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本稿は，NHK放送文化研究所が2006年２～

３月に世界７か国で行った「公共放送に関す

る意識」国際比較調査の結果データを幾つか

の角度から分析し，世界の公共放送が今，ど

のような課題に向き合っているか，また本格

的なデジタル時代において公共放送が求めら

れる役割や機能は何かについて考察を試みた

ものである。

（1）問題の所在

米コロラド大学教授で，かつて英・BBCの

コンサルタント等も務めた経験を持つM.

Traceyは，『公共放送の斜陽と没落』（“The

Decline and Fall of Public Service Broadcast-

ing”）という，いささかセンセーショナルなタ

イトルの著書（1998年）で，世界の公共放送

の将来展望について，悲観的な観測と予言を

交えながら次のように記していた。

「公的な財源によって放送を支えるという

観念が次第に消失し，広告放送と有料放送に

取って代わられる。」「（公共放送が持つ）暗

黙の啓蒙的姿勢が陳腐化するゆえに，また新

しいコミュニケーション技術の発達による個

人的嗜好の極大化の進展のゆえに，政府によ

る放送規制は消滅する。」（Tracey 1998）

こうした見方は，多チャンネル化や多メデ

ィア化の進展，そしてそれを可能にした「デ

ジタル化」というメディア界の巨大な潮流に

ついての彼なりの理解と予測とに基づくもの

であった。しかしそれ自体は目新しいもので

あるというよりも，むしろ多くの論者によっ

てさまざまに展開されてきた論議のある種の

「典型」と見なすことができる。そしてこの著

作が発表されてから現在までの間に，メディ

ア環境の変化は，彼自身の予測をも上回るス

ピードで展開してきた。そうした変化の中で，

確かに世界の公共放送は，規制緩和やその結

果としての商業放送や有料放送との激しいシ

ェア争い，財源の不安定化，また自らのデジ

タル化への投資やいわゆる「放送と通信の融

合」への対応，更には放送メディアのグロー

バル化への対応といった種々の大きな課題に

直面してきた。しかしその一方で，主要国に

おいて公共放送は今も存続している。それば

かりか，一部の例外を除けば，各々の社会に

おいてなお一定の存在感や影響力を持ち，上

位の視聴シェアを保持し続けている。

では，公共放送が置かれている現状を一体

どのように評価し，理解すべきか。課題は何

か。今後，より世界規模で本格化するであろ

う「デジタル時代」に求められる役割や方向

性はどのようなものか。こうした問いに答え

ようとする際，すでに世界各国で蓄積されて

きたさまざまな調査や研究を参照することは

必要な作業であるが，その多くは各国それぞ

れのコンテクストにおいて，固有の問題とし

て公共放送を捉えようとするアプローチであ

る１）。しかし，問題の複雑さと拡がりとを考

えれば，一国の状況にのみ目を向けるのでな

く，各国の政治的，社会的，文化的差異を踏

まえつつ，国際比較的な視野から公共放送の

あり方を捉え直し，そこで得られる成果や知

見をも動員する必要があるのではないか。そ

して世界の公共放送が共通に考えるべきテー

マと個別に取り組むべき課題を共に明らかに

していく必要があるのではないか。当研究所

が，７か国を対象にした「公共放送に関する
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意識」国際比較調査を実施したのはこのよう

な問題意識による２）。

（2）公共放送をめぐる論議と研究

過去四半世紀における公共放送のあり方を

めぐる内外の諸議論は，公共放送が今「変革

の時代」「岐路」「危機の時代」にさしかかっ

ており，そうした変化への対応を迫られてい

る，という時代認識に強く動機づけられてき

た。そしてこの「転換期」という時代認識は，

例外なく多チャンネル化やデジタル化といっ

たメディア環境の変化とその中での視聴者の

テレビ視聴行動の変化に関する問題意識と不

可分に結びついている。

①メディア環境の変化

ａ）多チャンネル化と公共放送

各国における普及状況の差はあるが，多チ

ャンネル化は商業放送の誕生・拡大（1950～

80年代）と，それに続く衛星放送やケーブル

テレビの普及（1980～90年代）とによって進

展してきた３）。「多チャンネル化」状況の本格

的な出現を見通し，その中での公共放送のあ

り方を論じたのが有名なイギリスの『ピーコ

ック委員会報告』（The Peacock Report 1986）

である４）。「ピーコック委員会（BBCの財源

問題に関する検討委員会）」は，1990年代後

半以降に本格化するであろう多チャンネル時

代には放送の「寡占状態」が崩れ，BBCを

含むすべての放送サービスが「直接販売」形

態（＝ペイパービュー等）となると予想，市

場原理に基づく放送システムによって視聴者

の選択の自由（＝視聴者主権）は実現される

とした。同報告書は，多チャンネル時代には

「周波数の有限希少性」という伝統的な地上

放送の存立と規制の根拠が消失するという認

識に立っていた。BBCは同委員会に対し，

２度に渡って「意見書」（BBC 1985a, b）を提

出，メディア環境の変化の中でも公共放送が

求められる使命と役割は，変わることはない

と主張した５）。しかし，多チャンネル化に伴

う「周波数の有限希少性」の消失は番組の

「総合編成」という考え方も失効させ，公共

放送のサービスの「基本理念」が危機に陥る

ことになるといった議論はこの頃から本格化

し始め（代表的にはKuhn 1985），また公共放

送だけでなく，地上放送全体が凋落していく

とした議論も相次いだ（Negrine 1985; FCC

1991; Tracey 1998）。一方で，放送メディア

は市場原理だけではその社会的機能を充分に

果たせないとして，公共政策的見地からの規

制によって放送の公共的目的を支援し続ける

必 要があるといった議論も展開された

（Graham 1999 ; Currie & Siner 1999）。

日本でもいわゆる「ニューメディア」「マ

ルチメディア」がブームとなる中で，多チャ

ンネル化をめぐる議論がさまざまな水準で展

開された（電気通信総研 1980；松平ほか 1992；

小林 1993；郵政省 1994；マルチメディア懇

談会 1995；花田 1997など）。例えば郵政省は，

「多メディア・多チャンネル化の進展に伴い，

各放送メディア間の競争が激化する中で，放

送全体の健全な発達を図る」必要があるとし

て，従来からの地上放送，衛星放送，ケーブ

ルテレビといった事業形態ごとの放送政策か

らメディア横断型の総合的放送政策への転換

の必要性を示唆した（郵政省 1994）。他方，

小林宏一（1993）は，日本では地上放送市場

が成熟しているため有料放送の新規参入が欧

米ほど容易でないことや映像ソフト再販売市

場が未成熟であること等から，日本における
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多チャンネル化はかなり限定的なものとなる

