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森本ロシアがウクライナに侵攻し︑
一般市民を攻撃しています︒とんで

有事は寛容性を喪失させる

乱発するキャンセル

ろうと思いますが︑有事になると急
に主語が大きくなる︒個人対個人の

人々ともいい関係を築いていたのだ

暮らすロシア人は︑今までは地域の

れたり︑ロシア食品店の 看板が破壊
されたりしているそうです︒日本で

日本で暮らすロシア人が暴言を吐か

例えばロシアのウクライナ侵攻後︑

口にしていた人が︑何か事が起きる
と 一転︑極めて不寛容になって相手

ない︒だから寛容の重要性を普段は

イメージ先行の表層的なものでしか

ところが世間 一般の寛容・不寛容は︑

議論には歴史的に複雑な宣尽がある︒

生の﹃不寛容論﹄によれば︑寛容の

えたいのが寛容の問題です︒森本先

復を目指す﹁自助﹂運動が結実する

そうした弱者︑少数者自身が権利回

のは本来︑﹁足を踏まれた者が文句
を言う﹂という構図を持 っています︒

武田アイデンティティ政治という

す
︒

の連帯がもっとあるべきだと思いま

みえるくらいの小さなコミュニティ

きな括りの中間にある︑互いの顔が

せなくなるのです︒孤独な個人と大

括りにしかアイデンティティを見出

される︒その結果︑逆により大きな

ほどコミュニティが狭くなり︑分断

自分のアイデンティティを追求する

かし︑結局それは連帯を生みません︒

は民主党がそれを主導してきた︒し

で動いてきました︒特にアメリカで

に基づく集団の利益を代弁する政治︶

種︑障害など特定のアイデンティティ

るという思いが伴い︑同じ思いを共

の場合︑自分たちこそ正義の側にい

るつもりなのでしょう︒しかし今回

らのアイデンティティを代行してい

ライナ人に成り代わって︑つまり彼

と痛み分け的な解決になる︒

的に﹁お互い少し我慢しましょう﹂

的なものにならざるをえない︒結果

権利侵害 でもあるので︑かなり抑制

この場合︑ 一方への規制それ自体が

る︑﹁公助﹂に期待する方法です︒

害を防ぐ規制をかけ︑侵害された権
利の補償を行うよう政治に働きかけ

つが市民的な倫理に基づいて権利侵

をする﹁共助﹂的な方法︒もうひと

ンティティを代行して共に抗議行動

れた人に感情移入し︑彼らのアイデ

りの方法がある︒ ひとつが足を踏ま

の理屈を聞こうともしなくなる︒

つき合いが簡単に手放され︑ロシア

こともありますが︑力不足でうまく

有する人同士の連帯意識︑ 集団心理
も働いて困っている人に寄り添う共
助的な領域に留まらずに行動がエス

ロシア食品店を攻撃する人はウク

対西側陣営のような 一般名調で語ら
れて 生活の中に対立が持ち込まれる︒

いかないことも多い︒そこで支援が
必要になってくるわけですが︑ 二通

口がつかめません︒そこで改めて考

てきた理由を考えなければ対話の糸

るようにみえますが︑その論理が出

とりよがりの理屈に凝り回まってい

武 田 そ の 通 り で す︒プ！チンはひ

必要があると思います︒

らがなぜそう考えるのか︑問い直す

解不能と切り捨てるのではなく︑彼

難されても動じない︒その論理を理

イナ侵攻を︑世界中からどれだけ非

で動いていたのです︒だからウクラ

は全く別のナショナリズムや地政学

でいた︒ところがロシアは︑西側と

自由と民主主義の勝利だと思い込ん

義圏が崩壊して以降︑西側諸国は︑

えてきます︒冷戦が終わり︑共産主

もない暴挙ですが︑歴史を振り返る
と︑その道筋も当然だったようにみ

もりもとあんり
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特に有事となると︑人は寛容さを

人は処分を不当として裁判を起こし

しかし︑そもそもキャ yセル・カ

そんな暗い楽しみ方を感じます︒

今のキャンセル・カルチャ ー には︑

して正義を代行する︒残念ながら昨

てもいないのに︑踏まれた人に便乗

森 本 そ の 通 り で す ね︒足を踏まれ

驚いたのは ︑炎上からまもなく︑ 当

で批判されることにな ったのですが︑

﹁
オ ープンレタl﹂と呼ばれる文書

められるとともに︑その支援者から

炎上しました︒被害者から謝罪を求

誘中傷を繰り返し︑それが露呈して

外からは見えない鍵アカウントで誹

最近も︑ある研究者が斗332の

武田日本でも散見されるようにな
ったキャンセル・カルチャーですが︑

﹁オープンレタl﹂日米の違い

聞いた上で話し合いを続け︑何が問

解への寛容﹂を唱えて話題になりま

