
38 AUGUST 2019

英米メディア 新たな地域サービスをめざして（2）

BBCの取り組みと
地域ジャーナリズムの課題

  メディア研究部  田中孝宜/青木紀美子

BBCはかつて，ロンドン一極集中と批判されたこともあったが，現在は地域への貢献を重要な使命の一つとして，
地域サービス充実のための大規模な投資を行っている。スコットランドでは，2019年2月に新しい地域放送チャン
ネルが誕生した。毎日12時から24時まで放送し，スコットランドの生活を織り込んだドキュメンタリーやコメディー，
ドラマなどを放送しているほか，平日21時から1時間の地域向けニュース番組『The Nine』を新設した。従来のロー
カルニュースとは異なり，『The Nine』は，ロンドンの中央政治の動きや国際ニュースもスコットランドの視点で伝え
ている。またBBCは，報道機関の代表団体であるニュースメディア協会とともに，地方取材を支援・連携する「ロー
カルニュース・パートナーシップ（LNP）制度」を始めた。2027年までの現行特許状の期間中，毎年最大800万ポン
ド（約11億円）を拠出し，その予算から，地方政治などを取材する「ローカル民主主義リポーター（LDR）」を地域
メディアが雇用する際の給与など人件費が賄われる。LDRが執筆した原稿は，BBCのほか，パートナーシップを
結んだ全英850ほどのメディアで共有される。2018年は約140人のリポーターが採用され，1年で5万本を超える原
稿が執筆された。LNP制度は地域の民主主義を守るBBCの新しい取り組みとして注目されている。

本稿は，英米メディアの新しい地域サービスをテーマにした「文研フォーラム2019」での報告を踏まえた連載の，
後半となる。アメリカの地方メディアの間で広がる連携の動きを取り上げた本誌2019年7月号に続くもので，本号
のPart 1では，田中が BBCの新しいローカルサービスについて執筆し，Part 2では，フォーラムで報告にあたった
BBCをはじめ，英米のジャーナリズム連携の実践者のパネルディスカッションの内容を，青木の要約で紹介する。

1.	はじめに

BBCは，ジョン・リース初代会長の時代か
ら放送を教育や啓もうの手段と考え，主にロン
ドン周辺の教養ある中流家庭をイメージして番
組を制作した（簑葉 2003）。その影響を根強
く残しながらBBCは発展した。その傾向に大
きな変化が表れるのは1990年代後半である。
当時の労働党政権の地方分権政策の流れに合

わせて，BBCのロンドン一極集中に対する批
判が高まった。当時のBBCのグレッグ・ダイク
会長も，2000年8月に行ったスピーチの中で，
BBCの番組はロンドン中心に制作されたもの
が多く時代に合わなくなっている，と述べてい
る（Dyke 2000）。

その後，BBCは特に地域で何が起きている
のかをより幅広く，明解に，そして正確に報道
することが求められるとして，地域の報道バラ
ンスを向上させる取り組みを重ねた。当時の監
督機関であるBBCトラストは，2008年，10年，
15年，16年の4回にわたってBBCの報道内容
を調査したが，イギリスの地域（イングランド，
スコットランド，ウェールズ，北アイルランド）に
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関する情報の質が改善されたと発表した（BBC 
Trust 2016）。

また，BBCでは，要員配置でも地方重視を
打ち出した。より地域に密着した放送サービ
スの実現や地方活性化のため，2004 年以降，
ロンドンの本部に偏っていた要員の半数以上を
ロンドン以外に配置する計画を進めた。その
一環で，ロンドン中心部にあった旧テレビジョ
ンセンターを閉鎖し，イングランド北部のサル
フォードに新設した「メディアシティー UK」に
要員を移したりした。その結果，2014 年10月
末，BBCはロンドン以外の地方の職員数が初
めて過半数を上回ったと発表した。ロンドン
は49%にまで減り，サルフォードに17%，ス
コットランド，ウェールズ，北アイルランドの3
地域に計18%，そのほかバーミンガムなどロ
ンドン以外のイングランドにも配置した（The 
Guardian 2014）。

このように，BBCでは要員数と番組の内容
の両面から地域サービスの強化に取り組んでき
た。現在も，さらなる予算と人材を投入し，新
たな形の地域サービスの拡充を図ろうとしてい
る。めざしているのは，地域社会，地域の民
主主義へのより積極的な貢献である。本稿で
は現地取材をもとに，BBCが新たに始めた地
域サービスで特に注目されるスコットランドでの
テレビの新チャンネルと，地域メディアと協力し
て行っている「ローカルニュース・パートナーシッ
プ（LNP）制度」の活動を軸に，BBCの新た
な地域サービスについて報告する。なおLNP
制度の背景などについては，本稿のPart 2で，
文研フォーラム2019のゲスト，BBCのジェイ
ソン・ギビンズ氏の話を紹介しているため，
Part 1では概要の説明にとどめる。

BBCの公共的目的としての地域サービス

本題に入る前に，BBCの存立の基本法規に
あたる特許状で，BBCの地域サービスがどう
位置づけられているかを記しておく。特許状で
は，BBCの公共的目的として，5項目を挙げて
いるが，その要点を紹介すると，
1. 不偏不党のニュース・情報提供（報道）
2. 国民の学習支援（教育）
3. 創造的・高品質・特色ある番組コンテンツ

