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 1. はじめに

国際公共放送会議（PBI: Public Broadcast-
ers International）が，2019年9月9～11日に，
フィンランドの首都ヘルシンキで開催された。
PBIは1990 年に，多メディア・多チャンネル化，
グローバル化，放送の自由化が進む中で各国
の公共放送の幹部が集い，公共放送が直面す
る課題を共有し，それぞれの経験から学ぶこ
とを目的に組織されたもので，1991年から毎
年開催されている1）。

今回のテーマは「急変する世界で社会に向
けた価値の創造（Creating value for society 
in a rapidly changing world）」である。デ
ジタル化が進んでいる欧州では視聴者が，公
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共放送のサービスより，Netflixをはじめとす
る有料動画配信や，FacebookなどのSNS，
YouTubeなどによる情報共有サービス，また
これらのニュースサービスのほうを利用する傾
向が特に若者の間で強まっている。こうした動
きに対し，公共放送はどのような価値を創造
し，視聴者の信頼を得て，利用者を増やして
いくことができるのか，会議に参加した公共
放送事業者からは，さまざまな試行錯誤が報
告された。今回はPBIヘルシンキ会議から見
えてきた，デジタル時代の公共放送のコンテ
ンツ展開やジャーナリズムを取り巻く現状と課
題を中心に報告する。

 2. PBI 2019 ヘルシンキ会議の概要

今回のPBIヘルシンキ会議は，フィンランド
の公共放送YLE（フィンランド放送会社）が
初めて主催した。

会議は，ヘルシンキ市長らを招いた9日の歓
迎レセプションのあと，2018年にYLE初の女
性会長として就任したメリア・ウラ・アンティラ

（Merja Ylä-Anttila）氏のあいさつで始まった。
10日と11日には7つのセッションが行われた。
セッションの内容は以下のとおりである。PBI会場　ヘルシンキ音楽センター
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会議には，フランスの公共放送FTV（France 
Télévisions）が10年ぶりに参加したほか，カ
ナダCBC/Radio-Canada，スウェーデンSVT，
スイスSRG SSRなど，世界の公共放送の経営
トップ，幹部クラスを中心に約100人が参加し
た。今回，BBCはスケジュールの都合で不参
加となった。

NHKからは，セッション6に技師長の児
ちご

野
の

 
昭彦氏が登壇し，「AIを使った番組制作（Pro- 
gram Production using Artificial Intel-
ligence）」というテーマで，AIを駆使したス
マートプロダクション（Smart Production）

に関する開発，実践例についての報告を行っ
た。スポーツの競技データを用いたロボット実
況や自動解説放送をはじめ，“AIリポーター”
の「ニュースのヨミ子」や音声認識による書き
起こし制作システム，ダイジェスト映像の制作
を支援するための映像自動要約システム，CG
を駆使して4次元（3次元空間と時間）で表現
する新しいスポーツ番組の演出方法なども報告
した。発表内容について，講演後に複数の放
送関係者からコンタクトがあるなど，大きな反
響を呼んだ。

  3. デジタル時代のコンテンツ戦略とは

今回の会議の主要なトピックであったデジタ
ル時代のコンテンツ展開をめぐる議論について
報告する。

ここ数年，欧州全域でNetflixなど有料動
画配信サービスが飛躍的に契約数を伸ばして
きた 2）。 フランスでは2019年，Netflixの契
約数が600万件にまで達したと伝えられた。
Amazon Prime Videoもある中，2020年には
Disney+もフランスへ進出する。こうした動き
に対し，公共放送として価値あるコンテンツを
どう提供するのか。

