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米メディアのマルチプラットフォーム展開」1）で，
放送に軸足を置きながらインターネット上の多
様なプラットフォームを利用して視聴者ニーズ
に沿ったコンテンツを届けるための戦略を調査
してきた。本稿では，公共放送が公共メディ
アに進化しても軸足を置くことに変わりはない
地上放送サービスの将来像を，ATSC3.0導入
の動きの中から探っていく。また，ATSC3.0
導入が，地方都市におけるテレビ・エコシステ
ム（公共放送局，商業放送局，ケーブルテレ
ビなどによるバランスのとれたメディア環境）
の再構築を模索するきっかけになっている点
についても当事者の声を伝える。

ATSC3.0はATSC（Advanced Television 
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モバイルデバイスなどに，個々の視聴者に最適化したコンテンツや広告を届け，災害時には生命と暮らしを守る高度
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公共放送がATSC3.0に積極的に取り組む理由が，2018年7月，関係者にインタビューした結果，明らかになった。
PBS（公共放送サービス）のエリック・ウォルフ技術担当副社長は「ATSC3.0への移行により，公共の安全，教育
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番組を提供するのが公共放送の使命だ」と語った。

また，ATSC3.0導入をきっかけに，地方の公共放送局と商業放送局が，それぞれの強みを生かしてローカルコミュ
ニティーに貢献する新しいテレビ・エコシステムの構築を模索していることがわかった。

次世代放送規格「ATSC3.0」に
アメリカ公共放送局はどう取り組んでいるのか？
〜地方都市における新たなテレビ・エコシステムの構築へ〜
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Systems Committee，高度テレビジョンシステ
ム委員会）によって2017年に策定された規格で
ある。その主な特徴は，インターネットと同様
の機能を持ち，テレビ，パソコン，タブレット，
モバイルデバイスなどに，個々の視聴者に最適
化したコンテンツや広告を届け，災害時には生
命と暮らしを守る高度な緊急報道サービスなど
が可能になることである。

アメリカの市場は，商業地上放送の4大ネッ
トワーク，ケーブルテレビ，衛星放送，IPテ
レビ，OTTなどがしのぎを削る厳しさである。
地上放送局は，インターネットやSNSなどマル
チプラットフォームでのサービスを充実させ反
撃を試みているが，ターゲティング広告のノウ
ハウが高度化するに従い広告を奪われている。
インターネットが持つ双方向性やIP機能におい
て，地上放送が劣位になったことが原因のひ
とつとされているため，ATSC3.0が救世主に
なるのではないかと期待されている。しかし，
ATSC3.0は後方互換性がないため，送信機，
放送局の施設や機材，アンテナ，デバイスをす
べて新規更新することが必要となり，放送局，
視聴者に大きな負担が生じる。そのため，地
上放送局の態度はさまざまである。なぜなら
ば，2017年11月16日，FCC（連邦通信委員会）
が，ATSC3.0 への移行については，アナログ
からデジタルへの転換時のように国が主導する
のではなく，放送局が任意に導入を進めてい
く方針を承認したからだ。つまり，リスクを負っ
て移行するかしないかは，それぞれの地上放
送局の経営判断に委ねられている。

今回は，公共放送の対応については，APTS
副社長のロナ・トンプソン（Lonna Thompson）
氏，PBS（公共放送サービス）技術担当副社長 
のエリック・ウォルフ（Eric Wolf）氏，ATSC3.0 

伝送実験“Phoenix Model Market: A Test 
Bed for Next Generation TV Services”が
行われている，アリゾナ州フェニックスにある
公共放送局Arizona PBSゼネラル・マネー
ジャーのメアリー・マズール（Mary Mazur）氏，
技術担当部長のイアン・マックスパッデン（Ian 
MacSpadden）氏に，商業放送の対応につい
ては，プロジェクト責任者でPearl TV常務
取締役のアン・シェル（Anne Schelle）氏に，
2018年7月，インタビューを行った。

日本ではすでに，超高精細度放送（4K・
8K）等の機能を活用した新しい放送サービス
が検討され，技術的な実験が開始されている。
5G（第5世代移動通信システム）が稼働すれ
ば，4K 動画でも快適な映像配信が実現する。
内閣府が提唱するSociety 5.0 2）などで描かれ
るIoT（Internet of Things）社会に向かうな
か，地上放送の位置づけを公共メディアの観
点から考えるうえで，米公共放送の取り組みが
参考になると筆者は考えた。なお，本稿では，
ATSC3.0の技術面での詳細な説明は参考資
料に譲る 3）。