提供（娯楽）
4. 地域サービス（下記参照）
5. 世界に対する英国の価値の反映（国際）
である。

地域サービスについては具体的には，次のよ
うに記されている。
「連合王国の地域・地区のすべてのコミュニ

ティーを代表し，サービスを届けること。また，
そうすることで，連合王国全域のクリエイティ
ブ産業を支援すること」（BBC Royal Charter 
2016）

2.	BBCのローカルサービス概要

以上のような法的根拠に基づいて行われる
BBCの地域サービスの現状を紹介する。

2-1 BBCの地域サービス

BBCは，テレビでは全国放送7チャンネルの
サービスを提供しているが，各地域（スコットラ
ンド，ウェールズ，北アイルランド）では，ロー
カルニュースや地域向け番組などを放送する地
域放送枠を設けている。基本的には，全国放
送の中に地域放送枠を設けているNHKと同じ
仕組みである。ただし，スコットランドについて
はゲール語の独自チャンネルBBC Albaがある。
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また，イングランド地域に関しては，より細かく
11地域に細分化してローカル放送の枠を持って
いる。

ラジオについては，BBCは11チャンネルで
全国放送を行っているが，テレビとは異なり，
全国チャンネルに加え，それぞれの地域で独
自のチャンネルを持ち，オリジナルの放送を
行っている。

2-2　BBCの地域サービスに対する
　　 規制監督機関Ofcomの評価

2017年の現行特許状からBBCの規制監督
機関になったOfcom（放送通信庁）は，2017
年10月，BBCの守るべき基準となる「運営免
許」を発表した。その中で，BBCが達成すべ
き数値目標として，地域放送に関する項目で
は，全国放送の50%以上をロンドン以外で制
作したコンテンツとするほか，イングランド，ス
コットランド，ウェールズ，北アイルランドのそ
れぞれの人口に比例した制作予算を各地域に

投じることなどを定めた。

Ofcom年次報告

Ofcomでは，2018 年秋に公表した初めての
「年次報告」でBBCの地域サービスの評価を
行った（Ofcom 2018）。

この中で，特許状で示されたBBCの公共的
目的を踏まえ，BBCの地域サービスは，イギ
リス社会の多様性を反映することと，イギリス
全体のクリエイティブ産業を支援することが求
められているが，全体としてBBCの番組に対
する満足度は高いと総括した。また，BBCは
全国放送番組の制作費の51%以上をロンドン
以外で使っていると報告した。しかし，その一
方で，一部の人たちが感じているBBCの存在
感の薄さを課題に掲げ，その中に「スコットラ
ンドの人 」々も含まれるとした。

BBCは，イングランドでローカルニュースの
充実に向け組織を改編し（BBC 2019a），ウェー
ルズ向けサービスのドラマ，コメディー，娯楽
番組などに毎年850万ポンド（約11億7,000万
円）の追加予算を投入する（BBC 2017a）など，
各地域でローカルサービスを充実させるための
取り組みを行っているが，その中でも特にスコッ
トランドに対しては大きなテコ入れを行った。そ
の柱が2019年2月に放送を開始した新チャンネ
ルの「BBCスコットランド」である。

2017年2月22日，BBCのトニー・ホール会長
が，2018年秋から新しいテレビチャンネルを開
始するとBBCスコットランドで発表した（BBC  
2017b）。ホール会長は，「スコットランドの人々
は，自分たちの生活やスコットランドの今を扱
う番組を増やしてほしいと願っています。それ
を実現するには，チャンネルの新設が最良の方
法です」と述べた。

北アイルランド

ウェールズ

イングランド
11地域に細分化

スコットランド

イギリス地図
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BBCスコットランド広報統括のイアン・スモー
ル氏によると，職員のほとんどが，ホール会長
の会見の目的は新チャンネルの発表だと知らさ
れておらず，要員の削減など何か悪い発表で
はないかとの憶測もされていたという。そのた
め，ホール会長が新チャンネルについて発表し

たとたん，オフィスの
中は物音一つしない
ほど静まり返り，一
瞬の間をおいて大い
に沸き立ったという。
スモール氏自身も入
局以来，効率化は幾
度も経験してきたが，
予算を増やし，サービ
スを拡大する経験は
初めてだという。

このBBCの提案を受けて，市場への影響
などを調 査したOfcomは，2018年6月26日，
BBCのスコットランド新チャンネルを正式に認
可した（BBC 2018a）。番組予算は年間3,200
万ポンド（約44億円）で，ニュース番組の記者
だけで80人を新規に雇用することになった。ま
た，BBCは，スコットランドのグラスゴーに400
万ポンド（約5億5,000万円）を投じて，新たな
技術研究拠点を作ることも発表した。ロンドン，
サルフォードに続いて3か所目の技術研究所で
あり，そこでは，スマートスピーカーでの音声に
よる新サービスなどを研究する予定で，新たに
60人を雇用するという。

3.	BBCスコットランドの新チャンネル

この章では，ネット時代を迎え，2016年に
テレビ放送をやめた若者向けチャンネルBBC 

Threeのように，ネットオンリーで番組を提供す
る動きが進む中で，あえてテレビチャンネルを
新たに作る理由を探るとともに，新チャンネル
が何をめざしているのか，現地で関係者に行っ
た聞き取り調査をもとに考察したい。