セッション2で登壇したFTV会長のデルフィー
ヌ・エルノット（Delphine Ernotte）氏が強調し

YLE会長　メリア・ウラ・アンティラ氏

NHK技師長　児野昭彦氏

9月10日

セッション1 民主主義への脅威とは?
メディアの役割と信頼

セッション2 デジタル時代の遺産と
リーダーシップ

セッション3 公共サービス調査報告
セッション4 社会的な価値の創造

9月11日
セッション5 協働か死か
セッション6 メディアの新しい潮流

セッション7 大局的な考え方　
～何を維持し何を変えるべきか～

プログラム
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たのが，コンテンツの差別化である。アメリカ
のNetflixにはないフランス文化の魅力を売りに
しようというものである。それに向けて，FTV
はフランス国内のプロダクションに対し，番組
制作費の増額やFTVのチャンネルで独占的に
配信できる契約をすることで，優れた自国コ
ンテンツの確保を進めている3）。さらに国内外
の放送局との連携の重要性も強調した。欧州
の放送局との連携については，FTVはドイツ
ZDFやイタリアRAIとドラマシリーズを共同制
作している。2019年に没後500年となるイタリ
アルネサンスの巨匠レオナルド・ダ・ビンチの生
涯を描いた『Leonardo』をはじめ，3つのドラ
マシリーズの制作を発表している。

また国内での提携については，フランスの
商業放送局のTF1，M6と共同で運用を開始
する動画配信サイト「Salto」4）を挙げた。Salto
は2020 年に開始する予定で，無料の見逃し
サービスのほか，有料の動画配信サービスを
提供する。フランスの公共放送が商業放送と
業務提携するのは初めてである。

さらにエルノット氏は，若い世代向けのデ
ジタルコンテンツの充実も強調した。FTVは
2022年までに1億6,000万ユーロ（約192億円）
の経費削減や人員削減を迫られている。デジタ
ル展開に注力するため，子どもと若者向けテレ
ビチャンネルF4は2020年中に廃止し，コンテ

ンツはデジタル展開のみにする。デジタル予算
は，政府の方針のもと，増額が計画されてい
る。2022年までに公共放送全体で1億5,000
万ユーロ（約180 億円）が投入される見込みで
ある。

欧州域内での連携強化については，セッショ
ン5に登壇したNordvisionからも報告があっ
た。Nordvisionはノルウェー，フィンランド，
スウェーデン，デンマーク，アイスランドの公共
放送が出資して運営している組織で，デンマー
クに拠点を構えている。これらの北欧の国々
が文化的，社会的にも高い類似性を備えてい
ることを生かし，5か国で番組を共同制作し各
国に配信している。Nordvisionは，ドラマから
アニメ，ドキュメンタリーまで幅広いジャンルで
共同制作を行っている。その成果として，予算
や人員の効率的運用だけでなく，ノウハウの共
有による制作スキルの向上を挙げた。2018年
は1,600本余りの番組を共同制作した。北欧ら
しさをキーワードにコンテンツ展開しているが，
特に若者の友情，恋愛や家族をテーマにした
ドラマシリーズY12 5）は若者に人気だという。

Nordvisionは，ヨーロッパ放送連合（EBU）
を通じて欧州各国にも番組を配信している。
北欧5か国以外でもこのスキームへの参加を表
明している公共放送局があると，その広がり
についても報告された。

Salto Nordvision
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アメリカ発信のコンテンツにはない，コンテ
ンツの差別化で，どれだけ視聴者を増やせる
か? 欧州の国によっては，アメリカの有料動画
配信事業者への課税強化によって，自国の番
組制作を優遇しようとする動きもある。地域性
を生かした各国連携によるコンテンツ制作の
動きは今後も進むものと思われた。

 4. 揺らぐ情報源としての公共メディア

次に，会議で大きな話題となったのが，セッ
ション3における英オックスフォード大学ロイ
タージャーナリズム研究所の報告であった。世
界各地で，FacebookやTwitterなどSNSを情
報源に利用する視聴者が増える中，情報源とし
て信頼されるべき公共放送の立場が揺らいでい
る。フランスの「黄色いベスト運動」など，社
会の分断や民主主義の危機と呼ばれる現象も
ヨーロッパで起こっている。公共メディアとして
信頼回復に努め，民主主義を強化し多様性を
重視していくことについては，FTVのエルノッ
ト氏をはじめ，複数の登壇者が強調した。

実際，公共放送のニュース報道は視聴者に
どう届いているのか? 今回は，ロイタージャーナ
リズム研究所の所長ラスムス・クライス・ニール
セン（Rasmus Kleis Nielsen）氏が招かれた。
そして公共メディアのニュースの視聴者の傾向
について「教育水準の高い年配者で，政治的
には多様（Old, Educated, and Politically Di-
verse）」とする報告が行われた。