 1. ATSC3.0 導入の経緯
アメリカでは，1953年にアナログNTSC方

式でアナログ・カラー放送が開始され，43年
後の1996年，デジタル放送の規格ATSC1.0
が FCCに承認され，1998年から放送開始，
2009年にNTSC方式が停波し，デジタル放
送に完全移行した。2011年，ATSC（高度テ
レビジョンシステム委員会）は，ATSC1.0を大
幅に改善する新規格ATSC3.0の策定を始め，
地上放送・ケーブルテレビ・衛星放送事業者，
映画産業の関係企業，家電や放送機器，コン
ピューター，集積回路のメーカーなど125 社が
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参加し，2017年に規格が策定されてFCCの
認可を得た 4）。

ATSC3.0の主な機能は，
● 視聴者の属性に合わせた番組やコンテンツ

の配信
● 多チャンネル化
● 移動体，モバイルデバイスでの視聴
● IPベースで家庭内のテレビ，パソコン，タ

ブレット，スマホなどマルチ端末への双方
向コンテンツ配信

● 4K，8K，HDR（High Dynamic Range）
● マルチチャンネル音声サービス
● 複数言語によるキャプション
● 高度な緊急警報放送

などである。一般論であるが，現行機材との
互換性を維持すれば，機能改善の幅は小さく
なるが，放送局の機材や視聴者の受信設備
の更新コストを抑えることができる。一方，機
能改善の幅を大きくしようとすれば，互換性
をあきらめコスト増を受け入れる必要がある。
ATSC3.0の場合は後者を選んだ。

 2. 商業地上放送局の対応と戦略
アメリカでは「1996年電気通信法」制定以

降，放送と通信の垣根がなくなり，自由競争の
もと，テレビ産業をめぐり買収，合併，グルー
プ化が進み，世界最先端の厳しい競争市場 
となっている5）。さらに，YouTubeやNetflix，
Amazon Prime，Huluなどのほか，衛星放送
やケーブルテレビでは数チャンネルを束ねて安
価に提供する“Skinny Bundle”が展開される
など，動画に関するサービスの多様化が進み，
リニア視聴からVODへ，据え置きテレビからモ
バイル視聴へと，視聴者のコンテンツ消費性向
が変化していく急激な動きに地上放送局は追

いついていないとされている。2018年7月，家
庭のテレビで映像コンテンツを視聴する際，地
上放送やケーブルテレビの番組よりもNetflix
を見る人のほうが多くなっていることが，米投
資・調査会社コーエン&カンパニーの調査で明
らかになった。具体的にはNetflixが27.2%で1
位，以下，ケーブルテレビの基本パッケージ＝
20.4%，地上放送＝18.1%，YouTube＝11.4%，
Hulu＝5.3%，Amazon Prime＝4.7%，ケーブ
ルのプレミアムパッケージ＝4.6%と続く。さら
に18～34歳の若年層に限るとNetflixが39.7%
と圧倒的で，地上放送は7.5%と，地上放送離
れの傾向がより顕著にみられた。その影響は
広告収入に如実に表れている。eMarketerの
発表によると，2018 年のテレビ広告費は2017
年より0.5％減少して698億7,000万ドルになり，
米メディア広告支出総額のうち，テレビのシェ
アは33.9％から31.6％に低下すると予測される
一方，デジタル広告の総支出額は18.7％増の
1,073 億ドルとなる見通しである。

そのため，地上放送局では，ATSC3.0をビジ
ネスモデル転換の大きなチャンスと捉える動き
が出ている。広告会社WideOrbitが2017年 4
月に発表した調査報告によれば，地上放送局
の75％がATSC3.0の価値を認め，半数以上
が移行の検討を始めている 6）。4大ネットワーク
ABC，CBS，NBC，Foxは，インターネット上 
での見逃し配信，同時配信，VODサービスな
どを優先させ，ATSC3.0は次善の策と考えて
いるようにみえる一方，ローカル放送局運営会
社（Sinclair，Nexstar，Univisionなど）は非
常に熱心に取り組むなど，対応にはばらつき
がある。
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 3. 公共放送の戦略と課題
アメリカの放送は歴史的に，商業放送が先

行して大きな影響力を持つなか，主に地域の
教育的なサービスを充実させるための非商業
放送局が並存し，その9割近い約350局が
PBSに加盟している7）。影響力が大きいとは言
えないが，“News Hour”，科学番組“NOVA”，
ドキュメンタリー番組“Independent Lens”，
幼児向けチャンネル“PBS KIDS”など質の高
い映像コンテンツで信頼を勝ち得てきた。