3-1　スコットランドの地域特性

BBCが新チャンネルを開設したスコットラン
ドの特徴を簡単に紹介したい。スコットランド
は，イギリスの北部に位置し，人口は約544万
人で，人口5,480万人のイングランドの約10分
の1である。ちなみにウェールズの人口は約300
万人，北アイルランドは約190万人となっている。

スコットランドは，面積はイギリス全体の3
分の1を占める。南部の工業都市グラスゴーや
エディンバラなどの都市から北部の自然豊かな
ハイランド地方，さらに島

とうしょ

嶼部からなる。ブロー
ドバンドが整備されていない地域も多く，ス
コットランドではテレビ放送がイングランドなど
ほかの地域に比べてよく見られているという。

スコットランドはかつては独立した国であり，
イングランドと何度も戦火を交えたが，1707年
に連合王国（グレートブリテン王国）に統合さ
れた。現在も「グレートブリテン及び北アイルラ
ンド連合王国」の一員であるが，アングロサク
ソン系が主なイングランドと異なり，ケルト系
の民族が主で，自らの文化，伝統に強い誇り
を持っているという。

1999 年，当時の政府が進めた地方分権の
一環として，スコットランド議会が202年ぶり
に復活した。当時の首相のトニー・ブレア氏は
スコットランド出身である。スコットランドは，
地方新聞が多いことで知られている。現在，
地方紙は約160 紙発行されており，地元の情
報に対して高い需要があるという。

BBC スコットランド
広報統括

イアン・スモール氏
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連合王国からの独立をめざす動きも根強く
あり，2014 年には独立を問う住民投票が行わ
れ，55対45の割合で否決されている。

BBCがスコットランドで新チャンネルを始め
た背景には，以上のようなスコットランドの文
化的・社会的背景がある。さらにもう一つ，
BBCにとって重要な理由があると思われる。
BBCは否定したが，2014年の独立を問う住民
投票の際に，BBCが独立に反対する姿勢で報
道していたという印象を持った独立派の視聴
者が多く，今もそのときの反発があるという。
そのため，BBCにはこの地域へテコ入れする
必要があった，というものである。

3-2　スコットランド新チャンネルの概要

2017年2月に新チャンネル開設を発表する
と，BBCでは放送開始に向けて準備を進め
た。BBCスコットランドの2017年度の職員数
は924人で， 予 算 は2億 2,260万ポンド（ 約
305 億円）であった（BBC 2018b）。これに対
して，新チャンネルが決まったことを受けて，
記者80人を含め，合計 250人の要員を積み
増した。新規に採用した要員の数を見ても，
BBCがスコットランドにいかに大きな投資を
行ったかがうかがえる。

さらに新規番組の開発を進め，ニュース番

組用のスタジオセットを組んだり，地元の独立
プロダクション会社に番組の委託制作を依頼
したり，番組の提供を受けられる地元の公的
なドキュメンタリー保存機関や図書館などとの
連携を探ったりした。

そして，いよいよ2019 年2月24日（日），新
チャンネル開局の日を迎えた。この日は18時半
ごろから新チャンネルの誕生を祝う会が開かれ
た。会には，BBCスコットランドの職員のほか，
番組出演者，独立プロダクションの関係者らが
集まった。ホール会長も激励に駆けつけ，「こ
の時期に新しいチャンネルを始めること自体が
大きなチャレンジですが，みんなで立ち向かい
ましょう」と呼びかけた。

新チャンネルといってもイメージしにくいかも
しれないが，NHKで例えるなら，大阪放送局
が，総合テレビの地域放送枠とは別に新たに

「大阪チャンネル」を作ったようなものであり，こ
う考えると，BBCがいかに冒険的なことに乗
り出したかが想像できるのではないだろうか。

BBCスコットランドは，地デジチャンネルの
ほか，衛星やケーブルテレビでも見られる。ま
た，ネットサービスBBC iPlayerにもBBCス
コットランドのアイコンが新設され，ネット経由
でも視聴できる。BBC スコットランド外観

祝賀会で挨拶するトニー・ホール会長
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「BBCスコットランド」が平日にどのような番
組を放送しているのかを理解するため，参考ま
でに放送開始の翌25日（月）の番組編成を紹
介する。

新チャンネルの番組内容

新チャンネルは12時から24時までの放送だ
が，12時から19時まではBBC Two（全国放
送）とほぼ同じ内容を放送し，年150 時間を
上限に，地方政治や地域スポーツ番組などの
独自番組を織り込むことにしている。

新チャンネルが独自編成を行う中核時間は
19時から24時の5時間である。この時間は，
新たに開発したオリジナル番組を並べている。
・新規のクイズ番組『Test Drive（テスト・ド

ライブ）』は，3組のペアが自動車に乗ってク
イズを解きながら，スコットランドの観光名
所をめざす。クイズに正解すれば正しい道に
進めるが，間違えると遠回りすることになり，
どのチームが最も短い距離で目的地に到達

できるかを競う番組である。
・また，『Sink or Skim（沈むか跳ねるか）』は，

スコットランドで開催された石投げの世界大
会を追ったドキュメンタリーである。

・23時からは，若者向けの開発番組を中心
に 編 成し，25日の『Jamie Genevieve # 
Unfiltered（素顔のジェイミー・ジェネビー
ブ）』は，スコットランドで話題のビデオブロ
ガーの日常を追ったものである。
このほかにも，最近のニュースについて，ス

