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毎年秋に行われるアジア太平洋放送連合（Asia-Pacific Broadcasting Union, 以下，ABU）の総会と関連会議
には，加盟放送局のトップや各部門の責任者が顔をそろえ，その年のテーマに沿って討論会や報告が行われる。
中央アジアのトルクメニスタンの首都アシガバートで開かれた2018年の総会では，視聴者の世代や価値観といった
違いだけでなく，新しいメディアが次 と々台頭してくるメディアの「多様化」に放送はどう向き合っていくのかをテー
マに議論が行われた。デジタル技術を駆使した斬新な取り組みについて報告が行われる一方，アジア各国で制作
された番組やノウハウをABUのネットワークを生かして共有する共同制作などにも高い関心が寄せられていた。多
様なメディアからの情報があふれるデジタル時代に，公共メディアが果たすべき役割や使命についても今後，さら
に議論を深めていく必要があると感じた。

るのか。各国の放送局の代表が一堂に集まる
ABU総会は，その最新動向を探る絶好の機
会となる。開催地のアシガバートまでは，成田
空港からモスクワを経由し，乗り継ぎの時間も
含めると優に24時間を超える長旅だった。機
内でABUの規約集などに目を通しながら，現
地に向かった。

 1.  ABUの概要とアシガバート総会

1964年7月に設立されたABUは「政治的･
商業的な目的を持たず，アジア太平洋地域の
放送の発展を図るために協力する放送機関の
連合体」と規定され，本部はマレーシアの首都
クアラルンプールに置かれている（図1）。

年1回行われる総会がABUの最高意思決
定機関で，その下に理事会，さらにその下に
番組委員会，技術委員会などや各種部会が置
かれている1）。

2018年8月現在，73の国と地域から279の
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NHK放送文化研究所が世界の放送やメディ
アの動向を記録してきた『NHKデータブック　
世界の放送』の2018年版の巻頭言では，放送
事業者が直面する課題が次のように指摘され
ている。
「さまざまなコンテンツ事業者が群雄割拠

するインターネットの世界で，テレビ放送事業
者はどうやって映像メディアとしての優位を保
ち，今後も存在感を高めていけばよいのか」

この問いかけは，2018年のABUアシガバー
ト総会の全体テーマ「ニューメディア時代の
成長戦略～多様な視聴者のための放送～」 

（Thriving in the New Media Era: Broad-
casting for Diverse Audiences）にも，その
まま通じるものだった。

ソーシャルメディアなどの影響力が強まるな
か，アジア太平洋地域の放送局はどのような
取り組みを模索し，活路を見いだそうとしてい
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写真1　総会の様子
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放送機関などが加盟し，「アジアビジョン」と
呼ばれる加盟国間でのニュース素材交換をは
じめ，番組共同制作，スポーツ放送権交渉，
技術情報交換，発展途上国会員への助言サー
ビスなどを行っている。

今回で55回目を迎えるABU総会と関連会議
は，9月30日から10月5日にかけてトルクメニス
タンの首都アシガバートで行われ，約50の国と
地域から，500人近くが参加した（写真1）。

トルクメニスタンは人口約580万人，西はカ
スピ海，南はイラン，アフガニスタンと国境を
接している（図2）。世界 4位の埋蔵量を誇る天
然ガスの輸出によって経済発展を遂げ，近年
はABU総会のような国際会議や外国企業の

誘致に積極的に取り組んでいる。しかし，言
論は厳しく統制されており，海外の報道機関が
独自の取材を申請しても，政府の意向に沿わ
なければ認められることはまずない。ABU総
会の参加者に対しては，政府関係者と語学に
堪能な地元の大学生が「ガイド」として常に付
き添い，夜間や早朝であってもホテルから外出
する際には常に行動をともにする形がとられた。
このため，自由に市内を歩いたり，写真を撮影
したりすることはできなかった。

会場となったアシガバートの「イルディッツ･
ホテル」は，市街地から外れた高台にそびえ

図1　アジア太平洋放送連合（ABU）組織図

図2　トルクメニスタン地図
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写真2　会場のイルディッツ・ホテル
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立つホテルで，参加者の宿泊先にも指定され
ていた（写真2）。

 2.  各委員会，部会からの報告

総会に先立ってラジオ部会，番組委員会，
技術委員会，スポーツ部会，経営ワークショッ
プ，メディアを通じた女性支援フォーラムなど，
関連会議が 4日間にわたって行われた。

こうした関連会議の議長が討論などをとりま
とめ，総会の場で報告するという流れになっ
ている。以下に，出席した関連会議の内容を，
日を追って紹介したい。

2-1　番組委員会

9月30日に行われた番組委員会初日の会
合では「最新のデジタル･トレンド」と題して，
トルコ国営放送TRT，ロシアの国際放送で
ニュース専門局のRT2），それにNHKなどから
デジタル戦略の責任者がプレゼンテーションを
行い，デジタル技術を駆使した革新的な取り組
みを紹介した。