人が︑﹁聞かれた討議と異な った見

キーやフ ランシス・フクヤマら知識

ホ！ ムベ lジで︑ノl ム・チョムス

月刊誌﹃ハ l パlズ・マガジン﹄の

た件があります︒2020年7月に

カでも日本とは逆の趣旨で注目され

オープンレタ ！とい えば︑アメリ

し︑組織の 評判を守るためにトカゲ
の尻尾切りをしたとも受け取れる︒

り当事者の所属する機関や雇用者が︑
キャンセル・カルチャ ー の圧力に屈

ていると聞いています︒

カレ lトしていった︒そして公共的

ルチャ ーは︑通常の方法では太刀打

の研究者が勤務先から無期雇用資格
の取り消しをされてしま ったことで
す︒研究者の発言自体はもちろん問
題なのかを自覚してもらう機会にし

失います︒自分に危険が迫 っている

ちできない強い力を持つ相手 に対し

題であるし︑見えていない水面下の

よう︑という内容です︒このレター

と感じるほど︑ゆとりの度合いが下

て﹁自分の立場はこうだから同意し

事情もあるのでしょうが︑ずいぶん

への反論もあ って事 は簡単 には進ま

な正義 の実現に要求される抑制を超

でした︒声なき者に残された最後の
抵抗だ ったのです︒つまり︑社会的
早 いなとは思いました ︒ちなみに本

えて︑﹁不正義なロシアに関連する

に誰かを攻撃するために始まったわ

内容がネット上にアップされ︑ 二十

感で断罪し社会的に抹殺したのでは︑
﹁私的制裁﹂ ︵
リンチ︶です︒寛容は︑

森本 雇用資格の取り消しにまで 至
ったことは︑非常に危険です︒ つま

けではありせん︒

数年を経て五輪直前に 一気 に炎上し

地を与えられるか︑という問題です︒

がり攻撃的になるわけです︒

ないのですが︑私は筋が通った 主張
だと思いました︒実力行使に出るの
た︒記事内容がかならず しも事実 で
はなか ったとい った事情もあるよう

武田たしかに現代社会は許す余裕

ものは何でも叩いてかまわない﹂と

ではなく︑もう少し相手 に目を聞か
せる努力があ ってもいい ︒悪いこと
ですが︑ひとたび炎上するとそうい

短絡させてしまう︒こうした構図は

は悪いこととして謝罪・反省しても
うディテールは簡単 に塗りつ ぶされ

をなくしているかもしれません ︒例
えば︑今年の 4月から少年法が厳罰

ない﹂とキャンセルの意向を表明し︑
静かだけどは っきりと抗議する 手段

ルチャー﹂にも共通すると思います︒

今日の 議題となる﹁キャンセル・カ

らう︒ でもそれを正しくやり直す機
てしまう︒

を取材したことがあり︑才能も評価

いところです︒私は以前︑小山田氏

山田圭吾氏の辞任騒動も記憶に新し

東京五輪開会式の作曲担当だった小

武田キャンセルということでは︑

開会式の直前に辞任に追い込んだら

な便乗者も相当数いたと思います︒

きな炎上にな った︒加えて愉快犯的

的な世論もありました︒それが小山
田氏への批判と共振し︑い っそう大

で東京五輪を開催することへの否定

背景 には︑もともとコロナ禍 の中

種の交換の礼儀作法があります︒謝

森窓謝罪と許しとの聞には︑ある

れる傾向かもしれませんが︒

くな ってきた︒ これは世界的にみら

趣旨でしたが︑そうも言っ てられな

性を信頼し︑罪を犯しても罰せず教

化されます︒もともとは少年の可塑

どれだけ許して当人に方向転換の余

黙らせるのではなく︑相手 の考えを

した︒キャンセルを主張して相手を

会もある︒そういう回路を持とうと

していました︒しかし︑再び音楽家

どうなるのかみてみたいと︒結局︑

罪する側にも︑ 実 は納得しきれない

いう趣旨です︒

として活動することはなかなか難し

これらの圧力に主催者側が耐えられ

があ っても︑まずは相手の謝罪を受

育して再起に期待するのが少年法の

いでしょう︒

なくなりました︒

この件で問題になったのは︑小山

部分が残っているで し ょう︒それで
も︑きちんと真撃 に謝る︒許す側も
森本人聞は必ず何かしらの間違い

け入れる︒そうやって場を収めるの

田氏が学生時代に同級生をひどくい
じめていたことを告白するインタビ
ュー記事 で
︑ 1990年代半ばに 2

を犯してしまうものです︒そして︑

が︑共存を図る知恵でしょう︒

同様で︑腹の底では許せない 気持ち

つの雑誌に掲載されました︒露悪趣

間違えたら謝る︒それを過剰な正義

﹁謝罪﹂と﹁許し﹂の作法が必要だ

味的な風潮があっ た卯年代の記事の
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なかなか交換の礼儀作法が発達しな

