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（以下，FB）やTwitter，あるいはSVOD企業
のNetflix, Huluなどが躍り出て，新聞や放送
がlegacy media（旧来のメディア）と呼ばれる
ようになることはまったく想像すらできなかっ
た。その 後の
ネット新興企業
の誕 生や新し
いサービスの開
始，デバイスの
販売開始などの
出来事を並べた

（表1）。
1990年代後

半からの十数年 

 はじめに
1994年7月，筆者は，ロサンゼルスで「パソ

コンの父」とも称される著名な科学者アラン・ケ
イ氏にインタビューした。携帯用コンピューター
のような紙模型を手に，「すべての情報をどこに
いても自由に入手し，学び，人々がつながる時
代がやって来る」と語った。また1993年5月，
マイクロソフトの創業者ビル・ゲイツ氏は「指先
からすべての情報を！」と，メディアの将来像を
私に熱く語った。パソコン普及期，インターネッ
ト黎明期だった 1）。両者の予想は，四半世紀
を経た今，ほぼ実現した。しかし，当時の私
は，この大きな変化の中心に，動画配信サイト
YouTube，プラットフォーム企業のFacebook

この報告では，アメリカ公共放送がマルチプラットフォーム（multi-platform）展開（以下，MP展開）にどのよう
に取り組んでいるのか，その現状，成果，課題，将来像について，フィラデルフィアの3つの公共放送局，地元
紙，アメリカ公共テレビ連盟などの関係者やメディア研究者へのインタビューをまとめた。「リアルタイム視聴の時代
は終わった」「放送 30％，インターネット70％の割合で経営資源を投入」「MP展開の専門家を経営層に」「地域社
会ファースト」などの声があった。主にFacebook，YouTube，Twitter，Instagramなどを利用したMP展開に積
極的に取り組み，フォロワーや登録者の数を増やすことを，直近の課題と捉え，一義的には目指しながらも，最終
的な目的は，engagement（つながり）の強化であると，公共放送の将来像を見定めていることが明らかになった。
また，いち早くMP展開に乗り出したが，2017年に放送免許を返上した公共放送局WYBE（Ch35）の決断に焦
点をあてる。放送設備の維持費用と効果が見合わなくなったことが原因の一つで，今後は教育活動を支援する非
営利団体として再出発すると責任者は語った。まだ大きな成果は見えないものの，MP展開によって果敢に挑戦を
続けるアメリカ公共放送の姿が明らかになった。

本稿は，コロンビア大学ジャーナリズム学部タウ・センター（Tow Center for Digital Journalism at Columbia 
Journalism School）から出た論考“The Platform Press: How Silicon Valley Reengineered Journalism”（2017 
年3月）に触発されている。 

アメリカ公共放送の
マルチプラットフォーム展開
～フィラデルフィアでの聞き取り調査から～

メディア研究部  大墻　敦 　

ケイ氏が製作した
携帯用コンピューターの模型
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間に，ブロードバンドの普及と移動体通信の
速度向上が同時並行的に進み，いつでもどこ
でもニュース，映像コンテンツを視聴できるよ
うになり，「伝統的なジャーナリズムの役割は，
FB，Snapchat，Google，Twitterによって急
速に代替されている。そして，ジャーナリズム
のコストはどのように負担されるのかという問
題が深刻化している2）」とも言われている。

ここからは放送局に焦点を絞って話を進め
よう。アメリカの放送局は生き残りのために，
コンテンツ制作力を生かしつつ放送以外の伝
送路を増やしていく，いわゆるマルチプラット
フォーム（multi-platform）展開（以下，MP展
開）を進めている。放送の視聴率で競い合い
ながら，FBやTwitterなどを利用して，フォロ
ワー数を増やし，テレビを見なくなった若年層
に浸透しようとしている。この厳しい競争環境
の中で，アメリカの公共放送局は，何を課題と
し，将来像をどのように考えているか，という
のが筆者の問題意識である。