うえ，市場原理に基づき展開される多チャン

ネル化は「均衡のとれた情報の多元化・多様

化」をもたらさず，むしろエンターテイメン

トの領域における細分化のみを加速すると指

摘した。また長屋龍人（1998），阿部潔（1999）

も類似の観点から，メディアの多様化・視聴

者の選択肢の多様化が必ずしも社会的コミュ

ニケーションの多様性の実現に結びつかない

として，公共的なメディアが社会において果

たし得る役割を再評価しようとした。

b）デジタル化と公共放送

1998年，イギリスのBBCが世界に先駆けて

開始した地上デジタル放送は，その後数年の

間に他の主要国でも相次いで開始された６）。

地上波のデジタル化は，公共放送を含む地上

放送事業者による多チャンネルサービスやデ

ータ放送等の双方向サービスを可能にし，ま

た通信を含む周辺領域とのシームレスな相互

流通（例えば番組のインターネット配信）等

も容易にするもので，そうである以上，必然

的に公共放送の従来からのあり方に有形無形

の変更を迫るものでもある。

BBCは1996年，『デジタル時代の選択の拡

大』と題した政策文書を発表，ユニバーサル

アクセスや国民的な議論の媒介といった従来

からの公共放送の役割がデジタル時代にも変

わらないことを確認すると同時に，「国際的

マルチメディア企業」となることを標榜した

（BBC 1996）。また1998年の『21世紀のBBC』

という文書では，新しいデジタル技術によっ

て可能となる新サービスの利用において懸念

される格差，いわゆる「デジタル・デバイド」

を解消し，多様な情報やサービスの選択肢の

中で「信頼される案内役」となることもデジタ

ル時代の公共放送の役割であるとした（BBC

1998）。同様に，日本のNHKも1998年，『デジ

タル時代へのNHKビジョン』を発表，「デジ

タル化を新しい放送文化を創造する大きなチ

ャンスととらえ，豊かな放送のために活用し

ていく」とした（NHK 1998）７）。

しかし地上放送や衛星放送，ケーブルテレ

ビのデジタル化，そしてほぼ同時期に普及し

たインターネットの台頭は，いわゆる「放送

と通信の融合」を加速させ，従来型の無線通

信規則に基づく「放送」概念は次第にその輪

郭が曖昧化していく。そうした中，例えば

OECD（経済協力開発機構）は，『OECD通

信白書1997』において「市場機会や新サービ

スの普及を妨げたり，融合化プロセス自体の

障害となっている既存の放送市場構造や規

則」の見直しと有効な競争市場の確保を主張

し て い る（ OECD 1997）。こ れ に 対 し

McChesney（2003）やMosco（2003）は，「放

送と通信の融合」の動力となっているこうし

た市場原理や規制緩和はイデオロギー的圧力

となって公共放送の存立基盤を揺るがしてい

ると指摘８），またPicard（2005）は，ネオリ

ベラリズムやグローバリズム等の市場原理に

駆動される放送サービスの拡大によって「視

聴者」が「消費者」へと転換し，その結果と

してサービス対価意識が生じているとし，多

くの公共放送が採用してきた「受信料制度」

が岐路に立たされていると指摘する。

こうした中で注目されるのは，公共放送の

役割・機能や「放送の公共性」について，「周

波数の有限希少性」という従来の理論的根拠

ではなく，別の角度から根拠づけようとする

議論が出てきていることである。例えば，

Murdoch（2005）やHarrison & Wessels
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（2006）らは，「放送と通信の融合」が進むデ

ジタル時代には，公共放送はアナログ時代の

「スタンドアローン型」，すなわち他のメディ

アやサービスとは独立した放送事業体である

という自己了解を変更し，さまざまなコミュ

ニケーションやサービスの行き交う「デジタ

ル共同体」の中核をなす「結節点」となるこ

とを目指すべきであるとする。

一方，日本では主として憲法論の立場から

公共放送の役割・機能や「放送の公共性」を

再構築しようというアプローチが進められて

きた。例えば，長谷部恭男（1992）は「個人

の自律およびそれにもとづく人格的発展」を

表現の自由の根拠としつつ，「基本的情報が

社会全体に公平にしかも可能な限り提供され

る体制を整えることは，個人の自律を実質的

に保障するうえできわめて重要である」とし

て多メディア・多チャンネル時代においても

放送に対する公的な規制が必要だと指摘した。

さらに，公共放送の社会的使命を「基本的情

報の供給」と位置づけてきたドイツの論脈を

踏まえつつ，鈴木秀美（1995）は放送が果た

している「意見形成機能」の維持の必要性と

いう観点から，また浜田純一（1997）は「公

的な議論の場＝フォーラム機能の確保」とい

う観点から，それぞれ放送の公共的役割を理

論的に基礎づけようとした。

②視聴者の変容と公共放送

多チャンネル化や多メディア化，デジタル

化といったメディア環境の変化において予測

される視聴者のテレビ視聴行動の変化も，公

共放送の今後のあり方との関連でさまざまな

議論の対象となってきた。

特に大きな関心を集めてきたのは，テレビ

視聴の個人化・細分化の進行である。とりわ

けデジタル放送やデジタル機器で利用可能な

EPG（電子番組ガイド）やPVR（デジタル録

画機）の登場は，時間軸に沿った従来型のテ

レビ番組の編成を無意味化し，番組選択権を

放送局から視聴者へと移行させる効果が指摘

され，今後のテレビ視聴に大きな影響を与え

るとして注目を集めている（Thompson 2000 ;

FCC 2002; Scannell 2005）。例えばScannell

（2005）は，多チャンネル型の有料放送が提

供するサービスを「番組のスーパーマーケッ

ト」と特徴づけ，テレビ視聴行動が利用者の

趣味，嗜好に動機づけられたものになってい

るとして，個人の経験と公的な領域を媒介す

る公共放送の機能の再構築の必要性を主張し

ている。また，Brookes（2004）は，テレビ視

聴の個人化・細分化が放送を通じた「共有経

験」（shared ex-perience）の減少をもたらす

結果，社会の再生産に必要不可欠な社会的紐

帯やコミュニケーション資源（＝社会資本）

が枯渇するという問題を指摘している。

こうした中，公共放送の側にも従来からの

「総合編成」の思想に基づいた放送形態を維持

すべきかどうかを問う議論も出ている。中で

もBBCのM.Thompson（現BBC会長）の2000

年のスピーチ『切り替えられるチャンネル：

公共放送はなぜ変わらなければならないか』

は，デジタル時代におけるメディア環境の急

激な変化と，その中での視聴者の変化の中を

生き残るためには，公共放送はそのサービス

戦略・思想を「根本的に」変えなければなら

ないとして耳目を集めた（Thompson 2000）。

他方，視聴者の公共放送を見る目が厳しく

なる中，説明責任の遂行や組織の透明性の確

保，視聴者参加型施策などの重要性を指摘す

る議論も数多くなされている。公共放送の説

デジタル時代における視聴者の変容と公共放送
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明責任については，古くはイギリスの放送事