︑だから
そのような裏表を許さない ︒
る正当な批判まで 言葉 の暴力だ︑違

きをしないと︑例えば政治家に対す

はどのような場合か︑きちんと線引
まま寄り添っていたと明かすのです

﹁忍耐﹂という姉妹がずっと黙った

形で著書 に残すわけですが︑その最
︑
︑ 実 はそこにもう1人
後にな って

ります︒しかし言葉が墾 刀になるの

いのかもしれません︒
法な侮辱だとして罰せられる社会に

ところが日本人は案外に潔癖で︑

武田許すというのはきれいごとで
なりかねません︒
ちゃんと評価しないといけないなと︒

でした︒社会は︑忍耐という要素を

ね︒﹃不寛容論﹄の末尾で紹介された
このエピソードが︑たいへん印象的

はなくて︑お互いに許容するところ

森本肝を押さえてくださり︑あり

そう考えると︑社会的な制限は緩
くしておき︑問題があ ったら言論の
がとうございます︒ ロジャl ・ウィ

が多少はないと社会が立ち行かなく
なる︒一 方が 言 いたいことを言うと︑
にしておいたほうがいいように思い

地平で対話的に解決を目指せるよう

るが︑そこですぐに行動に移さない

大嫌い ︒ しかしカトリックに命を捧
げると言っている人のことは尊敬す

それを不快に思う人が﹁表現の自由
それによって表現の自由を狭くする
ある程度の耐性を持っていないと︑

リアムズは清教徒で︑カトリックが

制度改正をして しまうと︑めぐりめ
結局は自分で自分に足かせをはめる

ます︒いろいろ不快な言葉遣いもあ

ぐって自分の表現の自由まで行使で

の範時を超えている﹂と言 い出す︒

きなくなるおそれがあります︒

るわけです︒あるいはユダヤ人でも
トルコ人でも︑無宗教でも反キリス

てしまう必要はないのです︒怒鳴り

とき︑決して自分の内心を売り渡し

罰せられるべきだという主張もわか

力的な発言をした場合︑もっと強く

る流れになっている︒たしかに︑暴

かありまし
してしまう痛ましい事件︑
た︒ これを機に︑侮辱罪を厳罰化す

S上での誹議中傷に耐えかねて自殺

ス﹄の出演者が︑視聴者によるSN

題がある︒一言論と行為の棲み分けが

物理的な破壊行動に訴えてしまう問

すべきことを︑簡単に垣根を越えて

と﹁真理﹂という2人姉妹の対話の

ね︒彼はその論争の記録を﹁平和﹂

離の原則を確立していく神学者です

スの植民地だったアメリカで政教分

寛容論﹄にも登場するロジャl ・ウ

そこで参考にすべきなのが︑﹃不

メリカ人男性に襲われている﹂と偽

めようとします︒すると彼女は激高
し
︑ 警察に ﹁今︑私はアフリカ系ア

を取り出し︑女性の様子を動画に収

して忍耐しようじゃないかと︒その

れているのだから︑自分も他者に対

らく他者は自分に対して忍耐してく

政教分離を主張するわけです︒
ここで重要なのが寛容です︒おそ

ことになります︒

合うだけでケンカ別れするのではな
うまくできなくなっています︒現実

りの通報をするわけです︒

トでも存在は認める︒そういう内面

く︑まずは黙って相手の 言うことを
と 一線を画して問題解決や和解を目

以前︑テレビ番組﹃テラスハウ

聞く︒その余裕が持てれば︑次のス
指せる 言葉 の力を使いこなせていな

性側からみれば︑動画を撮影したお

で重要な役割を果た します︒まず男

この 一件で︑スマホは 2 つの意味

の違いを尊重して共存するために︑

テップに進む可能性も開けます︒

ィリアムズかなと︒ 口世紀︑イギリ

武田時間の経過とともに関係性が

いのです︒

変わることも︑頭に入れておく必要

まで考えて抗議の方法を選ぶべきで

ィを復活できるかわからない ︒そこ

を再建できるか︑以前のコミュニテ

しかしやがて平時に戻ったとき︑店