2017年4月，次のようなニュースが耳に届
いた。フィラデルフィアの公共放送局WYBE

（Ch35）が，FCC（連邦通信委員会）に放送免

許を返上し，教育活動や教育コンテンツ制作
のサポートをする非営利団体として再出発する
決断をしたという。

筆者は当初，電波で映像コンテンツを届ける
放送事業の形態が変貌を余儀なくされている
小さな兆候ではないか，と考えた。イギリスで
もBBC3（若者向けチャンネル）が2016年から
放送を停止しインターネットだけで若者向けコ
ンテンツを配信している。

WYBEの決断に至る経緯を知るため，フィ
ラデルフィアを調査地に定めて関係者への聞
き取りを進めていくと，「MP展開によって公
共放送の将来像はどのようになるのか」につい
て，示唆に富む数多くのことがわかった。下
記の構成で報告する。

1. フィラデルフィアの放送の歴史と現状
2. 公共放送局のMP展開の取り組み

 2-1 WHYY（Ch12）
 2-2 WLVT（Ch39）
 2-3 WYBE（Ch35）

3. WYBEの公共放送局からの撤退
4. APTS（アメリカ公共テレビ連盟）

 の見解
5. 他メディアとの連携の取り組み

 ～フィラデルフィア・インクワイアー紙～
6. まとめ

小さな公共放送局が周波数オークションで
1 億 3,150 万ドルを手に入れて放送から撤退

（2017 年 4 月13 日付，フィラデルフィア・インクワイアー紙）

1998 Google創業
2000 Google広告の開始
2004 Facebook創業
2005 YouTube創業
2006 Twitter創業
2007 iPhoneの発売

2007 NetflixがコアビジネスをDVDレンタルから
ストリーミングに変更

2008 Hulu創業
2009 WhatsApp創業
2010 iPadの発売
2010 Instagram創業
2011 Snapchat創業

表 1　ネットメディアの主な出来事
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 1. フィラデルフィアの
     放送の歴史と現状

フィラデルフィアは，ペンシルベニア州南東
部にある人口約157万人（2016年）の全米第5
位の都市である。

  

名門ペンシルベニア大学や工学系に強いドレ
クセル大学，州立テンプル大学がある学術都
市として名高い。独立宣言が起草され，18世
紀には10年間だけではあるが首都だった。映
画『ロッキー』で，主人公が駆け上がった階段
で有名なフィラデルフィア美術館がある。面積
は369.4㎢，熊本市や山形市よりやや小さい。
北東にニューヨーク，南西にワシントンD.C.が
位置し，両都市には鉄道で1～2時間ほどと交
通の便が良い。アフリカンアメリカン， アイルラ
ンド系，イタリア系，プエルトリコ系，ドイツ系，
ポーランド系などの人々が暮らし，多様な文化
が根づいている。

放送市場の規模を示すDMA（Designated 
Market Area）で，フィラデルフィアは全米4位，
294万2,800世帯（2017年）の大市場で，23の
地上テレビ放送局がある（表2）。

チャンネル 放送局 種類

2 KJWP 独立系
3 KYW CBS系列
4 WACP 独立系
6 WPVI ABC系列

10 WCAU NBC系列
12 WHYY 公共放送 PBS加盟
17 WPHL Tribune
23 WNJS 公共放送 PBS加盟
29 WTXF Fox系列
35 WYBE 公共放送独立系
36 W36DO-D 宗教チャンネル
38 WPHA-CD 独立系
39 WLVT 公共放送 PBS加盟
44 WMCN 独立系
48 WGTW 宗教チャンネル
51 WTVE 独立系
52 WNJT 公共放送 PBS加盟
57 WPSG CW系列
60 WBPH 宗教チャンネル
61 WPPX Ion系列
62 WWSI 独立系
65 WUVP 大学ライセンス
69 WFMZ 独立系