このうちTRTのリヤド・ミンティ氏は，音声

で操作するAIスピーカーを使ったインタラク
ティブ音声アドベンチャーゲーム「タフ・チョイ
ス」3）を取り上げた。これは音声による質問の
受け答えだけで進行するゲームのようなコンテ
ンツの提供である。ミンティ氏は，放送局が
ゲームを開発するという前例のない取り組みの
ねらいを説明した。それによると「タフ･チョイ
ス」は，戦火が激しさを増すアフガニスタンで，
家族を守る父親が次 と々迫られる「困難な選
択」（＝タフ・チョイス）を疑似体験し，戦争の
悲惨さを学んでもらおうとするもので，人工知
能と英語でやりとりしながら物語が展開してい
く。AIスピーカーのユーザーを対象に，ほか
の放送局が真似のできない取り組みを強化す
ることで，国際放送TRT Worldの新たな視
聴者の獲得に結びつけるねらいもあるという。

また，RTのエドワード・チジコフ氏（写真3）

は，国際宇宙ステーション（ISS）に乗り組む
宇宙飛行士に360度カメラの使い方を覚えて
もらい，宇宙空間で初めてパノラマ映像を撮
影した最新プロジェクト4）について報告し，注
目を集めていた。チジコフ氏は「360度自由に
見渡せる映像は，あたかも自分で動き回って
いるかのような臨場感を味わうことができ，映
像の力だけで多様な視聴者の好奇心を満たす
ことができる」と力説していた。チジコフ氏が

写真3　エドワード・チジコフ氏
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率いる「RT360」という部署が制作した360度
コンテンツはFacebookやYouTubeなどのプ
ラットフォームで公開され，2016 年から始まっ
た宇宙空間での撮影プロジェクトだけでも，こ
れまでに7,000万ビュー以上を獲得していると
いう。チジコフ氏は日本国内のロケについても
構想を温めており，360度カメラを使って何を
撮影したいと考えているのかと尋ねると，「皇
居と大相撲」という予想もつかない答えが返っ
てきた。また，チジコフ氏は，「2020 年にISS
に長期滞在することになっている日本人の宇宙
飛行士にも360度カメラを託したい」と話して
いた。やりたいと思ったことに自由にチャレン
ジしてみようというプロジェクトチームの雰囲
気が，多様な視聴者に向けたコンテンツづくり
に結びついているように感じた。

翌10月1日に行われた番組委員会2日目の会
合では，ABUで行われたこの1年間の活動を
中心に報告が行われた。NHKの提唱で始まっ
た「ABU子どもドラマシリーズ」の共同制作に
ベトナムやタイ，ブータンなど13か国が参加し
たことや，韓国KBSの主導で，アジア各地で
環境保護に取り組む人々に焦点を当てたドキュ
メンタリーの共同制作が行われたこと，さらに
ジェンダー平等を呼びかけるラジオキャンペー
ンなど，9つの活動が紹介された。ABUを通
じた共同制作は，参加した放送局がそれぞれ
1本のドラマや番組をつくり，お互いに無償で
利用できることが最大の特長で，放送の多様
化に役立てようと，問い合わせや新たなメン
バーからの参加表明が相次いでいた。

2-2　ラジオ部会

「ラジオは決して時代遅れのメディアではな
い」というスピーチで盛り上がったラジオ部会。

ほかの関連会議に先駆けて，9月30日に行わ
れた会合では，「革新的なラジオコンテンツ」
やABUを通じた番組制作などの報告が行わ
れた。

このなかでNHKは，ワールド JAPANのラ
ジオとネットで展開するBOSAI（防災）プロ
ジェクトについて報告し，防災コンテンツやノ
ウハウの提供に対して，タイのラジオ局などか
ら問い合わせが寄せられた。

また，ABUのワークショップなどを企画して
いるイギリスの制作会社「ニューメディアネット
ワークス」は，アフリカ移民の人身売買の取材
を例に，ラジオとネットでストーリーを伝えるト
ランスメディアフォーマットの成功例『アビケの
物語』5） を紹介した。こうした報告からは，ラ
ジオがネットと融合することで「ニューメディ
ア」へと進化しつつある状況がうかがえた。

このほかラジオ･ルーマニア 6）は，街角の音
をラジオで紹介する番組『The Sound of the 
City』について，世界中の街角で録音が実現
すればリスナーの想像力をかきたてるユニーク
なラジオ放送になるとして，共同制作への参加
を呼びかけた。また，ネパールのコミュニティー
ラジオ協会は，女性をボランティアジャーナリ
ストとして養成し，女性の社会進出を促す取り
組みについて報告した。このように，本来のラ
ジオ放送のなかに新たな可能性を見いだそう
とする地道な取り組みも，デジタル時代にお
いては，かえって新鮮なものに見えた。