業者が説明責任をより積極的に果たすため「放

送番組苦情処理委員会」「放送世論調査委員

会」の設置等を勧告したアナン委員会の報告

書（Annan Report 1977）が知られる。最近で

は公共放送の取り組みや運営目標を政府・議

会との間で設定しその達成状況を検証する

「事業契約（service contract）」９）や，受信料

支払い者である視聴者に直接的に明らかにす

る，いわゆる「視聴者への約束」なども注目

されてきている（Coppens 2005；横山 2006a）。

また，公共放送の提供するサービス・番組を

質的に評価する指標を作る試みや（Foster et

al 2004; Ala-Fossi 2005），視聴者からの意見や

批判を番組で直接取り上げる「自己検証番

組」，また視聴者の意見や批判に対して第三

者が対応し調査等を行う「オンブズマン」，

そして視聴者が自主制作した番組を公共放送

が放送する「パブリック・アクセス」等，公

共放送と視聴者の関係を批判的に再構成しよ

うとする取り組みはより多様化，多元化して

きている（Dahlgren 1995 ; 津田・平塚 2002 ;

鄭 2005 ; 米倉 2006a, b）。

（3）本研究での検討課題

以上のような公共放送をめぐる論議と研究

の流れを踏まえ，本稿では次の３つの検討課

題を設定した。

検討課題①･･･公共放送の視聴者像

多チャンネル化や多メディア化，デジタル

化等，メディア環境の変化の現状を把握し，

各国における違いや特徴を明らかにしたうえ

で，今，各国の公共放送がどのような視聴者

によって視聴されているか，またどのような

放送サービスへのニーズがあるのかを分析・

考察する。

検討課題②･･･メディア環境の変化と公共放送

メディア環境の変化と各国の公共放送の視

聴状況とはどのような関係があるか，国によ

る違いはあるか，また人々の公共放送に対す

る評価や意識にどのような影響を与えている

かを量的に分析する。また公共放送はメディ

ア環境の変化や視聴者の変化にどのように対

応すべきか，その際の課題は何かを探る。

検討課題③･･･公共放送と視聴者の関係性

各国の公共放送の「説明責任」や視聴者の

意向を反映しようとする種々の取り組みは，

視聴者によってどのように評価されているか，

またそれは公共放送に対する他の意識や評価

とどのように関わっているのかを明らかにす

る。そして公共放送と視聴者の関係性を維

持・強化しようとする際に何が課題となるか

を明らかにする。

本稿では，当研究所が実施した国際比較調

査の結果データに加え，研究員による現地調

査で得られた情報やデータ，そして各国の公

共放送が独自に行った調査の結果等を分析材

料として用いる。

（1）調査の基本的な考え方と概要

このうち国際比較調査についての基本的な

考え方と概要は以下の通りである。調査では

世界各国のさまざまな公共放送の中から，歴

史的背景や当該国における存在感や影響力等

を考慮して，７か国（イギリス，ドイツ，フラ
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ンス，イタリア，アメリカ，韓国，日本）の

公共放送を対象とした 10）。調査は2006年２

月27日から３月６日にかけて実施した。各

国ともランダム・ディジット・ダイヤリング

（RDD）方式で選んだ20歳以上の国民約1,000

人を対象とした電話調査法である。サンプル

は，年層による「割り当て法」で抽出してお

り，韓国のみ70歳以上の女性の回答者数が

少なかったが集計の際にウェイトをかけると

いった処理は行っていない11）。

なお，「公共放送」という概念は極めて曖

昧で，一般に用いられるような定義はない。

そこで本調査では差し当たり，①財源，②編

集権という２つの観点から「公共放送」に関

して次のような暫定的な定義に立つこととし

た。

①財源として受信料や政府交付金など公的

な資金を含んで運営されていること

②政府から独立した編集権を有する放送事

業体であること

①の財源については，世界の公共放送の財

源は多様である。日本のNHKとイギリスの

BBCが受信料を基本財源としており 12），一

切の広告収入がないのに対し，ドイツやフラ

ンス，イタリア，韓国では一定の割合で広告

収入を財源の一部に当てている。またアメリ

カのPBSは受信料収入がなく，個人や団体か

らの寄付金や，連邦政府や州政府からの交付

金等，財源が多岐に渡るという特色がある。

一方，②の編集権については今回対象とした

７つの公共放送は，いずれも法制度上，政府

から独立した編集権を保持して放送を行って

いるという点では共通していると見なすこと

ができる。

（2）分析対象の限定　

本稿では上述の国際比較調査で対象とした

７か国の公共放送のうち，イギリス，アメリ

カ，韓国，日本の４か国の公共放送（イギリス

BBC，アメリカPBS，韓国KBS，日本NHK）

に分析対象を限定することとした。先に示し

た本稿における検討課題を取り扱う際に，問

題の所在やその輪郭がより明確になると考え

たからである。その理由は，具体的には以下

の４点である。

第１に，これら４か国は多チャンネル化，

多メディア化という観点からすると世界的に

も先進国であり，メディア環境の変化と公共

放送の関係を考える際には好適である。また

第２に，これら４か国のうちアメリカを除く

３か国の公共放送は，ここ10～20年の間に視

聴シェアの減少や，主要な財源である受信料

のあり方などをめぐっていずれも国民的な議

論が続いてきた。またアメリカでもPBSの連

邦政府交付金の減額などが大きな問題となっ

てきた。人々の公共放送への意識の現状を比

較検討する際に，こうした共通点は大きな意

味を持つ。第３に，これら４か国の公共放送

は，「視聴者への約束」や「自己検証番組」，

そして「パブリック・アクセス番組」等，そ

れぞれ内実は異なるが，「説明責任」や「視

聴者の意向」の反映を通じた視聴者との関係

強化の取り組みを積極的に行っているという

共通性がある。第４に，世界の公共放送のあ

る種の模範となってきた英BBCはもとより，

歴史的に日本のNHKとの関係が深い韓国の

KBSや米PBSは，いずれもそれぞれが独自に

行った調査や研究員による現地調査等，国際

比較調査結果以外の分析材料が豊富である。

デジタル時代における視聴者の変容と公共放送
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これらの理由から，以下ではこの４か国に