表 2　フィラデルフィアのテレビ放送局
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地上放送はケーブルテレビで再送信されて
いる。ケーブルテレビの加入率は90%超，つ
まり，ほとんどの家庭で，数百チャンネルの視
聴が可能な厳しい競争環境だと言える。公共
テレビ放送局は5つあるが，WNJS（Ch23）と
WNJT（Ch52）は，隣のニュージャージー州
の放送局なので調査から省くことにした。一つ
の州や都市に複数の公共放送局があるのはア
メリカの特徴である。伝統的に民の力を重ん
じる社会風土の中，地域社会や市場のニーズ
があり電波監理上の問題がなければ放送免許
を出すのが，FCCの原則となっている 3）。

テンプル大学メディア・コミュニケーション
学部ポール・グラック准教授は次のように語る。
「フィラデルフィアは1920年代にラジオ放

送が 始まり，テレビは1950年代からABC，
NBC，CBSなどのネットワーク局が進出した。
その後，ケーブルテレビ企業Comcastが誕生
し全米第2位に成長，70年代には映画チャン
ネルのHBOが，90年代には衛星放送のDish
が登場し，多チャンネル化がいち早く進んだ。
ハイビジョン放送も全米に先駆けて始まった。
2009年にはIPTVのPrism TVが始まり，ス
ポーツや映画などがインターネットで視聴可能と
なった。公共放送局も手をこまねいていたわけ
ではなく，たとえば WHYY（Ch12）は1999年

に，市民がつくるウェブサイト「Liberty Net」
との協業を実験的に始めた。WYBE（Ch35）
は，放送で多文化共生のための番組制作を続
けながらインターネット上で短い尺の動画を発
信するなど，マルチプラットフォームの展開に早
くから取り組んだ」

 2. 公共放送局の
     MP 展開の取り組み

今回，聞き取り調査に訪れたフィラデルフィ
アの3つの公共放 送局は，WHYY（Ch12），
WLVT（Ch39）とWYBE（Ch35）である。

3つの放送局には，表3（P.30）への記入を
依頼した。この表はコロンビア大学ジャーナリ
ズム学部タウ・センターの論考“The Platform 
Press: How Silicon Valley Reengineered 
Journalism”（2017年3月）に倣っている。

この論考ではアメリカの代表的な地上放送
局，ケーブルテレビ局，新聞社，ネット・ニュー
スなど14のメディアが，代表的な23のプラット
フォームのどれを自社の情報発信に利用してい
るのかがまとめられている。14のメディアすべ
てが利用していたのは，Apple News，FB，
Instagram，Instagram Stories，Homepage，
Twitter，YouTubeだった。また，23のプラッ
トフォームすべてを使っていたのはウォールスト
リートジャーナル紙，22がワシントンポスト紙
だった。放送局ではCNNの21が最多だった。
あらゆるメディアが MP展開に力を入れている
実態が理解できる。

2-1 WHYY（Ch12）

最初に訪れたのは，もっとも規模が大きい
公共放送局WHYYである。2000年に改装し
た施設はガラス張りの壁面を特徴とし，市民テンプル大学准教授　ポール・グラック氏
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にオープンな雰囲気を醸し出している。
WHYY（Ch12）は1954年に開局し，現在は

サブチャンネルと合わせて，3つのテレビチャン
ネル（ニュース，教養・エンタメ，子ども向け）と，
2つのラジオチャンネル，ウェブサイトWHYY.
org，オンデマンドのサービスをしている。

PBS（公共放送サービス）に加盟している
ため，大部分はPBSから配信される報道番組

“Frontline”，科学番組“NOVA”など，全国番
組の放送であるが，地域の話題や人物を紹介

する“Anthology”，音楽番組“On 
Tour”，料理番組“Yum”など9つの
ローカル番組を制作している。また，
PBSが始めたオンデマンド・サービ
ス「Passport」のローカル版を運営
し，「60ドルの寄付でApple TVと
Rokuで視聴できる」と呼びかけて
いる。