調査対象としたのは，欧州8か国の公共
放送（イギリスBBC，フランスFTV，ドイツ
ZDF，フィンランドYLE，イタリアRAI，ス
ペインRTVE，ギリシャ ERT，チェコČeská 
televize）で，各国およそ2,000人を対象にオン

ラインで調査分析したものである。調査内容
は，年齢や学歴に加え，政治的傾向による違
いなども分析した。ポイントを絞って内容を報
告する。

まず，対象者は放送（オフライン）とオンラ
インのどちらを利用しているかについては，調
査国すべてにおいて視聴者は依然として放送

（オフライン）の利用が多かった（図1）。

また年齢別では，今回調査した8か国の公共
放送すべてにおいて，55歳以上の視聴者が占
める割合が，利用者全体の半分近くを占めた。

さらに18～24歳の若者がニュースソース
として何を利用しているかについては，イギ
リスを除き，7か国で公共放送のニュースサ
イトよりもFacebookの利用者が多くなってお
り，特にフランスでは，FTVのニュースサイト
franceinfoを利用する若者の割合が 7％であ
るのに対し，Facebookは45％，YouTubeは
34％となっていた。チェコやギリシャでもその
傾向は顕著で，若者の60％が Facebookを情
報源にしているとのデータが示された。

また学歴によって利用するメディアがどう違

図1　公共放送の週間視聴率
各国のオフライン，オンライン利用

（ロイタージャーナリズム研究所データより筆者作成）
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うかについての調査結果も示された。これは
8か国とも，ほぼ同じ傾向を示した。教育レベ
ルが高い視聴者層ほど公共メディアの利用が
多く，逆に低い層では商業放送やFacebook
やYouTubeの利用者が多いという相関が見ら
れたとしている（図2）。

さらに，視聴者の政治的傾向によって，公
共放送の利用率にどのような違いがあるかに
ついても報告があった。まず政治的な左派層・
右派層の情報源に関する分析については，ギリ
シャ以外は，公共放送のニュースは両方の層に
利用されているが，ドイツ，フランスでは左派
層により多く利用されている傾向があるとした。
また調査した8か国中，7か国で右派層が商業
放送を情報源としていることも報告された。

こうした中，報告書はポピュリズムについて
も言及している。ロイタージャーナリズム研究
所は，ポピュリズムを定義するために「重要な
決定に民意が反映されるべき」「大半の政治家
は民意を反映していない」という2つの指標を
設けた。これらの指標をもとに「強く賛成」か
ら「強く反対」まで5 段階に分けて，その傾向
を見ながら，視聴習慣との関係を分析してい

る。調査結果は，公共メディアのニュースは“ポ
ピュリスト”“非ポピュリスト”双方に利用されて
いるとしている。しかし，イギリス，ドイツの
公共放送については，“ポピュリスト”の利用者
が少なく，“ポピュリスト”の情報源が主に商業
放送になっているデータが示された（図3）。

今回の調査結果全体を踏まえ，ロイター
ジャーナリズム研究所は，公共メディアに対
し，情報が届いていない視聴者層に向けてよ
り思いきった投資を行うことや，若者層獲得
のためのSNSのさらなる活用が必要であると
した。ただし，営利目的で運営され，アルゴリ
ズムでアクセスをコントロールしているSNSへ
の過剰な依存は禁物であることもつけ加えた。
また，評価基準の見直しについても言及した。
その理由として，ネット上で供給されるコンテ
ンツはすでに飽和状態で需給バランスは崩れ
ており，この市場で視聴率や視聴時間を稼ぐ
のは容易ではないとし，視聴時間，視聴率と

図 2　教育レベルと情報源（イギリスの場合） 図 3　ポピュリスト的傾向と視聴

（ロイタージャーナリズム研究所データより筆者作成）

（ロイタージャーナリズム研究所データより筆者作成）
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いった従来の指標に代わる新しい指標の必要
性を強調した。

 5. マネージメントの試行錯誤も

今回の会議では，デジタル時代の課題に対
し，組織や働き方，社内風土の改革で，新た
な価値の創造を目指す報告もあった。セッショ
ン6で登壇したフィンランドのYLEは，ボトム
アップによる職場改革「Lean and Agile」プ
ロジェクトについて紹介した。文字どおり，仕
事の無駄を省き，デジタル時代に機敏に対応
できる組織作りを目指すものである。ニュー
ス，制作，技術など異なる専門分野の職員が
チームを作り，課題や目標を共有し，従来の
仕事のやり方を見直し，効率的に成果を出す
方法を探っている。