コットランド各地の人々に自由に意見や感想を
語ってもらう番組『People’s News（人々の 
ニュース）』をはじめ，ドラマ，スポーツ，芸術
など幅広いジャンルの番組が制作されている。

新チャンネルのコンセプトは「モダン・スコッ
トランド」である。スコットランドの固有の文化
や過去の歴史を紹介するのではなく，「今」を
伝えることをめざす。

BBCスコットランド開発番 組の責任者ス
ティーブ・カーソン氏によると，どんな番組をめ
ざすのかは，事前に何度も議論を重ねたという。

当初は歴史ドキュメンタリーやスコットランド
の伝統文化，風習などを描くべきとの意見も
あったが，最終的に，スコットランドの今を伝

iPlayer BBC スコットランドの番組表

2019年2月25日（月）19:00以降の放送

19:00 ～ Test Drive （新規クイズ番組）　

19:30 ～ Sink or Skim
（石投げ大会ドキュメンタリー）

20:00 ～ Born to be Wild
（動物保護ドキュメンタリー）

21:00 ～ The Nine（新設ニュース）

22:00 ～ River City （ドラマ）

23:00 ～ Jamie Genevieve＃Unfiltered
（人気YouTuberを追ったドキュメンタリー）
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えることこそ，住民
のニーズに応えると
いう結論に達したそ
うだ。また，カーソ
ン氏に，全国向け
チャンネルの地域放
送枠ではなぜダメな
のかを聞いてみたと
ころ，カーソン氏は
次のように話した。
「従来のチャンネル枠内では限界がありま

す。編成面でも，制作できる番組の内容面で
も，できることが限られてしまうのです。しか
し，新チャンネルは，毎日5時間，完全に自
由に創作できます」

新チャンネルの番組は50％を新作，50％を
再放送で編成するが，新作については規制監
督機関のOfcomから90％以上を地元の制作プ
ロダクションなどが制作したものとするよう求
められているという。BBCスコットランドでは，
これまでに70以上の地元のプロダクションに
番組制作を委託したという。これも地域のクリ
エイティブ産業に貢献するという公共的目的に
かなったものである。

新基軸のローカルニュース『The Nine』

BBCスコットランドの新番組の中でも，特
にBBCが力を入れたのが，21時から1時間の
ニュース番組『The Nine』である。
『The Nine』の大きな特徴は，イギリスの全

国ニュース，さらには国際ニュースも扱う点であ
る。番組のうたい文句は「the world through 
Scottish eyes （スコットランド人の目で見た世
界）」である。

初日のトップニュースはイギリスのEU 離脱

関連の動きであった。ニュースでは，EUの本
部があるベルギーのブリュッセルからの記者リ
ポートやロンドンの中央政府の動きなども交え
て報道した。地域放送とはいえ，ロンドンの
政治記者や海外特派員も番組に協力すること
になっている。2016 年のEU 離脱の是非を問
う国民投票で，スコットランドはEU 離脱への
反対派が多数を占めたことを踏まえて，ロンド
ンとは異なる視点での報道が求められる。
『The Nine』のもう一つの特徴は，そのカ

ジュアルな演出にもある。男女のキャスターは
スコットランド出身で，スコットランドの方言
で話している。男性キャスターはジーンズ姿，
セットの基調は，スコットランドのナショナル
フラワー（国の花）であるアザミの色の紫であ
る。くつろいだ雰囲気を作り，従来のBBCの
ニュース番組との違いを出そうとしている。

今までのBBCスコットランドのニュースでは，
全国ニュースはロンドン発に任せ，そのほかの
地域で起きた話題やニュースをスコットランドの

BBC スコットランド
開発番組の責任者

スティーブ・カーソン氏

『The Nine』放送の様子
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スタジオから伝えてきたが，『The Nine』は「ス
コットランドの視点で見た世界」のコンセプト通
り，国際ニュースも，中央のロンドンの政治の
動きもスコットランドのスタジオからロンドンと
は異なる視点で伝える。
『The Nine』の特徴であるカジュアルな演出

について，また，『The Nine』がニュース番組
としてめざす方向性について，BBCスコット
ランドの報道の責任者ゲーリー・スミス氏は
次のように話す。
「番組開発過程で，何度も視聴者調査を行っ

たところ，画面の中の出演者と視聴者の間に壁
のようなものがあることがわかりました。その
壁を取り払うためにカジュアルな服装を試みま
した。内容面でいうと，『The Nine』が扱うの
は，いわゆるローカルニュースではなく，全国

ニュースです。スコッ
トランドの人はロン
ドンから伝える全国
ニュースに必ずしも
納得していませんで 
した。ですから『The 
Nine』はイギリスの
全 国 ニュースをス
コットランドの視点
で伝えるのです」

BBCスコットランドのめざすもの

このデジタル時代に新しいテレビチャンネル
を始めるというのは，かなりの冒険で，リス
クも伴う。そうした中で，「BBCスコットラン
ド」は何をめざしているのか。何をもって成功
と考えているのか。BBCの地域担当局長（理
事）のケン・マックォリー氏に聞いた。マックォ
リー氏は，従来のテレビチャンネルとは異なり，