訪問した日は，ラジオの特別番
組に合わせて，ホールに電話対応
チームを配置して寄付金集めに余
念がなかった。数年前からラジオが

“cash cow”（稼ぎ頭）になっている
とのことで，職場のパソコンやポッ
ドキャストでストリーミングを聞く人
が若者を中心に増加したほか，全
世界で聴取できることで海外から
の寄付も増えている。

2016年のWHYYの予算規模は
約3,480万ドル（ 約38億2,800円）
で，内訳は個人寄付が50％，企業
からの協賛金が14％，政府交付金
が7％。職員数は約200人である。

番組制作担当部長のアレクシス・
ランディス氏はMP展開について，

WHYY WLVT WYBE Philadelphia
Inquirer紙

1 Amazon 　 ○

2 Apple News

3 Apple Watch 　

4 Facebook ○ ○ ○ ○

5 Flipboard

6 Google AMP

7 Instagram ○ ○ ○

8 Instagram Stories ○

9 Instant Articles
（Facebook）

10 Homepage ○ ○ ○ ○

11 Kik

12 LinkedIn ○ ○ ○

13 LINE

14 List
（The List App）

15 Messenger
（Facebook） ○

16 Mobile app ○ ○

17 Pinterest ○ ○

18 Snapchat Discover ○

19 Snapchat Stories ○

20 Tumblr 　 ○

21 Twitter ○ ○ ○

22 WhatsApp

23 YouTube ○ ○ ○ ○

表 3　Technology Platform

WHYY
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次のように語った。「Appointed Television（時
間に合わせてテレビを視聴する習慣）は消滅し
た。経営資源の投入は放送とインターネットで
30％対70％，完全にデジタル･ファーストだ。
ローカル番組を，さまざまなプラットフォームで
配信している」。

表3を見てみると，WHYYは，FB，Twitter 
などを利用しているほか，YouTubeにはチャン
ネル“whyyphila”をもつ。2018年2月，登録
数は 2,000。音楽番組の“On Tour”“Public 
Media Commons”“Flicks””などの動画が数
十回から数百回の再生であるほか，学校の生
徒たちが踊る動画が13万回の再生で最高を記
録している。教育コンテンツは数百回の再生に
とどまっている。Twitterのアカウントもあるが，
フォロワーは4万6,000。ちなみに全国放送の
番組なので比較の対象にはならないが，HBO
の人気番組“Last Week Tonight with John 
Oliver”は，YouTubeの登録は570万超，回に
よっては再生回数3,000万を誇る。また，PBS
の子ども向けのPBS KidsのYouTubeチャンネ
ルには，数万回から数百万回の再生数のコン
テンツが多数ある。

ローカル公共放送局が運営するSNSなどの
登録数，フォロワー数をどう評価するのかは，
視聴者や地域住民の数，達成目標にもよるの

で難しい。では，ここフィラデルフィアの商業
放送はどうかといえば，CBS PhillyのYouTube
動画の再生数は数十回，Twitterのフォロワー
は17万，Instagramは9,000，Facebookは24
万。これも単純に比較はできないが，予算規
模などを勘案すると，WHYYは地域の公共放
送局として，商業放送と互角ともいえる健闘を
しているのかもしれない。