2-3　経営ワークショップ

アシガバート滞在3日目，10月2日には，クオ
リティー・マネジメントに関するワークショップ
に参加した。タイで開局10年を迎えた公共放
送Thai PBSの成功例をもとに，スイスの経営
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コンサルタントが組織運営の重要性について講
義を行った。

その際，隣の席に座っていた国営ネパール
テレビ放送協会（NTV）のマヘンドラ・ビスタ
会長から，ネパールにおける公共放送局の設
立計画について直接話を聞く機会があった。

ネパールでは2012年に政府が「メディア政
策」を発表し，NTVと国営のラジオ･ネパール
を合併して公共放送局を設立する方針を決め
たが，いまだ実現に至っていない。2018 年6
月，NTV会長に就任したビスタ氏はネパール
の著名ジャーナリストとして，公共放送局の設
立を求めてきた経緯がある。

公共放送化の実現に向けた課題について尋
ねると，ビスタ会長は「組織運営の難しさもさ
ることながら，放送の自主自立をいかに確保す
るかが課題になっている」と述べた。また，会
長としてのこれまでの取り組みの成果や今後に
ついては，「公共放送局を設立するための新法
の原案はすでに閣議の了解を得ている。NHK
をモデルにした公共放送化を任期2年目には
実現させたい」と語った。一方，ネパールも日
本と同じように地震が多い国で，2015 年のネ
パール大地震では約9,000人が犠牲となった。
このため，防災をテーマに2019 年 4月，ネパー
ルの首都カトマンズで開催が予定されている

「ABUメディアサミット」などを通じて，NHK
の防災報道のノウハウも共有していきたいと話
していた。

海外メディアの調査では，ネパールのように
入手可能な資料が限られ，動向の把握が困難
な国も少なくないが，期せずして放送局のトッ
プから話が聞ける貴重な機会となった。

2-4　女性支援フォーラム

10月2日に行われた女性 支 援フォーラム
Women with the Waveでは，多様な視聴者
に向き合う放送のあり方をプレゼンテーション
や意見交換などを通じて検討した。

最も印象に残ったのは，「多様性を意識して
働く」と題して行われたワークショップで，講
師を務めた元 BBCプロデューサーのトゥラン・
アリ氏が，自分の知識や経験だけで物事の
是非を判断してしまう「無意識のバイアス」が，
多様性を無視した番組づくりの根本的な原因
になっていると分析した。

そして「黒人女性」が初めて司会者を務め
たBBCの科学番組『The Sky at Night』を
例に，それまで「白人男性」の司会者が当然
だと思われてきた番組で，「黒人女性」に対す
る視聴者のネガティブな先入観が回を重ねる
ごとに薄まり，的確な司会に対する信頼感が
自然に定着していったと指摘した。アリ氏が
特に強調していたのは，多様性を意識した番
組づくりでは，同じ考え方を持った制作集団の

「無意識のバイアス」を排し，「新たな語り手
に新しいストーリーを語ってもらう」（Let new 
storytellers tell new stories）ことが必要不
可欠だということだった。

 3.  公共メディアの生き残り戦略
〜トルコTRTを例に〜　

会議の日程は毎日午前9時ごろから午後5
時ごろまでぎっしり組まれ，さまざまな討論や
報告が行われたが，そのなかでもアジアに軸
足を置いた国際戦略を重視するトルコTRTの
活発なプレゼンテーションが目立っていた。

総会最終日の10月5日には「公共メディアの
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生き残り戦略」をテーマに最前線からの報告
が行われ，TRTのイブラヒム・エレン会長が
登壇した。TRTは現在，予算の削減やデジタ
ル時代に対応するため，過去に例のない大規
模な組織改編に取り組んでいる。エレン会長
はまず，「組織のスリム化を図ることで，多様
な視聴者のニーズに適切に対応し，トルコ国
内にとどまらず，グローバルな発展を遂げるこ
とができる」と述べた。そして「単に世界の放
送のトレンドを追うだけでなく，トレンドをつく
り出す側に回りたい。トルコ人の視点で制作さ
れたコンテンツを世界各地の視聴者に届ける
ことを目標にしている」と抱負を語った。

こうした目標を実現するため，TRTでは2018
年3月，エレン会長直属の国際戦略チームが
新たに発足した。ABU総会の会場でも，開催
国トルクメニスタンの国営放送以外では唯一，
TRTが特設ブースを設け，「グローバルTVト
レンド」と名づけられた国際戦略チームのメン
バーが国際放送TRT WorldのPRを行うとと
もに，アジアの放送局の動向について情報収
集を行っていた（写真4）。
「グローバルTVトレンド」は，各国で放送局