公共放送局の主な収入源は視聴者や企業か
らの寄付金と政府交付金で，財政基盤は弱い
とされ，存在感の低下は寄付金の減少につな
がる。そのため，「いつでも，どこでも人々が
必要とする公共的なコンテンツを届ける」ことを
目指して，PBSは公共メディアへの進化に挑戦
中である。2010年ごろからデジタルファースト
の施策をとり，2015年にはVODサービス“PBS 
Passport”を始めているが，さらなるステップ
アップのためにATSC3.0 への取り組みが始
まっている。

PBS 技術担当副社長のエリック・ウォルフ
氏に聞いた。
ウォルフ氏：ATSC3.0の導入は公共放送に柔

軟性と新しいチャンスを与え，全米人口の
97％に無料で優れた教育的な番組やデータ
放送を提供することになります。また，個人
情報が保護されたIPデータ取得で新サービ
スが開発でき，その結果，公共の安全，教
育向上などが見込まれます。導入するか否か

を決断するのはそれぞれの放送局ですが，
PBSとしては導入を推奨していきます。

−視聴者にとっての具体的なメリットは？ 

ウォルフ氏：例えば，ドキュメンタリー“The 
Vietnam War”では，HDRと呼ばれる精細 
な画面と広い色域で迫力のある映像を楽し
めますし，取材相手であるベトナムの人々
の編集前の吹き替えではない長尺のインタ
ビューを聞くことが，テレビだけでなくスマ
ホでも可能になります。PBS 番組の視聴履
歴データを視聴者ごとに集積し，きめ細かい
レコメンドサービスの提供ができます。また，
インターネット上のコンテンツと連携させて，
子どもや親と双方向でやりとりしながら学習
効果を高め，その子の学力やクラスの学習
進度に合わせて適切な教育コンテンツを提
供できるようになり，学校で学んだことを自
宅に持ち帰り復習もできます。遠隔地教育も
同様に充実することになります。

−課題は？

ウォルフ氏：経営基盤が弱い小さな公共放送
局のコスト負担をどうするのか，また，現行
のATSC1.0とのサイマルキャストを実施する
際の周波数の確保などが課題です。
　変化し続ける視聴者の期待に応えるため
に，商業放送局と公共放送局の両方が変化
することが重要です。ATSC3.0 への移行は，
従来型の地上放送局が，近未来のメディア・
エコシステムに参加する資格を与えられるこ
とを意味しています。

各地の公共放送局がATSC3.0に移行する
ための費用確保の交渉を議会とするなど，支
援活動を進めるAPTSのロナ・トンプソン副
社長に聞いた。

PBS（公共放送サービス）は非営利団体で，
主たる任務は，番組の外部調達，メンバー局
による制作番組の配信，戦略立案，インター
ネットサービスの共通プラットフォーム構築な
どである。
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トンプソン氏：正式な調査はしていませんが，
10～20％の公共放送局がATSC3.0 への移
行を決断している状況だと推測しています。
個人的な意見になりますが，目標は10年以
内に全米のすべての公共放送局がATSC3.0
に移行し，人々が受信設備を更新し，高度
な公共的なサービスを享受することです。

−ATSC3.0に積極的に取り組む理由は？

トンプソン氏：大きなねらいのひとつは，テレ
ビ離れをしている18～34歳の若い層が持つ
モバイルデバイスに公共的なコンテンツを適
切に届けることで，彼らに公共放送の存在価
値を認識してもらうことです。また，公共放
送の使命はブロードバンドのサービスを受け
ることができない社会的弱者，低所得者層
にも公平・公正なニュース，教育・教養番組
を提供し，社会基盤を底支えすることです。

−インターネットでは対応できませんか？ 

トンプソン氏：インターネットは自前の伝送路で
はありません。通信会社やプロバイダーの都
合で，私たちにとっての不都合がいつ生じる
かわからない不安定な面があります。

 4. フェニックスプロジェクト

次 に，2018年4月に 始まったATSC3.0 伝
送実験“Phoenix Model Market: A Test Bed 
for Next Generation TV Services”の現状をみ
ていく。

4-1 アリゾナ州フェニックス

アリゾナ州は米国南西部に位置する州で，
世界遺産グランドキャニオンがあることで知ら
れ，全米6位の面積に約700万人が暮らしてい
る。近年は，カリフォルニア州からハイテク企

業が流入し一大拠点となっている。その州都で
あるフェニックスには，4大ネットワーク，スペ
イン語や宗教の専門チャンネル，公共放送など
23のテレビ局がある。市場規模（Designated 
Market Area）は全米12位，世帯数約190万
で，約20％の世帯が地上放送をアンテナで
直接受信しているのが特徴である。