2017年6月，MP展開担当の副社長に就任し
たガブリエル・コーン氏は，90年代にYahoo!で
働き，ニュースのまとめサイトの仕事をしたあと，
サンフランシスコの公共放送を経て，WHYYの
副社長となった。彼は「伝統的なニュースの姿
勢は，私たちが重要なことを知っているので教
えてあげるという態度だ。でも，それではだめ
で，朝起きた人々が，どのような情報を必要とす
るのか，そのニーズを知って，それに合わせて，
ウェブサイト，メール，SNSなどプラットフォーム
ごとに最適化して，ニュースを届けることが大事
だと思う。そのための調査も進めている。ロー
カル公共放送局なのでローカル情報が大事だ
が，一方で国内や国際情報も必要とされてい
る」と語る。表3によると，現在，情報発信に
使っているのは7つのプラットフォームで，FBと
Twitterが中心だという。FBのニュースサイトが
4万4,000，FBサイトが4万2,000のフォロワーで
ある。この数字についてのコメントを求めたとこ
ろ，「数字のよしあしについては答えられないが，
始めたばかりなのに数字は増えていて手応えは
ある。しかし，数字は大切だがもっと大事なの
はengagement（つながり）だ。メンバーになる，
寄付してくれる，メールレターの登録者になっ
てくれるなどのつながりをはじめ，計測不可能
ではあるけれどもWHYYで読んだ記事につい
て友人に話してくれたり，コミュニティーで話題

番組制作担当部長　アレクシス・ランディス氏
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にしてくれたりすることも本質的に大切だと考え
る」と話した。

2-2　WLVT（Ch39）

次に訪ねたのはフィラデルフィアから車で1
時間の距離にある近郊の町ベツレヘム。かつ
て全米2位だったベツレヘム・スチールの本拠
地だったが，2001年に同社が倒産したあと，
エンターテインメント施設が誘致された瀟洒
な街だ。

 

WLVT （Ch39）は，1965年に教育番組の放
送を始め1970年にPBSに加入し，以来，Ch39
として市民に親しまれている。現在は，HDで
メインチャンネルを放送し，SDで4チャンネル

（PBSの配信チャンネル，フランスの国際放送
「France24」など）を地上波放送しているほか，
ケーブルテレビはComcast，衛星はDirecTV
とDish Networkで放送されている。また，オ
ンラインでもサービスを展開している。ローカ
ル・コンテンツには，地元の高校対抗クイズ大
会，ベトナム帰還兵の経験談を記録する“The 
War Is Still With Us”，ベツレヘム・スチー
ルが国を支えた歴史を探るドキュメンタリーな
どがあり，ローカルサービスに積極的に取り
組んでいる。こうしたコンテンツを，ウェブサイ
ト，FB，Instagram，LinkedIn，Pinterest，

Twitter，YouTubeなどでMP展開することに
積極的に取り組み始めている。

社長のティモシー・ファロン氏は，金融ビジ
ネスの職歴をもち，地域社会の名士として理事
を務めてきたが，経営手腕を見込まれCEOに
なって6年目である。

 

「電波でコンテンツを届けることの重要性が
低くなっていると感じている。ローカル放送が
ない深夜でも，人々はApple Watchやスマホ
で情報を求めている。公共放送の存在意義を
さまざまなプラットフォームを使って表現しなけ
ればならない」と語った。

WLVT（Ch39）のYouTubeチ ャンネル の
登録者数は2,200，地域の話題に迫る番組

“FOCUS”のほとんどのエピソードは再生回数
が数十回，『ベツレヘム・スチールの歴史』が
40万回，スタジオに高校生を集めて議論する
番組『10 代と薬物』が3.5万回，若者向け番組

“Production U”の再生回数が百数十回。FB
のフォロワーは9,000。投稿はあまりない。

8月からMP展開担当副社長に就任したヨ
ニ・グリーンバム氏は，「ローカル番組をマルチ
プラットフォーム用に改変するノウハウを蓄積
中である。60 分で理解し感動してもらう番組
と，60 秒で伝えるコンテンツはそれぞれが大

WLVT（Ch39）社長　ティモシー・ファロン氏

WLVT
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切で，プラットフォームに合わせて内容や演出
を練ることが大切だと思う」「まだ始めたばか
り。効果測定の結果と向き合い，engagement
を高めるための改善を続けていくことが大事
だと思う」と語った。