分析対象を限定して論を進めていく。

先述のように，公共放送のあり方や置かれ

ている現状は，各国によって多様である。公

共放送は，各国の社会的・文化的コンテクス

トや，その中での公共放送の社会的・制度的

位置づけ，また各公共放送事業者による放送

サービスの実状（チャンネル数，放送時間，

編成方針等），商業放送やケーブルテレビな

ど他の事業者との関係性，各国における多チ

ャンネル化の進展状況やインターネット普及

をはじめとするメディア環境等と密接な関わ

りの中で運営されてきたからである。そこで

比較調査の結果データの分析に先立って，ま

ず英・米・韓・日４か国のメディア環境と公

共放送の現状を整理しておく。

（1）イギリス

イギリスでは，地上放送，衛星放送，ケー

ブルテレビの各プラットフォームにおけるデ

ジタルサービスは，1998年10月以降相次いで

始まり，2006年９月現在，全世帯の73％がデ

ジタルテレビを利用している。

地上デジタルテレビ放送は，分析対象とし

た米・韓・日と異なり，多チャンネル放送を

主体に行われている。地上デジタルテレビ放

送の導入に当たり，衛星やケーブルと同様に

多チャンネル有料放送で普及を進めようと試

みられたが，現在では，Freeviewというプラ

ットフォーム名で，無料放送が行われている。

地上デジタル放送では，約40チャンネル，衛

星放送のSky Digitalが500チャンネル以上，

デジタルケーブルは170チャンネル以上のテ

レビチャンネルを提供している。デジタルサ

ービス開始当初は，Sky Digitalが圧倒的な強

さを示したが，現在のデジタル受信状況をプ

ラットフォーム別に見ると，地上放送が36％，

衛星放送が43.7％，ケーブルテレビが16％で，

地上放送と衛星放送の受信が均衡しつつあ

る。今後地上デジタル放送が衛星デジタル放

送を凌いで，最も大きなプラットフォームに

なるという予測もある。その場合，イギリス

の家庭では今後も，半数の世帯で地上放送を

直接受信する形態で多チャンネルが利用され

ることになる。

公共放送のBBCは，周知の通り，受信料制

度に支えられている。BBCは，地上デジタル

放送開始およびその普及期において，大きな

国内議論を経たとはいえ，どの国の公共放送

よりも潤沢なデジタル財源を得ている。BBC

の受信料収入は，97年度 20億ポンド（約

4,360億円）に対し，2005年度は30億ポンド

（約6,540億円）と，その規模は，ほぼ1.5倍に

増大している。これらの資金は，デジタルサ

ービスの新設と拡充に充てられ，どの地上放

送事業者よりも，いち早く多チャンネル化を

実現した。現在では，アナログ放送時代から

の総合編成のBBC ONEとBBC TWOに加え，

若者をターゲットにしたBBC THREE，文化・

芸術専門のBBC FOUR，子ども・幼児向けの

CBBCとCbeebies，24時間ニュースのBBC

NEWS 24，議会中継のBBC PARLIAMENTの

合計８チャンネルを提供している。

BBC以外の地上放送事業者のChannel４

（非営利法人が運営），ITV，Fiveの３事業者
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も，それぞれ娯楽を専門としたチャンネルを

２ないし４新設した。また，BBCを含めす

べての地上放送事業者は，地上デジタルプラ

ットフォームで提供しているチャンネルを衛

星やケーブルでも無料放送し，プラットフォ

ーム間でサービス内容の違いがない。これは，

イギリス政府が，デジタル放送への完全移行

を達成する政策として，BBCをはじめとした

地上放送事業者を公共サービスチャンネルと

規定し，伝送路側にはマストキャリーを，チ

ャンネル側にはマストオファーの義務を課し

ているからである。

多チャンネル化が進む中，テレビ市場にお

けるBBCのシェアは低下している。アナロ

グの衛星放送BSkyBが登場したばかりの1991

年の視聴シェアは，BBCが２チャンネル合計

で44％だったのに対し，2001年を境に40％

を割り始め，2005年では30％を割った。2005

年のテレビ視聴シェアは，BBCの８チャンネ

ルの合計が29.8％，チャンネル４は10.2％，

ITVは 21 .6％，Fiveは 5 .2％，衛星放送の

BSkyBが所有する娯楽・映画・スポーツの合

計は9.2％，衛星やケーブルで提供されるそ

の他の専門チャンネルの合計が24％である。

依然としてBBCがどの放送事業者よりもシェ

アの面で勝っているが，チャンネル間でのシ

ェアをめぐる競争は激しくなっている。

こうした競争の中で分散する視聴者をひき

つけるために，BBCは，若者向けや子ども向

けのように各世代の視聴を強く意識したチャ

ンネルを構成しているが，これに加え，新し

く登場したインターネットを第３のメディア

として，大いに活用している。中でも，イン

ターネットを利用したオンデマンド・サービ

スを無料で提供することによって，視聴機会

を増やす試みを行っている。

（2）アメリカ

アメリカの地上デジタル放送は，1998年11

月に開始し，2006年９月現在でほぼ100％の視

聴世帯をカバーしている。商業ネットワーク

であるABC，CBS，NBC，FOX，CW，Pax,

MyTVの直営および加盟局の1,277局とPBSの

307局がデジタル放送を行っており，これは

全米の放送局の90％に当たる。

衛星デジタル放送は，1994年６月に始まり，

2006年現在DirecTVとEchoStarの２社がデ

ジタルサービスを行っている。両社の契約世

帯数は合計で2,800万世帯となり，デジタルサ

ービス開始から12年を経過して，25％の世帯

に普及している。

ケーブルテレビは，アナログとデジタルの

２つのサービスを合わせて6,560万世帯が加入

しており，世帯普及率は58.9％である。1996

年電気通信法でテレビ事業と電話事業の兼営

が認められて以来，ケーブルテレビのデジタ

ル化が進展し，ケーブルテレビ加入世帯全体

の約半数に当たる3,000万の契約に届く勢いで

ある。

アメリカの地上デジタル放送の特徴は，日

本や韓国と同様，アナログ放送との差別化を

図るためHDTVを主眼としている点にある。

一方，アナログ時代からケーブルテレビによ

ってもたらされた多チャンネル化は，ケーブ

ルテレビのデジタル化や衛星デジタル放送の

参入によって急速に進展してきた。例えば，

衛星放送最大手のDirecTVは，延べ1,000を超

えるチャンネルを提供している。

公共放送PBSは，調査対象国の他の公共放

送と比較すると，その成立やサービスの性

デジタル時代における視聴者の変容と公共放送
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格・内容，財源の面から見て大きく異なって