などの現地調査も行い，そこで得た情報を独
自のコンテンツ開発などに役立てるほか，各国

の放送局どうしの連携強化や，新たなデジタル
戦略について会長に提言することが主な役目と
なっている。最初の調査の対象国は日本に決
まり，ABU総会終了後，さっそく10月22日か
ら11月1日まで，11日間にわたってNHKや民
放などを視察した。

トルコはイラン･イラク戦争中の1985年に，
イランの首都テヘランに取り残された在留邦人
を特別機で救出するなど，日本との友好関係
を極めて重要視してきた親日国である。筆者
が記者としてイランに駐在していた2004年，こ
の邦人救出劇を扱った番組の取材に携わった
ことがあるが，その内容を知ったTRTでもト
ルコ語で放送されるなど，日本の放送に対す
る関心の高さもなみなみならぬものがある。　
「グローバルTVトレンド」の責任者を務める

バヌ・アタイ氏は「親日国のトルコでは，トルコ・
日本友好協会の活動が非常に活発で，日本の
文化や社会に興味を持つ人が多い。NHKワー
ルド JAPANも大勢のトルコ人が視聴している。
NHKをはじめ，日本の放送局との関係をさら
に強化し，多様な視聴者に支持されるコンテ
ンツの共同開発もめざしたい」と話していた。

 4.  ABU新会長に
                 NHK上田会長を選出

10月5日に行われた総会では，空席となって
いたABUの新しい会長にNHKの上田良一会
長が選ばれた。NHKから選出された会長とし
ては6人目で，任期は2021年末までの3年間と
なっている。

NHKはABUの創設に主導的な役割を果た
したことから，初代会長（前田義徳氏 /1965
～73 年）以降，継続してNHKから会長もしく写真4　TRTの特設ブース
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は副会長がABUの会長か副会長を務めてき
た。

上田会長は指名受諾演説で「放送のデジタ
ル化やインターネットの普及を契機に新しいメ
ディアが台頭し，新たなライバルになると同時
に，我 と々視聴者をつなぐ新たなパートナーに
もなっている。放送メディアはこの環境変化に
適応し，進化しなければ生き残れない」と述
べた。そのうえで「今こそ新しい技術とノウハ
ウを最大限に活用して，ABUの原点であるア
ジア太平洋地域の放送の発展に向けてともに
団結し奮闘していこう」と呼びかけた。

まとめ

ABUアシガバート総会の現地調査を通じ
て，放送局がデジタル時代の多様化に対応し
ていくには，従来の放送メディアという概念に
とらわれず，最新のデジタル技術を駆使したコ
ンテンツの制作に取り組んだり，ドキュメンタ
リーやドラマなどの国際共同制作を通じて放
送局間で多様なコンテンツを相互に活用したり

するなど，さまざまなアプローチのしかたがあ
ることがわかった。

その一方で，デジタル時代という言葉に必要
以上に踊らされることなく，例えば街角の音だ
けでラジオ番組を構成する技も，いぶし銀のよ
うな味わいがあるのだが，それがかえって新鮮
に感じた。

2019年のABU総会はNHKがホストとなり，
「信頼を築く～豊かな視聴体験～」（Building 
Trust: Enriching Audience Experience）
をテーマに，11月に東京で開催される。放送
がマルチ･プラットフォーム化するなかで，多様
なコンテンツをさまざまなテクノロジーを駆使し
て視聴者に提供する放送局の役割について，
意見が交わされる予定だ。

ABU 東京総会を前に，NHK放送文化研究
所では，アジアの放送局の現状と課題を調査
し，本誌などで報告することを計画している。
今回のABUアシガバート総会への参加を通じ
て，本格的な調査の足がかりとなる貴重な情
報を得ることができた。委員会や部会などで
意見を交わした人たちとのネットワークも生か
しながら，今後，アジアの放送局の現地調査
なども行っていきたいと考えている。

（よしむら としろう）

注：
 1） ABU STATUTES 2015, Article 2: Vision, 

Mission and Objectives    
https://www.abu.org.my/images/articles/
ABU%20Statutes/ABU_Statutes_2015.pdf

 2） アジア太平洋地域以外の放 送局は，準会員
（Associate Member）としてABUに加盟している

 3） Tough Choices（TRTのウェブサイト内）
https://www.trtworld.com/press-releases/13302 

 4） RT360（RTのウェブサイト内）
https://www.rt.com/360/

 5） Abike’s Story（ニューメディアネットワークスの
ウェブサイト）
https://newmedianetworks.org/blog/abikes-
story-enhanced-audio

 6） 2）と同じ
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左からジャバード・モッタキ事務局長（継続），イブラヒム・
エレン副会長（トルコTRT会長・新任），スプリヤ・サフー
副会長（インドドゥールダルシャン会長・継続），上田良一
会長（NHK会長・新任），孫玉勝副会長（中国CCTV副
台長・継続）