2-3　WYBE（Ch35）

最後に訪問したWYBEは，市内のビルの3
階にある1フロアの放送局である。送信機は数
百メートル離れた場所にある。出迎えてくれた
のは，最後の編集長ジェシカ・シルバー氏だっ
た。前述で少し触れたが，2017年12月に電波
を停止し公共放送から撤退した。

シルバー氏は，WYBEの歴史のおよそ半分
にあたる16 年間，コンテンツ制作や技術管理
などの業務に従事した。思い出深い仕事は，
放送からインターネットに乗り出し，以下にあ
るようにMiNDをブランディングしたこと，地
上波のデジタル化に伴い増えたサブチャンネル
で，NHKワールドTVなどの国際チャンネル
を調達した業務だという。「Media Landscape

（メディア産業の状況）の激変の中，新しい道
を探り続けた日々だった」と語る，小さな公共
放送を支えてきた人物である。

WYBEは1990 年にフィラデルフィアで3つ
目の公共放送としてサービスを開始し，リベ
ラルな内容の番組を制作し高い評価を得てい
た。2008 年には，いち早くインターネットに乗
り出して，MP展開の先駆けとなった。公共放
送局の古いイメージを一新し，“MiND media 
INDEPENDENCE”とブランディングし，ま
だ創業間もないYouTubeに独自チャンネルを
設けて5 分程度の短い動画を数多くVODにし
た。「人々による，人々のためのテレビ」をス
ローガンにMP展開の先頭を走った。

ほかにも“Culture Trek”（文化の旅）では，
10 代の子どもたち6人がコスタリカで異文化体
験を自ら撮影し，“Neighbor”（隣人は誰？）で
は，ヒスパニックやアフリカ系アメリカ人コミュ
ニティーに関連する問題に焦点をあて，“Global 
Lens and Out Loud”では，LGBTに焦点をあ
てるといったように，異なる立場の人々が向き
合う題材の映像コンテンツを多数制作した。

教育ドキュメンタリーの“On the Other Side 
of the Fence”（壁の向こう側，58分，2015）で
は，障害のある子どもたちの学校と健常児の
小学校の交流を記録した。ヘンリー・ネビソン
監督は「制作資金は自己資金だが，カメラや
編集機，車両などの提供をWYBEから受け
た。公共的な番組の制作をサポートする役割
を果たしていた。また，PBSの全国ネットワー
クやインターネットに展開させることで，多く

WYBE

ジェシカ・シルバー氏
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の視聴者の目に触れる手助けをしてくれた」と
語った。この番組は高く評価され，ニューヨー
クフェスティバルで国連広報部賞を受賞した。

では，MP展開の成果はといえば，2017年
末で閉じてしまったが，YouTubeチャンネル
のMiNDTV35に3,000人が登録，20ほどの
動画がアップされていた。海外の人々がアメリ
カの選挙制度について語るインタビュー映像
は100回前後の再生回数。人口増加にともな
う食料不足や水不足の深刻化を警告するアニ
メーション動画は33万回の再生回数。フィラ
デルフィアでのウクライナのダンス公演の動画
が 10万回の再生という。それほど動画数や
再生回数が多くないのは，シルバー氏による
とインターネットで無期限に配信するための権
利処理が十全にできないためで，彼女は「歯
がゆい思いだった」と言う。

PBSの看板番組“NewsHour”が YouTube
で55万の登録者数，FBは134万人のフォロ
ワーがいることと比較すると，今回の聞き取り
調査の対象となった3つの公共放送局でMP
展開しているローカル・コンテンツの存在感が
十分であるとは言い難い。

前述した論考の中で，「広告収入のほとんど
が FB，Snapchat，Googleや Twitterなどの
SNS企業に流れ，伝統的なメディアは，マル
チプラットフォーム展開に何の見返りも保障も
ないまま，投資を余儀なくされている」4）と指
摘されている。フィラデルフィアの公共放送は，
その通りの現状と向き合いながら将来への模
索を続けていた。

