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「デジタル化時代の日本の伝統メディアの行方―世界のデータ比較考察から考える」	

Japanese Traditional Media in the Digitalization Generation: Global Data Comparison  
 
いま、西欧先進諸国では、デジタルメディアの普及とともに意見の分極化が進み、そこから生まれる

「メディア不信」が課題となっている。さらに、ソーシャルメディアを媒介したいわゆる「フェイ

ク・ニュース」の増加も社会問題となっている。では、日本の状況はどうだろうか。	

西欧諸国と比べると、日本社会では、意見分極化やメディア不信は一般市民の間ではさほど見られな

い。日本の一般市民は、高度成長期時代に定着した日本のメディアの総花的「不偏不党ジャーナリズ

ム」を信じ、メディアのもつ政治性や言論のあり方を問い返していく姿勢をもってこなかった。他方

で、現在、メディアの一部には意見の右傾化・過激化が見られる。しかし、一般市民はそれに無関心

なため、市民とメディアとの間にますます断絶が生じ、メディアがさらに過激化するという悪循環が

生じている。本報告では、デジタル化時代における日本のメディアの現在と未来について、世界との

比較データとともに、聴衆のみなさんと考えてみたい。	

 

In many developed western countries, the increase in digital media use has been accompanied by mass 
ideological polarization, which has given rise to discussions of "distrust in the media." Matters have only 
worsened with the spread of "fake news" on social media platforms. This has recently garnered attention as 
a pressing social issue. So, what is the situation in Japan? 
Compared to western nations, polarization of views and/or a distrust in the media is not as observable among 
the general populace. The general public of Japan appear to believe that Japanese media, in the midst of a 
high growth period, is overall "unbiased, non-partisan journalism," and do not take a critical stance toward 
its methods of expression or political nature. On the other hand, there is an observable right-wing shift and 
radicalization of certain segments of the media. The indifference of average citizens to these segments has 
created a disconnect between the media and the general populace that only deepens as, in a vicious cycle, the 
media attempts to bridge the disconnect by radicalizing further. In this presentation, I will review comparative 
global data on these issues, and see what we may discern about the present, and the future, of Japanese media 
in the digitalization generation.  
 
Schedule: 11月 27日（火）午後 6時半～8時 
   
18:30 コロキアム開始・挨拶	   
18:35 報告   林	 香里氏	  
19:10 コメント  神保	 哲生氏 
19:25 質疑応答  杉田	 弘毅氏 
20:00  コロキアム終了 
 
Notes: 発表言語は日本語ですが、質問応答は英語でも可能です。 
   
 
 
この催しは米国社会科学研究評議会（SSRC）東京事務所と国際交流基金日米センター(CGP)が共催しています。 
This event is jointly sponsored by the Social Science Research Council (SSRC) Tokyo Office and the Japan Foundation Center 
for Global Partnership (CGP).  
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Speaker 
 

林香里  Kaori Hayashi 
東京大学大学院情報学環	 教授	 安倍フェロー（2014年度） 

Professor, Media and Journalism Studies, The University of Tokyo /Abe Fellow（2014） 
 
1963年名古屋市生まれ。ロイター通信東京支局記者、東京大学社会情報研究所助手、ドイツ、バンベルク大学客員研
究員（フンボルト財団）を経て、現在	 東京大学大学院情報学環教授。2016年4月から2017年3月まで、安倍フェロー
として、ノースウェスタン大学、ロンドン大学、ベルリン自由大学客員研究員。著書『メディア不信	 何が問われて
いるのか』岩波新書、2017年、『＜オンナ・コドモ＞のジャーナリズム	 ケアの倫理とともに』岩波書店、2011年
（第4回内川芳美記念マス・コミュニケーション学会賞受賞）、『テレビ報道職のワーク・ライフ・アンバランス	 13
局男女30人の聞き取り調査から』(谷岡理香と共編著）大月書店、2013年、ほか。専門:	 ジャーナリズム／マスメデ
ィア研究。	 ホームページ	 http://www.hayashik.iii.u-tokyo.ac.jp/	
 