えないと焦っているのだと思います︒

なければ︑ウクライナの人たちを救

H
早く自分たちもロシアを 攻
撃 し

の看板を壊している人は︑とにかく

ドを付けずに散歩していた︒それを

エリアで︑白人女性が飼い犬にリ ー

件がありました︒野鳥観察に適した

トラルパ l クで︑それを象徴する事

同じ日ですが︑ニューヨークのセン

ジ・フロイドさんが亡くなったのと

にもありますね︒ ちょうどジョ ー

ゃすい原因は︑インターネット文化

森本 言論と現実が簡単に結びつき

BLM︶運動の流れもあり︑大き

ると︑当時︑再び盛り上がりつつあ
った守フラック・ラ イブズ・マタl

男性がこの動画をSNSで公開す

られて瞥察に電話したのです︒

であり︑危機感を持った︒だから煽

カメラを向けられること自体が恐怖

女性側からみれば︑いきなり自分に

の様子を残すことができた︒しかし

に︑女性のルl ル違反の証拠と通報

かげで身の潔白が 証明されるととも

はないか︒

見かけた黒人男性が︑﹁ここはリ ー

な反響を呼んで︑女性は勤めていた

ネットが生み出す短絡思考

言葉を暴力的に使って他者を社会

ドを付けるのがル l ルだ﹂と注意す

投資会社を解雇されました︒やはり

がありますよね︒先のロシア食品店

的に抹殺したり︑精神的に深く傷つ

るのです︒ でも女性は 言う ことを聞

会社としては評判に関わるため︑差

H

けたりしてしまう問題が 一方 にあり︑

こうとしない ︒男性はそこで スマ ホ

︵

他方に 言論を積み上げて解決を目指
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別発言を看過できなか ったのでしょ
う︒そればかりか︑彼女は虚偽申告
﹁なぜエリートの私が 黒人男性に社

先の白人女性の場合も︑背景 には

り立つビジネスになっているのでは

義を堂 々と代弁できることは︑日常
では滅多にないので︑陰に隠れて便
乗している︒SNSは︑そういう
人々の﹁暗い愉悦﹂を煽ることで成

おそれもあります︒

罪で起訴もされました︒ でも最終的
会のルl ルを教えてもらわなき ゃい
ないでしょうか︒

けないのか﹂という意識がある︒ つ
まり彼女の怒りの背景 には︑歴史的
武田たしかに︑炎上してくれれば
アクセスが増え︑その分︑広告収入

に植え付けられた偏見があるのです︒

には 男性に謝罪し︑教育プログラム
を受けたことで起訴は取り下げられ
たそうです︒考え直すチャンスを与
︒
えられたことはよか ったと思います
ひどい奴﹂と片付ける
動画だけで ﹁
のではなく︑な︑
ぜそう いう言動に 至
ったのか︑内面にまで踏み込んで考
るという事情もあるのでしょう︒
ネット上に記録として残り︑広く︑

背景 にある文脈を調べ て補わないと

森本 SNSなどの プ ラ ット フォ ー
ムの問題もあります︒ ロシア食品店

索を通じて過去の記事 に触れ︑反感

ネ ット上に記事がテキスト や画像と
してア ップ されたことで散発的に蒸
し返されてきましたが︑五輪開会式

議を醸しましたが︑時間の経過とと
もに忘れ去られていました︒それが

ディア側の動きが鈍くなりがちにな

も増えるので︑ ブ レーキを掛けるメ

武田 言 い換えるなら︑誰でも簡単
たやすく参照可能になることの 影響

武田動画の威力は絶大ですよね︒
例えば2018年に日大アメ フト部
の悪質 タ ックル 事件がありましたが︑

に動画を編集してアップし︑印象操

ことです︒BLMの盛り上がりも︑
やはり白人瞥官が黒人に暴行する動
社会的に大き
画か ら始まりました︒・
な批判や運動が起こるとき︑ 今や短
いけない ︒ この事情 は︑ア メリカも