いる。PBS加盟各局の前身は，州立大学等が

運営する教育放送局であり，PBSは「1967年

公共放送法」に基づく公共放送局の「緩やか

なネットワーク」として組織された。各局は

州政府や大学といった非営利組織が運営し，

個人寄付金・州政府交付金・CBP交付金（連

邦政府予算からの割り当て）・アンダーライテ

ィング（広告放送の一種）等を財源としてお

り，受信料制度は存在しない。財源規模から

見ると，2004年度の収入は23億ドル（約2,678

億円）で全テレビ市場の５％に満たない13）。

PBSは芸術や歴史・科学のドキュメンタリ

ーや子ども向け番組，時事・討論番組を中心

とした編成を行っており，商業放送のような

ドラマなどの娯楽やスポーツ中継を行ってい

ない。PBSは先行した商業テレビによる「市

場の失敗」を埋める役割を，歴史的・制度的

に担っているため，他の国の公共放送のよう

に，地上商業テレビ事業者と視聴者を奪い合

うような競争関係には置かれていない。

アメリカ国内の多チャンネル・多プラット

フォーム状況の中で，PBSの年間平均視聴率

は，1.7％（2004～2005年シーズン）とほぼこ

の数年横ばい状態である。これはケーブルチ

ャンネルのHBO（映画専門）やTNT（娯楽）と

ほぼ同程度であるが，PBSが今も教育専門局

という性格を強く残していることを考えれば，

健闘していると言えるだろう。しかし，ABCや

FOXなどの４大ネットワークの視聴率と比

較すると，PBSは，その４分の１ないし３分

の１に当たり，存在感は相対的に小さい。

PBSは地上デジタル化を１つのチャンスと

して，いくつかの試みを実践している。例え

ば地上デジタル放送では複数のチャンネル

（HD番組専門，子ども向け，ニュースや時事

問題，生活・学習の各チャンネル）を新設し，

PBS加盟各局がこれらを組み合わせて多チャ

ンネル放送を行っているほか，局によっては

ケーブルテレビの加入者を対象に無料のVOD

（ビデオ・オンデマンド）サービスを提供して

いる。またインターネット向けの番組配信や

販売もここ数年強化している。

（3）韓国

韓国はアジアで初めて地上デジタル放送を

2001年末に開始し，2002年には衛星デジタル

放送の通称Sky Lifeが本放送を開始した。ケ

ーブルデジタルサービスは2005年に始まって

いる。韓国では，アナログ放送時代からケー

ブルテレビが最も普及し，全世帯の67％がケ

ーブルテレビを受信している。衛星デジタル

放送の加入世帯は197万，全世帯の約11％に

当たり，2006年現在，地上波の直接受信世帯

は22％程度である。

ケーブルテレビや衛星放送では，60から80

のテレビチャンネルが提供されているのに対

し，地上放送のテレビチャンネルは５つであ

る。KBSをはじめとする公共放送グループの

４チャンネルと地域放送局で商業チャンネル

のSBSである。韓国では地上デジタル放送の

主眼をHDTVサービスに置いているため，

KBSを含め各局は，地上デジタル放送による

多チャンネル展開を行っていない。公共放送

グループのうち最大のKBSは，報道・教養を

中心としたKBS1と家族向けの文化・娯楽を

中心としたKBS2の２つのチャンネルを持

つ。KBSは受信料と広告放送の混合財源で成

り立っているが，広告放送を行っているのは

KBS2だけである。また公共放送グループに
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は，1990年にKBSから分離して独立した教育

放送局のEBSが，放送発展基金・広告放送・

受信料を財源に，１チャンネルの放送を行っ

ている。MBCは，株式の70％を政府系機関

である放送文化振興会が所有しており，形式

上公共放送グループに区分されるが，100％

広告放送による商業チャンネルである。

地上放送チャンネル間の競争を視聴率で見

ると，KBS1とKBS2の２つのチャンネルで

47％（2000年）と高い率を維持している。ま

た，ケーブルテレビや衛星放送による多チャ

ンネル視聴世帯における地上５チャンネルの

占有率は，63.5％（2004年）で，イギリスの

状況に近いが，徐々に減少傾向にある。

KBSは国内のブロードバンドの急速な普及

を背景に，インターネットサービスに積極的

に取り組んでいる。KBSは，自社運営サイト

でニュースなど個別番組視聴あるいは地上チ

ャンネルのサイマル・ストリーミングを行

い，KBSに利用を登録した国内や海外に住む

人々が利用できるようにしている。また，子

会社が運営するサイトで，有料のオンデマン

ド・サービスを実施している。

（4）日本

日本での地上デジタル放送は，2003年12月

に始まり，2006年末で全都道府県庁所在地ま

で拡大，全世帯の84％が地上デジタル放送を

受信できるようになった。地上デジタル受信

機の普及台数1,464万台（2006年10月現在）14）

を各家庭が１台ずつ所有していると仮定する

と，全世帯の30％が地上デジタル放送を受信

している計算になる。一方，BSデジタル放

送は，2000年12月に始まり，2006年12月末

にはケーブルテレビ経由の受信を含め2,000万

件を超えた 15）。BSデジタル放送が行われて

いる国は，世界でもほかに例がなく，衛星サ

ービスとしては少数のチャンネル（2006年

11月現在10チャンネル）が，地上放送に対

するモアサービスとして成長し，地上・ケー

ブルに次ぐ第３のプラットフォームに成長し

ている。このほか，CSデジタル放送のスカ

パー！とスカパー！110の２つのプラットフ

ォームが，200チャンネル以上を提供してお

り，合わせて約412万世帯（2006年９月現在）

が加入している。

日本における地上デジタル放送は，多チャ

ンネルではなく，HDTVを主眼にしていると

いう点で，アメリカと韓国に類似している。

しかしNHKの場合は，アナログ放送時代に

衛星放送の技術開発に主体的に関わり，本放

送を開始した1989年から，衛星放送という新

しいプラットフォームで，地上サービスとは

別に多チャンネル・モアサービスを行ってき

た。NHKは現在，HDTV専門チャンネルを

含め，地上・衛星合わせて５チャンネルを公

共放送として提供している。

ケーブルテレビ・BS・CSによって多チャン

ネル化が徐々に進んではいるが，公共放送

NHKの２つの地上チャンネルと地上民放５

チャンネルの合計７チャンネルが圧倒的に大

きなシェアを持っている。NHKの全国個人視

聴率調査（2006年11月実施）によると，国民

１人当たりのテレビ視聴時間は１日３時間58

分（平日平均）である。NHKと民放とを比較

すると，NHKの１時間４分に対し，民放は

合計で２時間54分となっている。

ケーブルや衛星放送といった新たなプラッ

トフォームの出現によっても，地上アナログ

放送時代からの「NHK対民放」という競争の

デジタル時代における視聴者の変容と公共放送
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構図は大きく変わっていない。しかしブロー