BBCスコットランドは視聴シェアを求めていな
いとして，次のように述べた。

「デジタル全盛時代
に，テレビの新チャン 
ネルを始めることの厳 
しさはわかっていま 
す。視聴シェアは求め
ていません。従来の
BBC Oneと視聴者を
奪い合うことは本意
ではありません。めざ
すのは，何よりリーチ

を広げること。BBCの主要な視聴者は高齢者
ですが，新チャンネルは55歳以下の視聴者層
をターゲットにしています。また，34歳以下の
若者向けの番組開発も行います。新しい視聴
者を開拓したいのです」

4.	ローカルニュース・パートナーシップ

本稿では，BBCの地域サービス強化のため
のもう一つの新たな取り組みである「ローカル
ニュース・パートナーシップ（LNP）制度」を紹
介する。このプロジェクトは，報道機関の代
表団体であるニュースメディア協会とともに，
地方取材を支援・連携するものである。BBC
にとってまったく新しい地域サービスであり，
手法もサービス内容もこれまで経験したことの
ないものである。

LNP制度には，大きく3つの活動プロジェ
クトがある。まず，地域メディア（新聞やラジ
オ，ネットメディア）が，地方政治など，民主
主義の根幹に関わる取材を行うリポーターを雇
用し，その給料をBBCが肩代わりする「ロー
カル民主主義リポーター（LDR）制度」，また，

BBC スコットランド
報道責任者

ゲーリー・スミス氏

BBC 地域担当局長（理事）
ケン・マックォリー氏
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BBCの映像素材などをパートナーシップに参
加している機関がオンライン用に使える「News 
Hub（ニュース・ハブ）」，さらに，BBCの記
者と地方メディアからの出向者からなるデータ
ジャーナリズムの専門チーム「Shared Data 
Unit （BBCと地方メディアの協力ユニット）」の
3つである。

デジタル化の中で苦戦するローカルジャーナ
リズムを支援するためのこのプロジェクトが始
まったのは，前報道局長のジェームズ・ハーディ
ング氏によるところが大きいと，プロジェクト
の総責任者であるBBCのマッシュー・バラクラ
ウ氏は次のように振り返る。
「前報道局長がThe Times出身で，地方の

新聞社の苦境をよく理解していました。また，
新聞社との人脈も
あったため，今回の
プロジェクトに発展
しまし た。BBCに
とっても，新聞社に
とっても，イギリス
国民にとっても，プ
ラスになるプロジェ
クトです」

ハーディング前報
道局長が，地方紙

の経営の厳しい現実を何とかしたいという思い
から，バラクラウ氏にBBCと新聞との協力体
制を築くように指示を出し，それを数年かけて
結実させたのが LNP 制度だという。

ただし， バラクラウ氏 が 強調するのは，
LNP制度の目的は地域メディアを助けること
ではなく，地域の民主主義を守ることであり，
そのために良質の報道を全国的に強化するこ
とだという。

地方の「民主主義」を守るリポーター

3つのプロジェクトのうち中心的な位置を占
めているのが LDR制度である。BBCは現行
特許状（2017～27年）の11年間，毎年最大で
800万ポンド（約11億円）をLNPに支出するこ
とになっている。地方政治や公的機関を重点
的に取材する，つまり地方の民主主義を守るた
めの支出でもある。LDRが書いた記事は，制
度に参加する約850の組織が共有できる仕組
みになっている。

2018年1月に，この制度で採用されたリポー
ターが取材活動を始めた。2019年3月現在，
イギリス各地の60弱の報道機関に，140人ほ
どのLDRが いて，2018年の1年間で5万本
以上の原稿を執筆した。中には，地方政治の
不正など，この制度がなければ見落とされて
いた問題を暴くなどのケースが多くあり，地域
ジャーナリズムを底支えする取り組みになって
いる（Part 2のジェイソン・ギビンズ氏の発言
も参照）。

スコットランドの有力な地方紙で1876 年創
刊という歴史ある「Evening Times」では，
2018 年から2人のLDRを雇用し，地方議会を
中心に取材を続けている。ヘンリー・アインズ
リー副編集長は，地域メディアが置かれた厳

BBC のプロジェクトの
総責任者

マッシュー・バラクラウ氏

Evening Times 紙社屋
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しい状況を次のよう
に語った。
「Evening Times

では，名前が示すよ
うに，かつて朝刊
に加えて夕刊も発行
していましたが，今
では朝刊だけにな
りました。また，毎
年のように要員が削

減されてきました。これまで，政治記者，経
済記者など，専門記者がいましたが，今はそ
んな余裕はありません。どの記者も，自らの
専門分野に関係なく，必要なニュースを手分
けして取材せざるを得ない状況です。LDRは，
地方議会や教育問題などを継続してカバーで
きるので助かっています。彼らが独自ネタを発
掘し，スクープ記事を書き，紙面のトップを飾
ることもこの1年で20回ありました」

このようにアインズリー氏は，LDRが戦力と
しても，また地方の民主主義にとっても役立っ
ていることを強調した。

パートナーシップに参加しているメディアは
当初約600だったが，現在は850ほどに増え
ている。

このほかのプロジェクトを簡単に紹介する。

▲

「News Hub（ニュース・ハブ）」は，2017年
10月に始まった仕組みで，BBCが放送ある
いはオンラインで発信した動画を地方メディ
アが自身のウェブサイトなどで活用できる。