察する必要があると思いますね︒

批判が高ま ったき っかけはタ ックル
の瞬間を映した短い動画が拡散した
作を図ることが可能ということです︒

も大きい ︒先の小山田氏の問題にし
ても︑雑誌 の発刊当時から 一部で物

い動画は必要条件かもしれません︒
日本も変わらないでしょう︒

の看板を壊したり詐誘中傷したりす
る人の多くは︑愉快犯でしょう︒正

の有無にかかわらず同じ教育を受ける

だから見る側は切り出された動画の

森本ところが断片的な動画だと︑

て短絡的に結論に飛びついてしまう
容認していますから︑同様に抹殺す

仕組み︶を導入していました︒もち

の基準で︑しかも 一面だけ捉えて判

ることの危険性は︑その内容が現在

森本何十年も前の話が掘り返され

問の意味ではないでしょうか︒

っして 一面だけで判断すべきではな
い︒それを教えるのが︑人文系の学

歴史も人間も複合的な存在で︑け

論もできたはずですが︑いじめの 事

るにはどうすれば良か ったのかの 議

育の理念を尊重しつつ問題を解決す

ろん近くにいればいろいろ問題も発

せん︒もしかしたら重大な事実を知
らないまま︑不正確な情報に基づい

そ の行為に 至る背景まではわかりま

を共有することで大炎上につなが っ
べきだ︑とな ってしまいます︒

断されることですね︒例えば︑かつ
武 田 何 で も のgmZで検索できる

実だけがクローズアップされ︑こん

前にそれまで無関心だった人まで検

たわけです︒

て世界中で愛された童話﹃ちびくろ

時代です︒その 当時の文脈を超え︑

なにひどい奴が 五輪に関わ っていい
のかというクレ ー ムに世論が席捲さ

生します︒そこでインクルl シブ教

サンボ﹄ですが︑私は幼稚園 でその

現代のキーワードだけで断片的な情

れてしま った︒

主役を演じたんですよ︒と っても嬉
しか った︒ でも今は︑ 黒人差別を助

報を得てしまう︒それをもとに誰か
をあげつらうことは容易で︑しかも

南北戦争時代の南部の 軍人の銅像や

の教室や学校の空気を知る者にしか

ように感じられる箇所もある︒当時

生はそれでも小山田氏を慕っ ていた

れたものを丁寧 に読むと︑その同級

ることは 言うまでもない ︒ただ書 か

前大統領に対してキャンセルを訴え

チャ ーは︑ほんとはたいした力を持
っていないのです︒例えばトラン プ

ことがあります︒ キャンセル・カル

森本 実 は多くの人が誤解している

﹁権威﹂の復活が大事

記念碑などを︑ 黒人差別や奴隷制度

わからない関係性の機徴もあったの

る活動が多数ありましたが︑ま った
く効かなか ったですよね︒ 日本のモ

小山田氏の件もひどいいじめであ

の象徴だとして撤去する動きが広が
っています︒建国の父トマス・ ジ ェ

だとしたら︑それを知りたいですね︒

リカケ問題はどこへ行きましたか？

SNSを通じて 一気 に拡散します︒

ファソンの像まで︑奴隷の所有者だ
ったという理由で撤去されました︒

あと︑彼らが通っていた和光学園は︑

つまり拒絶の声を上げても︑文化的

長するという理由でほとんど読まれ
なくな ってしまいました︒

しかしそんなことを言い出したら︑

以前からインクル 1 シブ教育 ︵
障害

アメリカでは︑リベラルを中心に︑

歴史の教科書 から誰もいなくなりま
す︒﹃
聖書﹄だって奴隷制の存在を
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すよね︒