ドバンドの普及を背景に，テレビ番組のイン

ターネット配信やIPTVサービスなどを手掛

ける通信系事業者の新規参入が相次いでおり，

NHKを含めた地上放送事業者はVOD（ビデ

オ・オンデマンド）など新しいサービスの開

発に本格的に取り組み始めている。

以上のような，各国のメディア環境，およ

び公共放送が置かれている現状を踏まえつつ，

以下，公共放送の視聴者像と公共放送の視聴

傾向，そしてインターネット利用や多チャン

ネル化といったメディア環境と公共放送の関

係，「説明責任」や「視聴者の意向の反映」

を中心とした公共放送と視聴者の関係性の問

題について，国際比較調査結果のデータを分

析・考察する。

（1）公共放送の視聴者像　

図１は，今回の調査で〈公共放送と商業放

送の番組のどちらを多く見るか〉について質

問した結果である。「公共放送を多く見る」

という人（以下，「公共放送派」）の割合が最

も高いのは韓国（33％）で，以下，イギリス

（25％），日本（23％），アメリカ（13％）の

順である。「公共放送と商業放送を同じくら

い見る」という人を合わせると，韓国，イギ

リスでは60％以上となるが，日本，アメリカ

ではそれぞれ43％，31％と相対的に低い。

「公共放送派」の年層別分布を見ると，４か

国の間で大きく二つの傾向が見られる（図２）。

第１は，年層が上がるほど「公共放送派」

の割合が高くなる，いわば「右肩上がり型」

で，日本と韓国がこれに該当する。日本では，

20歳代から 40歳代までは「公共放送派」は

10％以下と低く，50歳代以上から急激にその

割合が上昇，70歳以上では47％と，20歳代の

６倍近くとなっている。韓国では「公共放送

派」の割合は日本よりも全体に高いが，20歳

代の21％に対し，40歳代では32％，60歳代で

は49％と年層が上がるほどその割合は高い。

第２の傾向は「公共放送派」の分布が年層

によって大きな変化のない，いわば「平均分

布型」でイギリスとアメリカがこれに該当す

る。イギリスとアメリカでは「公共放送派」

の割合は，全体の平均でそれぞれ25％，13％

18
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とかなりの差があるが，分布の仕方には一定

の類似性がある。すなわち，最も割合が低い

のは共に30歳代で，逆に70歳以上で最も割合

が高いものの，全体としてはほぼ平均的に分

布している。また，日本，韓国で最も「公共

放送派」の割合の低かった20歳代でも，イギ

リス，アメリカでは全体の平均を若干上回っ

ている（イギリスで27％，アメリカで16％）。

ところで調査では，公共放送への「満足度」

「必要性」「受信料（寄付金）の支払い意義」

「身近さ」等，公共放送に対する基本的な意

識に関しても質問しているが16），これらの質

問への回答傾向と「公共放送派」の分布の傾

向には一定の対応関係が見られる。

図３―１～４は，「満足度」と「受信料（寄付

金）の支払い意義」について，それぞれ「満

足している」「意義があると思う」という肯

定的な回答をした人の年層別分布を，「公共

放送派」の年層別分布とあわせて表示したも

のである。これを見ると，韓国を除く３か国

では，「満足度」「受信料（寄付金）支払い意

義」への肯定的回答者の年層別分布の傾向と，

「公共放送派」の年層別分布の傾向とが，ほ

ぼ符合していることが分かる。

すなわち，日本では公共放送への「満足度」

も「受信料支払い意義」も共に20～40歳代で

は低く（50～60％台），50歳代以上の年層で

は急速な上昇カーブを描いており，「公共放

送派」の分布の傾向とほぼ一致する。イギリ

スでは，「満足度」「受信料支払い意義」とも

に，「公共放送派」と同様，どの年層にも平

均的に分布している。「満足度」は年層が上

がるほど若干その割合が低下する傾向が見ら

れるが，「受信料支払い意義」については，30

歳代で最も低く，20歳代では全体平均よりも

デジタル時代における視聴者の変容と公共放送
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図 3－1　公共放送への意識と視聴（日） 
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図 3－2　公共放送への意識と視聴（韓） 
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その割合が高い，という点まで「公共放送派」

と同様である。アメリカでも，「満足度」「寄

付金支払い意義」共に，どの年層でもほぼ平

均的に分布している。一方，韓国では，「受

信料支払い意義」は年層が上がるほどその割

合が高くなっている点では「公共放送派」と

の類似性が認められるが，「満足度」では年

層が上がるほどその割合が若干低下する傾向

が見られる。

以上のことから，公共放送を商業放送より

も多く見る人（＝「公共放送派」）や，公共

放送に満足している人，受信料（寄付金）を

支払うことに意義があると思う人，を仮に

「公共放送支持者」としてまとめるとすれば，

日本では「公共放送支持者」は若年層よりも

高年層になればなるほどその割合が高く，イ

ギリス，アメリカでは「公共放送支持者」が

どの年層にも平均的に分布しているというこ

とになる。また，韓国では，高年層では満足

度は若年層よりも高くないが，公共放送を多

く見たり，受信料支払い意義があると考える

人が多く，若年層では満足度は一定程度ある

ものの，実際には公共放送を見る割合は低く，

受信料支払いに意義を感じる割合も低いとい

う状況がある。

（2）放送ジャンル別視聴状況

では公共放送の視聴者は，どのようなジャ

ンルの番組を視聴しているのだろうか。また

視聴傾向は公共放送派の年層別分布の傾向と

どのように関わっているだろうか。調査では，

公共放送が放送する番組を教養，教育，報道，

娯楽という４ジャンル17）に大別し，どのジャ

ンルを「よく見るか」について質問している。

その回答傾向から，各国における公共放送の

視聴者の視聴傾向を見ていく。ただし，番組

ジャンルの分類は，各国の放送の歴史的・文

化的特性に深く根ざしたものであって，容易

な一般化や比較が困難であること，また特に

近年においてはこうしたジャンルに截然と分

類しにくい番組が増加していること（いわゆ

る“オフジャンル化”）等の問題があり，今

回の結果も，あくまでも全体的な「傾向」と

して把握するに留めるべきものであろう。

図４は各番組ジャンルについて「よく見る」

と回答した人の割合である。アメリカを除く

各国で「報道」の割合が70％以上と高くなっ

ている。アメリカが相対的に低いのは，アメ

リカのPBSが時事問題を扱った番組やニュー

ス解説的な番組は放送しているものの，いわ

ゆる「定時ニュース番組」を編成していない

ことによると思われる。また韓国では「教育」

が低くなっている。これは子ども向け番組や

語学番組のような狭義の教育番組は，今回調

査対象としたKBSではなく，教育番組専門の

公共放送局EBSが放送しており，KBSはわず

かに趣味や生涯学習的な内容の番組を放送す

るに留まっていることによると思われる。
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図５―１～４は，「よく見る」人の年層別の分

布である。日本は，「教育」を除くすべてのジ

ャンルで「右肩上がり型」になっていることが

分かる。「教育」は30歳代で最も高く（31％），

次いで70歳代で30％である。日本で「よく見

る」人の割合がジャンル別に最も高いのは「報

道」であるが（全体で71％），「報道」も「よ

く見る割合」は20歳代では52％であるのに

対し，50歳代で75％，70歳以上では92％と

「右肩上がり型」の分布となっている。日本の

「公共放送派」の年層別分布が「右肩上がり

型」になっていることと，こうした視聴傾向

とは表裏一体の関係になっていると考えられ

る。

韓国では，ジャンルによって分布が大きく

異なっている。特に「娯楽」は，若年層ほど

割合の高い，「右肩下がり型」となっている。

これはKBSがドラマやバラエティ番組などの

若者向けの娯楽番組に力を入れていることを

反映していると思われる。一方，最も「よく

見る」割合の高い「報道」（全体で88％）は

「右肩上がり型」になっている。韓国の場合，

「公共放送派」の年層別分布が全体では「右

デジタル時代における視聴者の変容と公共放送
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図 4　公共放送の「よく見る」番組ジャンル 
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図 5－1　ジャンル別視聴状況（年層別）（日） 
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図 5－2　ジャンル別視聴状況（年層別）（韓） 
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肩上がり型」である要因を視聴ジャンルから