4-2 Phoenix Model Marketの概要

2018年4月9日，KFPH UnimasでATSC3.0
の伝送実験放送が始まり，ABC系列KNXV 

（E.W. Scripps Company），CBS系列 KPHO 
（Meredith Loca l Media Group），NBC 
系列 KPNX（TEGNA），FOX 系列 KSAZ， 
CW系 列 KASW（Nexstar Media Group），
KUTP，KTVK（Meredith Loca l Media 
Group），KTAZ（Telemundo Station Group），
KFPH-CD，KTVW-DT（Univision）のほか，
Arizona PBSが参加している 8）。

主な目的は技術的なテストである移動体や家
庭用の小さなアンテナへの伝送実験，双方向
コンテンツの使い勝手の検証，現行ATSC1.0
からの移行に伴う課題の洗い出しなどのほか，
ビジネスモデルの構築や地元ケーブルテレビと
の連携が可能かどうか，なども合わせて調査
することである。

冒頭で述べたように，ATSC3.0の導入は
任意でビジネスベースとなっている。Phoenix 
Model Marketの名称は，地上放送ビジネスが
成立するかどうかのモデル市場という意味合い
が由来となっている。

4-3  Phoenix Model Marketの
    現状と課題

Phoenix Model Marketのプロジェクトリー
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ダーであるPearl TV常務取締役シェル氏に聞
いた。
−商業地上放送局としてのねらいは？

シェル氏：第一に，NetflixなどのOTTサービ 
スやSNSから広告を取り戻すことです。地 
上放送は，誰がいつどの番組をどのぐらい
見たのかが具体的にわからないのが欠点で，
FacebookやGoogleのように精密な視聴デー
タをとることができません。商業地上放送
の維持のためには，視聴者と広告主にとって
の地上放送の価値を高める必要があります。
ATSC3.0の導入で，調査会社に頼ることな
く，独自に個々の視聴者のリアルタイム視聴
データを取得できるようにして，高度なター
ゲット広告を実現しビジネスモデルを刷新す
ることをねらっています。
　商業地上放送が生き残るための鍵となる
のは，アメリカ人の93％が毎日視聴するロー
カルニュースです。OTTサービスにはない
サービスです。地域社会で暮らす人たちが
必要とするローカルニュースを，ひとりひとり
に最適化して伝えることでローカルコミュニ
ティーに貢献したいと願っています。

Pearl TVでは，将来，傘下の300放送局で
ATSC3.0への移行が進めば，全米各地のロー
カルニュースを個別の視聴者の要望に応じて
配信することも検討中だという。例えば，両親
が暮らす出身地や仕事で必要な地方のニュース
を，必要なときに適宜受け取れるようなサービ
スである。
−人々の受信設備更新は進みますか？

シェル氏：スマホの中に入れる受信チップやテ
レビに接続する廉価なセットトップボックス
の開発も進んでいます。スマホの更新頻度は

テレビより高いので，ATSC3.0の利点を正
確に伝えていけば十分に可能だと思います。
2020年にはサービスを開始する予定です。

4-4 Arizona PBSのねらいと戦略

Arizona PBSは，ジャーナリズム研究で知
られるアリゾナ州立大学ウォルター・クロンカ
イトスクールに拠点を置き，4つのチャンネルで

『Arizona Horizon』『Check, Please! Arizona』
『Cronkite News』などのローカルニュースや教
育コンテンツを約190万世帯に届けている10）。
Phoenix Model MarketにはPearl TVから要
請を受けてあとから参加した。Arizona PBSの 
ゼネラル・マネージャー，マズール氏に聞いた。
マズール氏：もっとも関心があるのはインタラ

クティブ性に関するデータを収集し，視聴
者をどのように増やすことができるかを確認
することです。子ども向けチャンネルのPBS 
KIDSを利用して，若い世代の家族を対象
にデータ収集（Data Casting）の可能性を
確認します。また，遠隔地教育についても，
何が可能なのか，基礎的な情報収集を行い
ます。

−教育コンテンツの開発は？

マズール氏：アリゾナ州立大学にはTeacher’s 
Collegeがあり，教育学を専門とする研究者
が多数いますので，この地域で暮らす人々に
必要とされる，この地域ならではのローカル

Pearl TVは，ATSC3.0を実現するために 
放 送 局 運 営 企 業 のCox Media Group，
E.W. Scripps Company，Graham Media 
Group，Hearst Television Inc.，Meredith 
Local Media Group，Nexstar Media Group，
Raycom Media，TEGNA Inc.が提携した企
業連合で，全米各地の約300局が傘下にある9）。
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な教育コンテンツを，PBSとも共同で開発す
る予定です。今年の秋には，双方向コンテ
ンツをATSC3.0で放送するテストを実施する
予定です。