スウェーデンの公共放送SVTも，セッショ
ン7で，業務改革について報告した。スウェー
デンでもGoogle, Facebookといったアメリカの
巨大ネット事業者が躍進している。こうした中，
SVTが取り組んでいる戦略の1つが，視聴者
の動向をデータだけではなく，視聴
者と直接会って話し，視聴者が考え
ていることを丁寧につかもうというも
のだ。その一環で「FIKA（お茶会）」
を各地で開催している。会長をはじめ
幹部，一般の職員が視聴者とお茶を
飲みながら直接対話するものである。
このプロジェクトの成果の1つとして，
職員がより謙虚に視聴者のことを考え
るようになったと報告された。“上から
目線”ではなく，視聴者の目線で発想
することが職員の視野を広げることに
つながっているとした。

こうして市民とつながり，市民の声を直接聞
いていく重要性は，ほかの公共放送からも言
及があった。デジタル時代だからこその視聴
者とのより緻密なコミュニケーションの必要性
が共有された。

 6. 公共放送以外からの提言

会議のテーマ，公共放送の価値の創造につ
いては，放送局ではないが，セッション2で
登壇したフィンランドの図書館からの報告が示
唆に富んでいた。2018 年12月にヘルシンキに 
オープンした，巨大な橋をイメージする3階建て
の中央図書館「Oodi」6）は，国際図書館連盟
からそのユーザー目線のコンセプトやデザイン
が評価され，2019年の世界最高の公共図書館
に選ばれた。登壇した図書サービス長のカトリ・
ヴァンティネン（Katri Vänttinen）氏は，「図書
館の使命は民主主義の普及」と言う。そしてそ
の使命のもと，多くの市民の声を反映し，利用
者にとって魅力的な場所になるよう設計された
という。レイアウトはユニークで，1階はカフェ，

　Photo: KuvioOodi
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2階はパソコンを使ったプログラミング，3Dス
キャナーによる工作，ミシンでの縫い物など，
自由な発想でさまざまな設備を使えるアトリ
エ，3階は，広々とした空間に10万冊を所蔵
する書架が並んでおり，ゲームソフトも置いて
ある。施設は夜10 時まで利用することが可能
で，連日，遅くまで多くの若者が利用している。

ヴァンティネン氏は，「今の社会を映すもの
を取り込んでいくのが図書館」と考えていると
いう。このほか，利用者が楽しめるイベントも
随時企画され，図書館を中心としたエリアに
活気も生み出しているという。市民の声を聞
き，社会の実態に合わせ，公共メディアが柔
軟な発想でどのような価値あるサービスを創造
できるのか，公共メディアの課題解決へのヒン
トを感じさせる報告であった。

 7. おわりに

Netflixなどアメリカの大手有料動画配信
サービスや，FacebookやYouTubeなど SNS
サービスの存在感が増す中，予算も人員も限
られる欧州の公共メディアの厳しい現状が，
会議を通じて感じられた。極右政権の躍進や
社会の分断が問題となる中で，複数の登壇者
から，民主主義を守るために公共放送の使命
を果たしていくとする強い意志も表明された。
しかし，具体的な有効策については，まだ見
えてきていない。公共放送間の連携やコンテ
ンツの差別化で，今後どれだけ存在感をア
ピールできるのか，また，デジタル時代の視
聴者のニーズを柔軟にサービスに反映し，あ
まねく人々にどう情報を届けることができるの
か。今後の世界の公共放送の動きをさらに注
視していきたい。            （おがさわら あきこ）

注：
 1） 田中孝宜「国際公共放送会議（PBI）報告　BBC

ホール会長の基調講演に見るヨーロッパの公共放
送の現況」『放送研究と調査』2019年2月号

 2） https://www.ebu.ch/news/2016/06/european-
svod-reach-50-mil-2020

 3） https://www.francetvpro.fr/node/23813821/
export/pdf?export=pdf

 4） https://www.salto.media/
 5） https://www.nordvision.org/english/young-

adult-drama/
 6） https://www.oodihelsinki.fi/en/for-media/
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