もさも当

然とばかり「がんばらんバ！」と声を掛けて

募金箱にお金を入れています。それが当たり

前です・・・互助の街、長崎。

　長崎は江戸時代天領として栄え、武士は主

に奉行所にしかいなかったと思われます。他

には諸藩が幕府から命じられた湾岸警備の出

張所と近隣藩の飛び地（深堀など）に駐在し

ていたくらいでしょう。正確に調べていない

ですが圧倒的に商人の街であった事は容易に
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想像できます。平坦な土地もないから農業に

は適しません。造船、石炭などの鉱工業が隆

盛を誇るのは明治になってからです。基本的

に士農工商の区別は少なかったのではないで

しょうか ― そして幕末に活躍する大浦慶に

みられるように、才覚があれば女性も活躍で

きる風土が醸成されていきました。

　長崎は日本の他の地域と違い身分差別や男

尊女卑が比較的少ない、緩やかで平等な地域

だったのではないかと推測します。故に庶民

同士はコミュニティーとしてお互いに助け合

い寄付をする。そんな長崎の風土と歴史が自

然と『相互扶助の精神』を生んだのではない

でしょうか？
　※但し、キリシタン弾圧と被差別部落があった厳然
たる史実を忘れてはなりませんが・・・

　『精霊流し』が終わり１ヶ月半もすれば長

崎最大最高の祭り『くんち』が始まります。

この祭りこそが長崎の集大成です。

もったいない街、長崎

　そんな事を思いつつ長崎４回目の夏は過ぎ

て行き、台風一過、街は朝夕に秋の気配を感

じるようになりました。改めてこの街を表す

とすればどう表現できるのだろうかと愚考し

ました。「礼節」「公徳」「互助」と記してき

ましたが、私が長崎の３年間で最も多く使っ

た言葉は・・・と反芻してみました。それは

「もったいない」でした。余所者は長崎の魅

力、良さを知らず、街の人もその素晴らしさ

をあえて外に知らしめようとしませんでした。

『精霊流し』と爆竹の硝煙は全く結びつかず、

『くんち』と云えば唐津の赤い鯛の巨大オブ

ジェ（曳山）をイメージするのは私だけでしょ

うか？　江戸時代以来、長崎は周知の通り国

内唯一の外国との窓口とされてきました（最

近では松前、対馬、薩摩などはかなりの貿易

をしていたとの学説もありますが）。何れに

してもオランダや中国から“初めて”が多数

入って来て、その物品や情報を求めて人は長

崎に自然と集まって来ました。

　『長崎初めて物語』を作れば日本一の数に

なると思います。故に沢山いいものがあって

も何もしなかった、否必要がなかった ― 何

もしなくても人・モノ・カネ・情報が集まる

街が長崎だったのです。しかし、それは遠い

過去の話。2018年春、日本銀行長崎支店、平

家前支店長が赴任されてすぐにだされたレ

ポートのサブタイトルは「魅力の宝庫を魅力

もったいない街、長崎
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の倉庫にしないために」でした。蓋し名言・・・

今の長崎の全てを表していると感じました。

最早、県外海外に積極的にPRしなくては人

は集まって来ません。そしていざ観光客が増

えてきた時の課題問題点は予め想定でき、今

その対応策を早急にやっておかなくてはなり

ません。その辺りは散々専門家が発言し指摘

していますので素人の言を俟ちませんが、ス

ピード感が最も大切です。

メディアとして今、何を為すべきか

　以上、令和最初の夏の『長崎偶感』を記し

てきました。

　では、翻って私たちメディアはこの「もっ

たいない街、長崎」においてどのような位置

付けにあるのでしょうか？　そして何を為す

べきか・・・

　令和最初の秋にメディアの立場として管見

を記してみます。

民間放送とは。その今日まで

　まず大前提として、私たちは総務省（旧郵

政省）から放送免許（正式には無線局免許状）

が認可されて初めて放送ができる県域限定の

民間企業（商業放送）だという事です。国家

からの許可があっての企業ですから“公共性”