▲

「Shared Data Unit」は，2018年6月に 始
まったもので，BBCが地方メディアのジャー
ナリストと一緒に公共のデータを入手分析
して意味づけし，各地で活用できる情報

（story packs）として配信する。また，デー

タに基づく調査報道（データジャーナリズム）
を専門とするBBCの職員が，地方メディア
の記者に研修の機会を提供するものである。
前述したように，いずれのプロジェクトも，

デジタル化の中で苦境にある地方メディアと
BBCが協力して，地方の民主主義を守ること
を目的としている。

5.	まとめ

Part 1では，BBCの地域サービスの新たな
取り組みとして，BBCスコットランドのテレビの
新チャンネルと，ローカルニュース・パートナー
シップの2つを中心に報告した。
「BBCスコットランド」が放送を始めた翌朝，

各ローカル新聞がそのことを報じた。一面で
大きく取り上げた新聞もあった。すでに人気を
確立している地元のタレントも多く起用されて
おり，目新しさはないなど厳しい意見もあった。
地域メディアでは，新チャンネル開設のあおり
を受けて，ジャーナリストを引き抜かれたとこ
ろもあり，また，ある意味でライバルになるた
め，厳しい目を向けるのは当然である。それ
でも，地元メディアの記事から推察すると，新
チャンネルが大きな注目を集めていることは間
違いないようだ。

ただ BBCスコットランドとしては，地域メ
ディアへの脅威になるような高いシェアをね
らっているわけではない。BBCの地方担当局
長であるマックォリー氏が述べたように，BBC
スコットランドは比較的若い世代をターゲット
にし，視聴シェアではなく，新しい視聴者の
開拓をめざしている。BBCスコットランドが当
面の目標としているシェアは5％である。ちな
みに初日のシェアは平均13%で上々の滑り出し

Evening Times
ヘンリー・アインズリー

副編集長
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だった。
また，放送開始から3か月たった2019 年5

月末時点でも，好調を維持しているようであ
る。同チャンネルの番組を週に1度は視聴して
いる人はスコットランドの全人口の25%を占め
ており，中でも16 ～ 34歳の若年層に最も視
聴されている（The Guardian 2019）。

また，LNPに関しては，イギリス国内はも
とより，海外からも注目されており，外国の
メディアからの視察も複数あったという。地
方メディアの衰退は，イギリス以外の多くの国
でも課題になっているためであるが，ニュー
ジーランドでは，BBCにならって，2019年5
月，この制度を始めたと報じられている（BBC 
2019b）。

BBCは，規制監督機関であるOfcomが示し
たBBCが達成すべき地域サービスの数値目標
はクリアしている。それにもかかわらず，BBC
が大きなリスクをとって，新たな地域サービス
を推進するのは，公共放送から公共メディア
へと本格的に移行する中で，BBCがあまねく
市民の支持を得るために，地域の民主主義に
幅広く貢献しようとしているからではないだろう
か。BBCは，自らの存続のためには，真に社
会に役立つ機関として，人々の認知を得ること
が必要不可欠だと考えているように思える。

（たなか たかのぶ）
※現在は，ラジオセンター所属
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文研フォーラム2019では，地方に力点と視点
を置いたメディアの将来を大きなテーマに位置
づけて，英米の新しい動きについて報告したう
えでパネルディスカッションを行った。この中で
は，イギリスとアメリカのゲストとともに，厳しい
状況に直面する両国のローカルメディアが，危
機を乗り越える試みの一つとして取り組む“連
携ジャーナリズム”（Collabo-rative Journalism）
の役割などについて，会場からの質問を交えな
がら話し合った。

イギリスからはBBCローカルニュース・パート
ナーシップの副本部長ジェイソン・ギビンズ氏，
アメリカからは地方政治の監視や調査報道，
地域の課題解決など多様な目的と枠組みの連
携に参加している，東部ペンシルベニア州のメ
ディアPhiladelphia Media Network （PMN）注） 

の統括編集長スタン・ウィッシュナウスキー氏，
また，アメリカ各地で課題解決をめざす報道の
連携を支援するSolution Journalism Network

（SJN）の西部山岳地方マネージャー，セアラ・
ガスタヴァス氏が参加した。

以下，司会を務めた青木が要旨をまとめ，
紹介する。

1.	背景にある問題

青木：取材要員の減少やフェイクニュースの増
加といったメディアが連携する背景にある問
題は，社会にどのような影響を与えているので
しょうか，会場からの質問です。

ガスタヴァス：私たちは，まず，ネガティブな
事象に重点を置くニュースが多すぎる，という
問題があると考えています。例えば犯罪の報
道は見る人に恐怖を植えつけ，人々が隣人を
恐れ，社会で起きていることを恐れる，とい
うことにつながります。これに対し，課題解
決型の報道は，人々が自分を信じ，社会をよ
い方向に変えるために力を発揮できる，と思
える内容の報道に力点を置きます。フェイク
ニュースのような問題にも向き合う必要がある
という気持ちになってもらうには，メディアが
信頼を勝ち取ることが必要です。そのために
は，人々が自分たちの日常，複雑な社会の現