説明することは困難である。

イギリスとアメリカでは，すでに見たよう

に，「公共放送派」の年層別分布が「平均分

布型」であるが，ジャンル別の視聴傾向もや

はり全体的には平均的に分布している。イギ

リスでは，「教育」が「弱い右肩下がり」，逆

に「教養」は「弱い右肩上がり」の傾向とな

っているが，「報道」と「娯楽」ではどの年

層にも平均的に，また比較的高い割合で分布

している。日本とは対照的な傾向である。

また，アメリカでは「教育」が「右肩下が

り」の傾向であるが，「教育」以外のジャン

ルではほぼ平均的に分布している。商業放送

よりも遅れて1967年に発足したアメリカの公

共放送PBSは，もともと全米に多数あった教

育専門放送局による「ゆるやかなネットワー

ク」というべき性格を持っており，各局は現

在も教育番組を編成の柱としている。従って

「教育」が若年層で多く見られ，その他の番

組ジャンルでは平均的に見られているという

現状は，ある意味でごく自然なことと言える。

世界の公共放送の現状に大きな影響をもた

らしているメディア環境の変化は，視聴者の

日常的なメディア接触・利用の水準では，イ

ンターネット利用者の急激な拡大や携帯電話

を始めとする移動体情報端末の浸透，また，

ほぼすべての主要国で開始された地上デジタ

ル放送，衛星デジタル放送，そして特に先進

国の都市部においてケーブルテレビや衛星放

送のサービス拡大によってもたらされた多チ

ャンネル化等の形で現れている。

今回の調査では，この中で，インターネッ

ト利用の状況と，多チャンネルサービスの利

用状況について質問した。インターネットの

普及拡大と多チャンネル化の進展は，今日の

メディア環境の変化を代表するものであると

同時に，放送，とりわけ公共放送のあり方に

与える影響についてかねてから取り沙汰され，

広く議論の対象となってきたからである。こ

こではインターネットと多チャンネルサービ

スの利用の有無や程度が，各国の公共放送の

視聴や公共放送に対する人々の意識・評価と

どのように関わっているのか（あるいは関わ

っていないか）について，調査結果を分析す

る。

（1）インターネット利用拡大と公共放送

a）各国のインターネット利用者の特徴

図６は，インターネットの利用頻度（メー

ルの送受信を除く）の各国における分布を示

したものである。「ほぼ毎日利用している」

人の割合が最も高いのは韓国で42％，以下，

アメリカ37％，イギリス28％，日本23％の順
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である。韓国では「週に２～３日利用」の16％

を合わせると国民の58％が「週２日以上」イ

ンターネットを利用している。逆に日本では

「週２日以上」利用している人の割合は，ほ

ぼ３人に１人の35％にとどまり，逆に「ほと

んど利用していない」か，あるいは「自宅に

インターネットを利用できるパソコンがない」

人を合わせると過半数の56％にのぼる。

図７はインターネット利用者のうち，「週２

回以上」利用している人（＝以下，「利用高」）

の各国における年層別分布である。インター

ネット利用者はどの国においても若年層で割

合が高く，高年層になればなるほど割合が低

くなっている。特にその傾向は韓国において

顕著である。韓国では20歳代では「利用高」

が91％にのぼる一方，60歳代では20％，70

歳以上では11％と極端な「右肩下がり型」と

なっている。逆にアメリカではこうした傾向

は比較的緩やかである。アメリカで「利用高」

の割合が最も高いのは，30歳代で66％，次い

で20歳台の63％と，やはり若年層でその割合

が高いが，50歳代で56％，60歳代でも43％

と，年層間の利用の格差が相対的に少ない。

b）インターネット利用とテレビ視聴の関係

では，しばしば取り沙汰されるインターネ

ット利用とテレビ視聴との関係はどうか。イ

ンターネット利用状況についての回答とテレ

ビ視聴時間についての回答とをクロス集計し

たところ，どの国においても両変数間には相

関関係が見られた。すなわち，インターネッ

トの「利用高」ではテレビ視聴時間の短い人

の割合が高く，インターネット「利用低・な

し」ではテレビ視聴時間の長い人の割合が高

くなっている。図８―１，２は，日本とイギリ

スにおけるクロス集計の結果である。日本で

は「テレビ視聴・短」の割合は，ネット「利

用高」では51％と全体より有意に高く，逆に

「テレビ視聴・長」の割合は24％と低くなって

いる。同様の傾向はイギリスでも見られる。

また，ここでは示していないが，韓国，アメ

リカでも程度の差はあるが，傾向は同様であ

る。

このように今回の調査結果からは，インタ

ーネットをよく利用する人ではテレビ視聴時

間が少ないという傾向が見て取れる。なお，

先にも見たように，インターネット利用の割

デジタル時代における視聴者の変容と公共放送
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合はどの国においても若年層で高く，テレビ

視聴時間はどの国においても若年層ほど短

い。しかし年層を統制するため３重クロス集

計を行っても，結果は同様であった。年層を

問わずインターネット利用がテレビ視聴の減

少に繋がっている可能性が高いのである18）。

c）インターネット利用と公共放送への意識・

評価

次にインターネット利用と人々の公共放送

への意識・評価との関係について見てみる。

公共放送への「満足度」「必要性」「受信料支

払い意義」「身近さ」についての質問の結果

とインターネット利用状況とのクロス集計を

行ったところ，大きく２つの傾向に分かれた。

第１は，インターネット利用者が非利用者に

比べて，公共放送に対して厳しい，もしくは

否定的な意識・評価が高くなる傾向であり，

これは日本と韓国で見られる。そして第２は，

インターネット利用者の公共放送に対する意

識・傾向に非利用者との差がないか，変数に

よっては肯定的な意識・評価が高くなる傾向

であり，これはイギリスとアメリカに該当す

る。

表１―１，２は，このうち代表的なクロス集計

結果を示したものである。日本ではインター

ネット利用との有意な相関が見られたのは公

共放送への「満足度」と，公共放送の「説明

責任への評価」であった。公共放送に「満足」

という割合は「ネット利用高」では53％と有

意に低く，逆に「不満」の割合が37％と有意

に高い。また公共放送が「説明責任を果たし

ている」とする割合は「利用高」では21％で，

逆に「果たしていない」とする割合が76％（全

体では66％）と有意に高い19）。

同様に，韓国においてもインターネット利

用者の公共放送評価は否定的な傾向が強い。

「説明責任」については，「説明責任を果たして

いる」とする割合は，「利用高」では24％と有

意に低く，逆に「果たしていない」とする割

合が74％（全体では66％）と有意に高い。ま

た公共放送の「身近さ」について，「身近だ」

とする割合は「利用高」では35％，逆に「身

近ではない」が64％（全体では54％）となっ

ている。

このようにインターネット利用者における

公共放送に対する意識・評価が否定的であ

り，かつ先に見たようにインターネット利用

者が年層別には若年層ほど多いということを

考え合わせれば，日本や韓国において「公共

放送派」や「公共放送支持者」が若年層より

も高年層に多い「右肩上がり型」となってい

24

図 8-1　インターネット利用とテレビ視聴（日） 
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ることの要因のひとつとして，インターネッ