が高く問われ、常に公共の電波としての自覚

＝ガバナンス、倫理、コンプライアンスが求

められます。

　民間テレビ放送の歴史で云いますと、1953

年の日本テレビ放送網開局を嚆矢とし、巨人

戦ナイター中継、力道山のプロレス街頭中継

などで（受像機は高嶺の花ではありましたが）

その楽しさ面白さは瞬く間に庶民に浸透して

いきました。1959年皇太子ご成婚、1964年東

京オリンピックにより普及は更に加速し、カ

ラーテレビ世帯普及率は1975年に90％、2002

年にはほぼ100％となりました。その後、衛

星放送、ハイビジョン、地上デジタル放送な

どの技術革新や新サービスが続々と登場し今

日に至っています。当初から放送ネットワー

クは新聞系列をベースとしており、現在東京

をキー局とし５系列（日本テレビ系＝読売新

聞、テレビ朝日系＝朝日新聞、東京放送系＝

毎日新聞、テレビ東京系＝日本経済新聞、フ

ジテレビ系＝産経新聞）で114局＋独立Ｕ局

13局の総計127局が地上波を構成しています。

衛星放送は12局（内５局は地上波系列と同じ）

です。

長崎のテレビ局の歩み

　長崎文化放送株式会社（以下、NCC）は

1990年４月１日放送開始の民間放送局です。

長崎の地で３番目、漸く来年（2020年）で30

年になるまだ若い？会社です。

　長崎では長崎放送（NBC：東京放送系）

が1952年ラジオ局として開局、1959年にテレ

ビ放送を開始しており1969年テレビ長崎

（KTN：フジテレビ系）が開局するまでの10

年間は１局でした。NBCは大洋漁業（現マ

ルハニチロ）を筆頭株主に長崎県、十八銀行、

メディアとして今、何を為すべきか

民間放送とは。その今日まで
長崎のテレビ局の歩み
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親和銀行、長崎市が上位を占める当に「私た

ちの町のテレビ局」です。そして1990年長崎

文化放送（NCC：テレビ朝日系）、1991年長

崎国際テレビ（NIB：日本テレビ系）が当時

の郵政省の１県４波構想に乗って開局して４

局体制となりました。

　以上が長崎県における民間放送局の歩みの

概要です。現在の最大の課題は人口減による

マーケットの縮小です。この人口減は私たち

の業界に限らず日本の産業界全体の問題であ

りますが歯止めを掛ける即効薬は見当たりま

せん。

テレビ業界の現状

　次にテレビ業界の現状を考察してみます。

前記したように私たちは商業放送なので、そ

の生業の大半を広告収入で得ています。以下、

商業放送的観点からテレビ業界を概観してみ

ます。まず従来媒体（メディア）はマスコミ

４媒体と云われ、新聞・雑誌・ラジオ・テレ

ビが主流でした。テレビが普及するまでは３

媒体が圧倒的な強さを持っており、広告費で

は1975年に新聞がテレビに抜かれるまでトッ

プでした。報道・情報・娯楽などをどの媒体

から得るか、有料の紙媒体からか無料の電波

媒体からかが分岐した瞬間でした。2009年に

はその新聞をインターネットが抜き、そして

テレビ広告費がトップになってから40年後の

今日、主役はインターネットとなりました。

まだ正式ではありませんがテレビ広告費がイ

ンターネット広告費に抜かれる日が来たので

す。テレビ広告に対する価値観が変化した証

左です。何故でしょうか・・・

　やはりパソコン・携帯電話⇒スマートフォ

ンの普及が第一に挙げられます。共にパーソ

ナルなデジタル機器として、誰がどう見てい

るかを推定できるからです。広告費において

新聞がテレビに抜かれた大きな理由は、その

娯楽性もありますが広告媒体としての観点で

はデータの強みにありました。新聞の購読者

を計る尺度は購買部数しかなく、それも自己

評価（自社発表）しかありませんでした。方

やテレビは視聴率という指標を用い、然も外

部機関を使っての調査でした。当該地域で何

世帯が観ているかが特定できるようになった

のです。基本的に広告は如何に広く多くの人

に見て貰えるかで価値を計ります。故にテレ

ビは新聞を超えたのです。そして今日その

データの分析力においてインターネットはテ

レビを超えました。先に記したようにイン

ターネットやスマートフォンはパーソナルな

テレビ業界の現状
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機器です。データとして個人の視聴態度や動