	新たな道を模索する
	英米のジャーナリズム
文研フォーラム2019シンポジウムから

　青木紀美子 　

Part 2
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実が反映されている，と感じるニュースを出し
ていくことが重要です。

ギビンズ：取材要員
の減少によって，メ
ディアが連携しなけ
れば，市民は公的
な権利を行使する
政治家など公職にあ
る人たちが，自分た
ちの名のもとで何を
しているかわからな
い，その責任を問う
こともできない，と

いう事態になっています。70人以上が犠牲に
なったロンドンのグレンフェル・タワー（高層市
営住宅）の火災は，世界的に大きなニュースと
なりました。しかし，このタワーの安全性に問
題があるということは，実は以前から住民グ
ループが指摘していたことだったのです。地元
議会の会合でも問題として取り上げられていま
した。ところが，これらの会合を取材して内容
を報じる記者がいませんでした。このため，問
題は真剣に受け止められることがなく，緊急な
対応が必要だとは認識されなかったのです。も
し，問題が広く報道されていれば，自治体に対
応を促す圧力になっていたかもしれません。こ
れが，端的に今の危機的な状況を示していると
私は考えています。

青木：フェイクニュースの氾濫は，こうしたアカ
ウンタビリティーの追及をさらに難しくしている
のでしょうか。

ウィッシュナウスキー：それは間違いありませ

ん。アメリカの話に
なります が， 以前
は，少なくとも議論
や会話の出発点とな
る事実を社会が共
有できていました。
しかし，今やテレビ
をつけてFox News
とMSNBCを 見 る
と，同じ 出 来 事 を
扱っていても，報じ

られている内容があまりにもかけ離れていて，
同じニュースとはとても思えません。このよう
に事実を共有できないことは，我々の仕事を
前よりも難しくしています。人々は自分に心地
のいい情報だけに接する空間に引きこもる傾
向が強まっています。この結果，どんなに時
間をかけた深い取材をしても，詳しいデータ
を提供しても，複数の情報源や異なる意見を
示しても，内容が気に入らなければ，それは
フェイクだ，間違いだ，と退ける人が増えてい
ます。ジャーナリストは，これにどう向き合う
かを常に試されているような状況です。汚職
や不正行為など，社会が知る必要がある問題
を伝えようとしても，人々が違うと思えば「フェ
イクニュース」とみなされてしまうのです。

2.	競争と協力

青木：一方で，メディアが取材協力する連携に
よって，報道内容の多様性が失われることは
ないのか，という質問が会場から出ています。

ギビンズ：BBCのローカルニュース・パートナー
シップ制度は，通信社の記事配信サービスの

BBC Local News 
Partnership
副本部長

ジェイソン・ギビンズ氏

Philadelphia Media 
Network

統括編集長
スタン・ウィッシュナウスキー氏
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ように偏りのない基本的な事実を共有するもの
です。パートナーのメディアは，これを使いな
がら，それぞれ展開するわけで，そこに一定
の見方が入ることもあるでしょう。我々の連携
は，記事の材料を確保するところで力を合わ
せるもので，そこからは各社の自由です。

ガスタヴァス：ジャー
ナリストは常に競争
していなければなら
ないという古い考え
方に立ち，連携に
懐疑的な見方をす
る人たちはいます。
しかし，連 携する
からといってそれら
の組織が一つにな
るわけではありませ

ん。それぞれが独立した編集権を持ち，ニュー
ス判断をしています。協力することが公共の利
益に資すると判断したときに連携するのです。

ウィッシュナウスキー：記者の中にも競争相手
と協力するのか，という抵抗はあります。もち
ろん，独自に取材したほうが，自分たちの力
を生かせる場合はあります。しかし，連携に
よって単独では不可能な取材ができることを
経験したり，異なる媒体で取材の成果を伝え
る機会を得たりして，付加価値があることを実
感し，考えが変わり，連携の持つ力を信じる
ようになった記者も増えています。

3.	連携を通して変わるメディア

青木：連携参加の経験は，メディアが自らのあ

り方を見直すことにもつながっていますか。

ギビンズ：多くのメディアがアクセス数を増やす
ニュースの発信に力を入れてきましたが，我々
との連携参加を通して，その姿勢には変化も
見られます。公共的な意味のある硬いニュース
の価値を再認識させる影響があったと思ってい
ます。

ウィッシュナウスキー：規模の大小を問わず，
アメリカのメディアで，取材するテーマや対象
に空白がない，というところはありません。そ
の空白を埋め，より深い報道を実現するのが
連携で，これによってより付加価値のある報
道ができると考えるようになっています。

ギビンズ：イギリス北部で伝統的にライバルだっ
たメディア同士が連携して，鉄道など公共交
通の拡充を求める「＃OneNorth」というキャン
ペーンを行っています。声を一つにすることで，
首都ロンドンのメディアに負けない力を持つこと
をめざしています。これも我々のローカルニュー
ス・パートナーシップがあって誕生したもので
す。振り返ると，イギリスのEU離脱の国民投
票の際に，個々の地域では自分の町が離脱を
支持するだろうとわかっていたメディアはありま
したが，そうした各町の情報を見渡して俯瞰す
ることはできていませんでした。各地のメディア
がつながっていれば報道内容も変わっていたか
もしれない，そういう反省もあります。