同局のマックスパッデン技術担当部長に，
実験状況について聞いた。
マックスパッデン氏：実験は始まったばかりで，

電機メーカーが持ち込んだATSC3.0用機材
を使っての伝送実験が順調に進んでいます。
フェニックスでは，ひとつの山頂にすべての
地上放送局の送信設備が集中する地の利が
あります。低コストでの設備更新を商業放
送局と一緒になって検討しています。私たち
の放送局は85％の世帯をカバーしています。
警察や消防のシステムと連携して，都市部
だけでなく郊外，遠隔地にも必要な情報を
適切に届けたいと思います。特に災害時など
に，携帯電話の回線がダウンしてしまったと
きにも，警報や避難に関する情報やデータ
を映像で届けたい。放送は，映像を「1対
多」で伝送するもっとも優れた手段です。し
たがって，警察や消防などでATSC3.0に強
い関心が持たれています。

OTTや SNS で，個々人向けのレコメンド
サービスに慣れてしまった視聴者が，現行の一
方通行の公共放送サービスに不満を持ち，寄
付金が減少することを，どの地域の公共放送
局も恐れているという。

4-5 地方都市における新しい
   テレビ・エコシステムの構築にむけて

今回の聞き取り調査でATSC3.0導入をきっ
かけに，地方公共放送局と商業放送局が，

それぞれの強みを生かしてローカルコミュニ
ティーに貢献する新しいテレビ・エコシステムの
構築を模索していることがわかった。
マズール氏（Arizona PBS）：ATSC3.0 へ 移

行すれば，双方向の教育コンテンツは，公
共放送の大きな強みになります。商業放送
の強みであるローカルニュースやスポーツ生
中継などもATSC3.0の新機能によって新し
い付加価値を足すことができます。このよう
に地域のテレビ・エコシステムを再構築する
ことが大切だと考えています。フェニックス
市民に受信機の買い替えをしてもらうために
は，商業放送と公共放送がそれぞれの強み
を生かして，現状のOTTサービスよりも優
れたサービスを地上放送が提供できること
を納得してもらう必要があります。

−公共放送との協業についての考えは？ 

シェル氏（Pearl TV）：ATSC3.0 への移行は， 
商業放送と公共放送の新しい協業の形を
模索する良いきっかけになると思います。
ATSC3.0 へは任意で移行することになって
います。つまりビジネスモデルが成立し，視
聴者が自発的に受信機を買い替えなければ
移行が進まないので，商業放送と公共放送
が一丸となってインターネットやOTTサービ
スに負けない新サービスを開発して，広告と
視聴者を取り戻したいです。

最後にAPTSのトンプソン副社長に聞いた。
−ATSC3.0の導入で，公共放送は生き残れ

るのでしょうか？

トンプソン氏：残念ながら，明快な答えは言え
ません。ただ，公共放送が人々から必要と
され続けるためには，ニュース，教育などの
分野で，ひとりひとりのニーズに最適化した
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高度なローカルサービスの提供が不可欠だと
信じています。インターネットも大切ですが，
公共メディアの使命達成のためには，自前
の伝送路，自力で視聴データを集める手段
が欠かせないと考えます。
 

 まとめ
今回のインタビュー調査で，アメリカの公共

放送が目指す「公共メディア」の将来像の一端
が明らかになった。ATSC3.0への移行が完了
するまでに，メディア間競争が激化する，あ
るいは，デバイス開発が難航する，視聴者が
ATSC3.0への移行を受け入れない，などの可
能性もあり，予断を許さないことは言うまでも
ない。2018年8月にCBSは，2014年に始めた
24時間ニュース専門のOTTサービス“CBSN”
のローカル版を，10月以降にニューヨーク，ロ
サンゼルスなどの大都市から順次開始するこ
とを発表した 11）。朝昼晩のローカルニュースを
ストリーミング配信するほか，地域向けの独自
ニュース，VODも充実させるという。さまざま
なメディア企業がローカルニュースの重要性に
着目し，新サービスを始めている。

このように公共放送を取り巻く状況はますま
す厳しくなることが予想されるなかで，公共メ
ディアへの将来像を明確に描きATSC3.0へ
の移行のリスクの大きさを適切に測り，判断
を先送りすることなく，公共放送の生き残り
をかけていばらの道を選ぶ姿に，筆者は感銘
を受けた。テキサス州ダラスなど各地で次 と々
ATSC3.0の伝送実験が始まろうとしている。
Phoenix Model Marketプロジェクトの成果，
各地の公共放送局の動きなどに今後も注目し
ていきたい。

（おおがき あつし）
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