向が抽出できます（と思われています）。広

告を出稿する企業はいつどこで誰がどういう

態度で端末を見ているか、そしてそれがどう

購買に結びついているかを最も知りたがりま

す。企業の宣伝現場にとってはそのような

データを用いる事で社内を説得しやすくなる

からです。

　また、パーソナルという意味では（広告の

観点とは異なりますが）従来のマスメディア

が情報の出し手から受け手への一方通行だっ

たのに対し、個人からの情報発信が容易にな

りSNSを通して当たり前になりました。一国

の大統領がツイッターで持論を展開し、それ

が瞬く間に世界を駆け巡るような時代なので

す。自分に与さない論者はフェイク、自分は

ファクトと異論を受け付けない世の中でもあ

ります。私たち電波の世界には“公共性”が

肝要と先に記しましたが、番組の自主的な

チェック機能の他、外郭団体によって放送の

倫理性を厳しくチェックしています。SNSを

野放図とはいいませんが「言いたい事を言

う」メディアと「言わなくてはいけない事を

言う」メディアの差は歴然としています。こ

こに私たちの存在価値があると云っても過言

でありません。

　そして2019年夏、NHKテレビによる常時

同時配信を可能にする改正放送法が可決・成

立しました。恐らく東京のキー局もある程度

追随して行かざるを得ないと思います。私た

ちローカル局にとってはNHKがインター

ネットを通じていつも地上波と同じ番組を流

すようになったらそれこそ死活問題です。視

単位：億円

年
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聴者ニーズは本当にどこまであるのか？　よ

くよく考えて欲しいものです。

視聴態度の変化と本物のコンテンツ

　テレビが茶の間の中心にあった時代は終わ

りました。リビングで家族揃ってテレビを観

ながらワイワイガヤガヤは過去の話になりま

した。一家にテレビ受像機は平均３台あり、

若い人はスマートフォンでユーチューブを観

ている世の中です。過去はテレビ番組の編成

権はテレビ局にありましたが、今は視聴者に

選択権はあります。どのハードでどのソフト

を観るのかは視聴者が決めます。観られ方（視

聴態度）が大きく変わったのです。ですから

一概にテレビが観られなくなったと決めつけ

るのは間違いです。

　テレビの持つ圧倒的な強みは先般行われた

ワールドカップラグビーに表れています。４

年前の南アフリカ戦は奇跡と云われましたが、

今回は違います。世界最高レベルの試合が

２ヶ月に渡り日本国内で開催されました。こ

れこそ他の追随を許さないコンテンツです。

本物は誰もが観るのです。何もラグビーだけ

ではありません。スポーツだけでもありませ

ん。視聴者のニーズを的確に掴んでいるコン

テンツ（ここではテレビ番組）は不滅なので

す。ここで最も肝要なのが本物感ではないで

しょうか。ドキュメンタリー、バラエティ、

ドラマなど夫々の丁寧な作りを視聴者は見逃

しません。逆に薄っぺらい片手間な番組はす

ぐに見抜かれ人気は出ません。近年余りにも

視聴率を気にしすぎて制作費の掛からない芸

人によるバラエティが氾濫したツケが回って

きたとも云えます。私たちは自ら視聴者を手

放していったのかもしれません。

　今、テレビ放送が始まって66年・・・真摯

に自分のあるべき姿を問い直す時期が来たの

です。

長崎文化放送のこれから

　2018年仕事始めの日に『NCCビジョン』

と『５つの誓い』を発表しました。実はそれ

まで弊社には社是と云ったものがありません

でした。2020年４月１日の30周年に向けて、

社員を含めたステークフォルダーの方々に会

社の思いと方向性を伝えたいとの思いから作

成しました。ホームページには掲載していま

すがここに記させて頂きます。

　『NCCビジョン』

　私たちは日々の仕事を通じて地域の元気を

創造します

　『５つの誓い』

　・正確　公正　迅速な報道で地域の課題に

取り組みます

　・楽しく　役に立つコンテンツで県民の夢

と希望を応援します

　・法令遵守　品格ある行動で地域社会と信

頼関係を築きます

　・仲間の個性と意見を尊重し　明るく元気

な創造集団を目指します

　・効率性と高付加価値を追求する事で経営

を強固にします

視聴態度の変化と本物のコンテンツ

長崎文化放送のこれから
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　全ての思いはこのビジョンと誓いに込めて

います。地域あっての私たちです。30周年の

記念事業として土曜午前９時半から放送の

「トコトンハッピーサタデー（トコサタ）」で

この４月から県内21市町を巡り、90分全枠生

中継を始めました。恐らく県内放送局初めて

の試みだと思います。各自治体の今の姿を

夫々の市町長から語って頂き、地域のよかと

こ自慢をして貰います。まずは足元の県内の

知られざる魅力（もったいない）を県内に発

信していきます。そこにはフェイクはなく本

物があります。ですから注目度も回を重ねる

毎に高くなって来ています。是非、皆さまに

もご覧になって頂きたいです。そして次に目

指すのは長崎の魅力を県外に海外に発信する

事です。これにはそれ相当の費用が掛かりま

すので、これまた是非皆さまにご支援ご協力

を頂きたく存じます。そして長崎の魅力をど

んどん発信していきましょう！

てんきゅ号

川棚町から生中継　6月22日（土）川棚町から生中継　6月22日（土） 小値賀町から生中継　8月24日（土）小値賀町から生中継　8月24日（土）

毎週土曜　あさ 9：30～11：00毎週土曜　あさ 9：30～11：00