ガスタヴァス：異なる世代や，都市と地方の住
民など，社会の多様な層とつながるメディアが
連携すれば，相互に学ぶ機会となり，個々の
メディアは，こうして得た知見を次の取材に生
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かすこともできます。英米の大手メディアが大
きな読み誤りをしたのは，変化の発信地となっ
た地域を取材する記者が足りなかったためで
す。連携は，同じ間違いを繰り返さないため
の取り組みの一つになっています。

4.	市民とのつながりの構築

青木：メディアは連携することで，市民との
対話を広げたり深めたりすることもできるので
しょうか。

ガスタヴァス：人々はニュースが自分たちに関わ
ることだと感じ，自分たちの声が反映されてい
ると思えば，関心を抱きます。SJNはアメリカ
西部山岳地方の50のニュースメディアとの連携
を始めようとしており，市民の声を反映すること
にも力を入れる計画です。取材の始めと途中に
も，対話の機会を持ち意見を聞くことで，取材・
報道のプロセスをともに担っているという意識
を持ってもらうようにしたいと考えているところ
です。

ウィッシュナウスキー：我 （々PMN）は，ニュー
スルームの体制を見直し，取材班を置くテーマ
も見直したのですが，その際に，以前のように
何を取材すべきかを我々だけで決めるのでは
なく，地域社会の声を反映してテーマを選ぶこ
とに取り組みました。さらに，新たな担当が決
まった記者には，まず地域社会の声を聞いて
から取材に入るように求めました。受け身のよ
うに聞こえるかもしれませんが，これは我々が
長い間，読者が何を求めているかを知ってい
るつもりになっていたという反省に基づくもので
す。2016年の大統領選挙で我々は何もわかっ

ていなかったということに気づかされたのです。

5.	差別化と収益への貢献

青木：連携に参加する個々のメディアはどう差
別化することができるのでしょうか。埋もれて
しまうことはありませんか。

ギビンズ：我々が取り組んでいることは，とに
かく付加価値をもたらすこと，これに尽きます。
各社がやっていることに取って代わろうとして
いるわけではありません。連携は，あともう一
歩取材を広げ，深めるための底支えにすぎま
せん。

ガスタヴァス：課題解決型のアプローチによって
付加価値をつけること，これをブランディングに
も役立てることができるよう支援しています。

ウィッシュナウスキー：我 （々PMN）は2017年
9月にオンラインニュースの一部に課金システム
を導入しました。その後 2年でデジタル購読
契約による収入を大きく増やすことができまし
た。目標の3分の1に近づいています。達成
できれば250人のニュースルームを維持できま
す。すべてはどれだけ付加価値をつけられる
かにかかっています。連携による報道も付加
価値の一部です。我々は数の勝負という見方
はもうしていません。以前はウェブサイトのアク
セス数が増えれば喜んでいました。今はアクセ
ス件数は減りましたが，コンテンツにお金を支
払う人は増えていることを重視しています。

ガスタヴァス：アメリカ西部山岳地方では連携
に参加しているメディアが購読者や有料会員
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を増やしたという証言がありますが，これを検
証することも2019 年中の課題です。データを
分析して学べることを各社と共有することをめ
ざしています。

6.	メディアに今求められていることは

青木：最後に一言ずつお願いします。

ギビンズ：メディアがリソース，アイデア，そし
て時には記事も共有する連携は，生き残りの
ために必要であり，個々の優れたジャーナリズ
ムと共存することは可能だと信じています。情
報が氾濫する今，健全な社会を維持するため
に，これまで以上に信頼できるジャーナリズム
が必要とされています。

ガスタヴァス：今，大手メディアのニュースで
は，地域社会の姿が正確には伝わらないと
人々は感じています。失われた信頼を取り戻す
には，市民の声に耳を傾け，ジャーナリズムの
あり方を見直す必要があります。課題解決型
ジャーナリズムや連携の取り組みもその一環で
す。我々が直面する危機は，新たなことに挑
戦し，互いに学ぶチャンスでもあると考え，将
来に希望を抱いています。

ウィッシュナウスキー：アメリカでは少数の巨
大企業がメディアを動かすようになり，ニュース
の内容やその切り口を狭めるようになっていま
す。これは深刻な事態ですが，新たな道を見
つけるチャンスでもあります。ジャーナリズムが
存続できるかどうかは，利益優先の資本に飲
み込まれてしまう前に，維持可能なメディアの
あり方を見いだせるかどうかにかかっています。

7.	おわりに

メディアの連携は，英米両国で枠組みは異
なっても，目的やインパクトに重なる点は多く，
その参加経験がメディアのあり方に変化を生ん
でいる点でも共通している。3人の話からは，
連携の取り組みが，ジャーナリズムを改めて地
域の公共サービスとして位置づけ，その社会
における役割や市民とのつながり方を見直す動
きとも連動していることがうかがえた。ジャー
ナリズムの新たな道を模索する取り組みは国や
地域を越えた示唆に富んでおり，相互に情報
を共有し，成功体験から学ぶことが今まで以
上に重要になっていることも示している。

（あおき きみこ）

注：Philadelphia Media Networkは2019年6月1日
に社名をThe Philadelphia Inquirerに変更した
が，本稿では文研フォーラム2019時点での社
名を使用している。