Professor at the Graduate School of Interdisciplinary Information Studies at the University of Tokyo, specializing in Journalism 
and Media. Previous experiences include work as a correspondent for Reuters Tokyo Branch Office, Research Assistant at the 
Institute of Socio-Information and Communication Studies, the University of Tokyo, and visiting researcher (A.v. Humboldt-
Fellow) at University of Bamberg in Germany. From April 2016 to March 2017 under the Abe Fellowship Program, Hayashi 
joined Free University of Berlin (Germany), Northwestern University USA), and University of London (UK) as a visiting 
researcher. In 2017, she published “medeia fushin (Media Distrust)” via Iwanami Shinsho Publishing. Other publications include 
“onna・kodomo no jyaanarizumu-kea no rinri totomoni (Journalism about Women and Children- With the perspectives of “care” 
ethics) which was awarded the 4th Uchikawa Yoshimi Memorial Mass Communication academic society award. For more 
information, please see her homepage: http://www.hayashik.iii.u-tokyo.ac.jp/	

 
Commentator 

 
神保哲生  Tetsuo Jimbo 

ビデオジャーナリスト・ビデオニュース・ドットコム代表 
Journalist, Founder and CEO/Editor-in-Chief of Internet TV "VIDEONEWS.COM" 

 
1961年東京生まれ。15歳で渡米。コロンビア大学ジャーナリズム大学院修士課程修了。クリスチャン・サイエンス・
モニター、AP通信など米国報道機関の記者を経て94年独立し、フリーのビデオジャーナリスト活動を開始。99年、日
本初のニュース専門インターネット放送局『ビデオニュース・ドットコム』を設立し代表に就任。同局で社会学者の
宮台真司氏と共同で司会を務める『マル激トーク・オン・ディマンド』はこの10月で920回目の放送を迎える。著書に
『地雷リポート』、『ツバルー地球温暖化に沈む国』、『ビデオジャーナリズム』、『PC遠隔操作事件』、訳書に
『粉飾戦争―ブッシュ政権と幻の大量破壊兵器』、『オルタナティブ・メディア』、『食の終焉』、『暴君誕生』な
ど。主な取材テーマは地球環境、国際政治、メディア倫理など。http://www.videonews.com 	
 
Born in 1961 in Tokyo, Tetsuo Jimbo moved to New York, the United States with his parents in 1977, where he went on to 
graduate from Graduate School of Journalism, Columbia University, in 1987. He worked for the Christian Science Monitor, the 
Associated Press and the Globe and Mail as a reporter before starting his own venture, Video News Network, Inc in 1996. The 
company launched a on-line video news service, “videonews.com”, in 1999. He authored many books on current affairs, and 
translated 5 books from English to Japanese. As a journalist, he specializes in International politics, environmental issues, and 
media affairs. http://www.videonews.com  

Moderator 
 

杉田弘毅  Hiroki Sugita 
共同通信社特別編集委員	  

Columnist, Kyodo News 
  
テヘラン支局長、ニューヨーク特派員、ワシントン特派員、ワシントン支局長、論説委員長などを経て２０１８年６
月から現職。国際政治や米国事情などが専門。プーチン・ロシア大統領やブッシュ元米大統領ら世界の指導者をたび
たびインタビューしている。日本記者クラブ企画委員、北京―東京フォーラム実行委員、早稲田大学アジア太平洋研
究科講師。著書には「検証非核の選択」（岩波書店）、「さまよえる日本」（生産性出版）、「アメリカはなぜ変わ
れるのか」（ちくま新書）、「「ポスト・グローバル時代」の地政学」（新潮社）など多数。	

 

Sugita served as Tehran Bureau Chief, New York Correspondent, Washington Bureau Chief, and Chief Editorial Writer of Kyodo. 
He writes about international affairs, and frequently interviews global leaders including Vladimir V. Putin and George W. Bush, 
His current career includes Planning Committee Member of Japan National Press Club; Steering Committee Member of Beijing-
Tokyo Forum; Lecturer at GSAP Waseda University. He is the author of many books including “Kensho Hikaku no Sentaku” 
(Japan’s non-nuclear weapon policy); “Amerika wa Naze Kawarerunoka” (Why can the United States change?); “Geopolitics in 
the era of Post Globalization”. 