 3. WYBE の
    公共放送局からの撤退

2017年 4月13日，WYBE（Ch35）は，放 送
免許を返上して年内に放送を終了し，2018 年
からは公益財団として公的なメディア活動のサ
ポートに徹するとの決断を発表した。WYBE
は，2016年から2017年にかけて行われた周
波数オークションに申請し，周波数帯域を返
上し，その見返りに約1億3,150万ドルを受け
取った 5）。

理事でもあり10 年以上にわたりゼネラルマ
ネージャーだったハワード・ブルメンサル氏は
その理由を，「放送局の維持には年間予算の
約半分がとられ，人件費をはじめ送信機・ス
タジオ・機材・電気代などで数十万ドルかか
る。しかし，電波で視聴している人は数％程
度。この2 年間，理事会で話し合いを続け，
周波数帯域を返上し受け取る資金を元手にし
て，地域社会に役立つ活動を進化させる方針
で意見が一致した」と語った。

いち早くMP展開に力を入れてきたが，イン
ターネット上でも視聴者が増加しない，存在感
を高めることができない，という苦境を打開す
ることはできなかった。しかし，逆に時代の変
化に応じて組織のあり方，地域社会への貢献

WYBE（Ch35）　元ゼネラルマネージャー
ハワード・ブルメンサル氏
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の方法をしなやかに変えていったという見方が
正しいと筆者には思えた。今後は，教育や公
的なメディア活動，映像制作への資金提供や
サポートに徹した財団活動に注力する方針だ。

WYBEの放送からの撤退について，フィ
ラデルフィアで長らく共存してきた公共放送
WHYYのランディス部長は「3つの公共放
送は競合するというよりは社会の多様性を
確保するために支え合ってきたし，その関係
はWYBEが非営利財団になっても変わらな
い」と語る。また，WLVTのファロン社長は

「WYBEはベストの決定をした。広告収入で運
営する商業放送では生み出すことがない価値
を，地域社会の人々に提供することが大事で，
組織の形にこだわる必要はない」と語った。

この2つの公共放送局に，将来，WYBEと
同じ決断をする可能性はありますか? との問
いかけをすると，WHYYのランディス部長は
間髪入れず，「電波であまねく情報を届けるこ
とは使命であり，将来的にも続ける」と答え，
WLVTのファロン社長はしばらく目を閉じて考
えたあとに，「電波でコンテンツを届けること
は，非効率的で視聴者にとって利便性はなく
なってきている。私たちも，次の機会には電
波を返上することを検討するかもしれない」と
答えた。

実は，WYBEの撤退発表後，ケーブルテレ
ビに加入せず，電波で受信している視聴者から

「番組を見られなくなると困る!」という抗議電
話が相次いだ。そこで，視聴者保護のために，
WLVTが肩代わりして，2018年以降も一部の
番組の放送が存続することになった（ケーブル
テレビでは再送信されない）。公共放送の使
命達成と経済効率，双方への目配りの必要性
を，改めて関係者の心に残した出来事だった。

 4. APTS（アメリカ公共テレビ連盟）
    の見解

公共放送にとってMP展開はどのような意
味をもつか，APTS（America’s Public Tele-
vision Stations）6）のロナ・トンプソン副社長
は次のように語った。
「ブロードバンドの普及率は80%だが，有料

テレビに加入できない人たちにも，あまねくコ
ンテンツや，特に災害時に，命を守るための
緊急報道を届ける公共放送の使命は，将来も
変わらない。マルチプラットフォームへの展開
も，その使命達成のための一つの方法として
追求すべきだと思う。またATSC3.07）が導入
されると，インタラクティブなコンテンツが必
要になるので，マルチプラットフォームの展開
に取り組んだ経験は将来，絶対に生かせるは
ずだ。公共放送は公共メディアとして必ず生き
残る」

　