い︒つまり︑本当に届けたい人には

れても︑当人に無視されればおしま

のプ lチン大統領も同様でしょう︒
いくらネット上で世界中から非難さ

みを感じないのです︒今ならロシア

活動は︑思いは伝わってくるけれど

さない﹂という標語の下で行われた

ていません︒例えば﹁アベ政治を許

ただし︑建設的な結果は生み出せ

大いに結構だと思います︒

ることが大事です︒メディアリテラ

長期的なビジョンと しては︑ここま
で述べてきたように耐性を身に付け

ら︑やっぱり重要なのは教育です︒

う︵衆参議︶院外の民主主義と して

届かないわけです︒

主張自体が暖昧だったこともあって
結局何も変えられませんでした︒何

森本もしそれが﹁カルチャー﹂な

むしろ︑政治に対してどれだけ意
がまずかったのか︑どうすればよか

な良心を持っている人でなければ痛

見を言っても選挙に行っても︑世の
ったのか反省して再起を図る姿勢が

めを潰さなければいけないのに︑そ

しょうか︒麻薬撲滅のためには元締

いう徒花を生んでいるのではないで

﹃週刊文春﹄が検事長と新聞社の番

ィピズムの結果だと 言われましたが︑

が躍り上がり︑ハッシュタグアクテ

りも︑当時は叶4
522上で反対論

2020年の検零片法改正の先送

だけ︑それも理屈ではなく感情がベ

ごとの最終的な真理の判断者は自分

加速しています︒そうなると︑もの

求するあまり︑連帯どころか分断が

今は個々人がアイデンティティを追

実 についてすら︑ 真偽を判断する根
拠を持たない︒先に述べましたが︑

ぶのもその 一環になると思います︒
とはいえ︑現代人にはそういう事

シーやファクトフルネスについて学

中は何も変わらない︒その無力感が︑
望まれます︒

こに手が出せないので末端の売人ば
記者による賭け麻雀をスク ープした

あど ばな

最終的にキャンセル・カルチャ ーと

かり罰している︑という感じかな︒
ースになってしまいます︒
これは社会の基盤を構成する正統

賛成でも反対でもいいのですが︑自

結局どちらも議論にはなりません︒

わりに何でも否定するというのでは︑

とから始まります︒何でも信じる代

いう外的な権威を批判し軽蔑するこ

した︒ところが今は︑ともかくそう

現の自由の範崎だし︑丸山員男が 言

した︒ リアルなデモでもネット上で
も︑自分の意見を主張することは表

ことがいかに多いかを実践的に示し

ネット検索を駆使すれば調べがつく

析の手法があります︒ osINTは

ZEm22︶﹂と呼ばれる情報収集分

は︑﹁OSINT ︵O℃
2
γ印
︒
ロ
円250

環が成立してきました︒たしかに今

のお金でまた取材ができるという循

だと勘違いしているようではダメで

まキャンセル・カルチャーの成功例

ネット世論の 貢献はどれぐらいあっ
たのか︒そのあたりを検証しないま

マスメディア自身︑かそうした自分た

て伝えるシステムも残す必要がある︒

知っておくべき問題があれば発掘し

た上で︑今のところ誰も知らないが

くシステムです︒その便利さも認め

ていることを人気投票的に並べてい

正しいと︑誰もが素直に信じていま

た︒社説や著書 に書 いてあることが

大新聞や学者が権威を持っていまし

ことが最大の決め手だ ったわけで︑

武田たしかにここ叩年ほどで︑日
本でも若い人が盛んにデモを主催し

分の外にあるロジックを吟味しつつ

つつある︒しかし逆に 言えば︑ネッ

ちの存在価値を説得的に示せていな

性が失われた結果です︒かつては︑

議論を繰り返すことで︑よりよい結

トに出ていないことはまったく調べ

いことが大きな問題だと思います︒

たり︑参加したりするようになりま

論が導き出せるのではないでしょう
られないわけです︒

取材することは︑マスメディアだか

実際︑相比の経費をかけて何かを

だまだあると思います︒

代ですが︑マスメディアの役割はま

は誰もが動画を撮影・編集できる時

ディアの責任も大きいですよね︒今

武田その意味では︑既存のマスメ

ルチャーにもなり得ます︒

を発信し︑事故を回避できるように

まで取材に出向いて限界集落の状況

がかかってくる︒だから誰かが現地

しつぶされそうになっていたら人命

だからの︒︒包ぬでは調べられない︒
しかし︑屋根に積も った雪 で家が押

ばネットには出てこないでしょう︒

自分でブログにつづりでもしなけれ

暮ら しのおばあち ゃんの生活ぶりは︑

例えば︑ 雪深い限界集落での 一人

が存在価値になるはずです︒回

結果として権威が成熟すれば︑それ

場所を見つけてもらいたいですね︒

しても意味がないので︑きちんと居

したりとか︒個人のメディアと競争

タッフを集めて映像化したり書籍化

けて深く掘り下げるとか︑プロのス

す︒一 つのテl マを時間と労力をか

ディアにも担当すべき分野がありま

な分野があるように︑既存のマスメ

森本新しい個人のメディアに得意

は多くの人が関心を持っ

かできない︒

︒gmZ

か︒それが他者との連帯を生み︑大

らできることです︒情報を 一度︑集

する必要がある︒そういうことは︑

きな力に対する真 のキャンセル・カ

約させてから拡散するマスメディア

お金と人材を抱えるマスメディアし

熔成⑩島田栄昭

には広告費や販売利益が集まり︑そ
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