 5. 他メディアとの連携の取り組み
      ～フィラデルフィア・インクワイアー紙～

ここまで公共放送のMP展開について述べ
てきたが，実は，公共放送が紙媒体との連携
も始めていると聞き，その当事者であり地元

APTS 副社長　ロナ・トンプソン氏
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を代表する大手地方紙であるフィラデルフィア・
インクワイアー（Philadelphia Inquirer，以下，
PI 紙）にインタビューを申し入れた。PI 紙は，
全米で3 番目に古い有数の新聞社で，ピュリ
ツァー賞も多数受賞している調査報道の雄であ
る。現在は，PI紙とデイリーニュース紙の2紙
を発行し，オンライン・サービス「philly.com」
を運営している。紙からデジタルへ軸足を移す
ために，数年前に3つあった編集部を1つに統
合したという。

 

PI紙は2016年，株式会社から非営利団体
へと組織改編し，現在，公共放送とも連携し
ながら生き残りを目指している。

テランス・エッガー発行人は「購読料や広
告収入に頼るビジネスモデルは崩壊した。美

術館がアートの重要性を訴えて寄付を募るよ
うに，私たちも，社会にとってジャーナリズム
が清潔な水と同じように必要だと訴え，コスト
負担への理解を深めてもらうことが大切。公
共放送と同じだ」と語った。また，PI 紙のビ
ル・マリモウ編集長は，近年の取り組みとし
て，有害物質の危険性の検証，障害者への
補助金削減問題などの調査報道を公共放送
WHYYと連携して行ったことを挙げ，次のよ
うに語った。
「複数のメディアとNPOが連携して，刑務所

を出所した人々の60％が3 年以内に再犯で逮
捕される現状を改善するためのプロジェクトも
進めている。マルチプラットフォームで展開し
て数字を追求することも大切だが，身近な社
会問題を解決するヒントを人々に提供すること
で地域社会の民主主義に貢献することが，公
共メディアの本当の生き残り策だと思う」

 6. まとめ
「MP展開によって公共放送の将来像はどの

ようになるのか」について，まだ明確な回答は
ないことを実感した。すべての人々の生活に
必要不可欠な情報を届ける公共放送の使命は
変わらないが，放送の経済効率や費用対効果
が課題であることも関係者は認めた。組織改
革しネット業界から人材をリクルートしてMP
展開しても，すぐには結果が出ない。しかし，
地域社会と向き合い，人々の役に立つこと
が最重要。PBSの全国放送も，商業放送も
Netflixも絶対にやらないことだからと，聞き
取り調査に対応してくれた人たち全員が，表
現は異なるものの同様のことを前向きに語っ
たのが印象的だった。

テンプル大学のグラック准教授は「技術の

PI 紙編集室

　

PI 紙発行人　テランス・エッガー氏
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進化を恐れることなく，地域社会に役立つコ
ンテンツをつくり，届けることが私たちにでき
ること。そのためには，これまでのように，何
かを調べて教えてあげる，という考え方から
脱却して，住民の声に率直に耳を傾け，取材
した正確な情報を丁寧に整理して，あらゆる
伝送路を使い，適切なタイミングで伝えること
が公共メディアの変わらない役割だと思う」と
MP展開の重要性を語った。

今回の聞き取り調査で，何よりも示唆に富ん
でいたのは，MP展開を試みることで公共放
送の存在意義を再確認し，自らを変化させる
実験を積極的に続けている真摯な姿だった。
公共メディアとは何か，どのような役割を果た
していくことが求められているのか，アメリカ
の公共放送の模索は続く。

2018年3月7日，NHK放 送文化 研究 所の
「文研フォーラム2018」の一環として開催され
るシンポジウム「欧米メディアのマルチプラッ
トフォーム展開」では，CNN Digital World-
wideのMeredith Artley上級副社長（SVP & 
Editor In Chief）と，PBSのEric Wolf副社長

（Technology, Strategy & Management）が
参加し，このテーマについて議論を深めてい
く予定である。

　　　　　　　　　（おおがき あつし）
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