トの普及・利用の拡大が関与していると想定

することができる。

一方，イギリスとアメリカでは，こうした

相関は見られない。逆に変数によってはイン

ターネット利用者のほうが，公共放送への意

識や評価が肯定的である場合もある。公共放

送の「満足度」については，イギリスの場合，

「利用高」では69％が「満足」だとしており

（全体では59％），またアメリカでも「利用高」

では 81％が「満足」としている（全体では

80％）。そして受信料支払い意義については，

イギリスにおいてもアメリカにおいても，

「利用高」では「支払い意義がある」という

回答の割合が，全体の割合とほぼ同程度とな

っている。つまり，日本や韓国と異なり，イ

ギリスとアメリカにおいては，インターネッ

ト利用の普及と人々の公共放送への意識や評

価との間に負の相関がなく，時として正の相

関も見られるのである。

（2）多チャンネル化の進展と公共放送

a）各国における多チャンネル化の状況と利

用者の特徴

次に多チャンネル化の状況や多チャンネル

サービスの利用の有無が，人々の公共放送の

視聴や公共放送への意識・評価とどう関わっ

ているかを検討していく。

まず，各国の多チャンネル化の状況につい

ては，調査では〈自宅において視聴可能なチ

ャンネル数〉として質問している。この結果

を見ると（図９），多チャンネル化が最も進ん

でいるのはアメリカであり，「50～100チャン

ネル」が33％，「100チャンネル以上」が28％

で，全体の61％が50以上のチャンネルを受信

できる環境にあることが分かる。韓国とイギ

リスがこれに続き，日本はこの４か国の中で

は最も多チャンネル化が遅れている。日本で
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表 1-1　インターネット利用と公共放送への意識・評価（日・韓） 

ネット利用低＆なし ネット利用中 ネット利用高 全体 

日 

公共放送に「満足」 
公共放送に「不満」 
公共放送は「説明責任を果たしている」 
公共放送は「説明責任を果たしていない」 
公共放送は「説明責任を果たしている」 
公共放送は「説明責任を果たしていない」 
公共放送は身近である 
公共放送は身近ではない 

62
29
29
66
31
66
45
54

53
37
21
76
24
74
35
64

64
26
18
80
38
62
46
54

67
25
35
57
43
52
61
36

韓 

（％） 

 

表 1-2　インターネット利用と公共放送への意識・評価（英・米） 

ネット利用低＆なし ネット利用中 ネット利用高 全体 

※太字は全体より有意に高いことを示す 

英 

 

公共放送に「満足」 
公共放送に「不満」 
受信料支払い意義がある 
受信料支払い意義がない 
公共放送に「満足」 
公共放送に「不満」 
寄付金支払い意義がある 
寄付金支払い意義がない 

59
39
64
36
80
9
77
21

69
30
65
34
81
9
80
20

64
36
65
36
82
7
84
14

51
48
62
38
80
10
70
27

米 

（％） 

 



は「６～10チャンネル」が最も多く48％，「１

～５チャンネル」が17％で，11チャンネル以

上受信できる割合は33％に留まっている。

図10は，各国における多チャンネル利用者

（11チャンネル以上）の年層別分布を示したも

のである。これを見ると日本，アメリカでは

年層間の差が大きくない。日本では60歳代，

70歳以上で，アメリカでは70歳以上でやや低

くなっているが，全体としては各年層で平均

的に分布していると言える。これに対し，イ

ギリスでは「右肩下がり型」の分布となって

いる。最も割合が高いのは30歳代（80％）で，

次いで20代（74％），40代（71％）の順で，60

歳代では57％，70歳以上では33％と年層が

上がるほどその割合は低い。韓国でもやや

「右肩下がり型」の傾向が見られる。アメリ

カの分布が平均型である背景には，アメリカ

のケーブルテレビと衛星放送の普及率が約

85％と高く，一世帯あたりのチャンネル数が

平均で90チャンネルに達しているということ

があると考えられる。またイギリスの分布が

「右肩下がり型」であるのは，イギリスの場

合，全世帯の73％までデジタル化が進んでい

るものの，高年層における地上放送を含めデ

ジタルテレビへの加入率が極端に低いことを

反映している。

b）多チャンネル化と公共放送の視聴

では，こうした多チャンネル化の状況と公

共放送の視聴との関係はどうなっているか。

また各国の間でどのような違いがあるだろう

か。両者に関する質問の結果をクロス集計し

たところ，日本・韓国と，イギリス・アメリ

カとで大きな傾向の違いが見られた。

イギリスとアメリカでは，多チャンネル化

の進行と公共放送の視聴との間には負の相関

が見られる。図11-１，２は，イギリスとアメリ

カにおける，〈視聴可能なチャンネル数〉と

〈公共放送を多く見るか，商業放送を多く見

るか〉についての回答のクロス集計結果であ

る。ともに，「公共放送を多く見る」人（＝公

共放送派）の割合は，受信チャンネルが少な

い程高い。イギリスでは「１～５チャンネル」

の人では「公共放送派」の割合が32％と有

意に高いのに対し，「101チャンネル以上」で

は19％で有意に低い。アメリカではイギリス

ほど顕著ではないが，やはり「１～５チャン

ネル」「６～10チャンネル」で「公共放送派」

の割合がそれぞれ24％，26％と有意に高い。
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またこの傾向は，年層を統制するために行っ

た３重クロス集計結果においても同様であっ

た。

一方，日本と韓国ではこうした傾向は見ら

れない。「公共放送派」の割合は「受信チャ

ンネル数」の違いによって有意な差がない。

先に見たように日本と韓国の間では多チャン

ネル化の進展状況には大きな違いがある。し

かし両国においては，ともに多チャンネル化

が公共放送の視聴を減少させるような影響を

もたらしているとは考えにくい。

以上のことから，多チャンネル化が公共放

送の視聴に影響を与えるかどうかについて

は，多チャンネル化の進展状況自体とは関係

がない一方で，各国で大きな傾向の違いがあ

ることが分かる。傾向の違いを作り出してい

る要因のひとつとして，多チャンネル化の主

たる担い手である各国のケーブルテレビや衛

星放送が提供するサービスに公共放送や他の

地上放送に匹敵するような人気チャンネルや

キラーコンテンツがあるかどうかという点が

考えられる。例えば，アメリカのCNN，FOX

News，Disney，HBOといったチャンネルは

ケーブルテレビや衛星放送で放送され地上波

に匹敵する人気を獲得している。またイギリ

スの衛星放送BSkyBでも上記のアメリカの

人気専門チャンネルを放送しているほか，

Sky1のようにドラマや娯楽番組などを中心

に編成して若者を中心に人気を獲得している

チャンネルもある。一方，日本や韓国でもア

メリカを中心とした海外の人気チャンネルが

ケーブルテレビや衛星放送で放送されている

ものの，言語や文化の違い等もあり，高い視

聴率や影響力を獲得するには至っていない。

少なくとも現在までのところ多チャンネル化

が公共放送の視聴の減少に繋がっていない背

景にはこうした事情も少なからず関わってい

ると考えられる。

c）多チャンネル化と公共放送への意識・評価

次に多チャンネル化と公共放送への意識・

評価との関係について検討する。表２は公共

放送についての「満足度」「必要性」「受信料

支払いの意義」「身近さ」の４つの質問と，

〈受信チャンネル数〉のクロス集計結果から，

各国で有意な相関があったものを示したもの

である。なお，多チャンネル化の進展状況に

は各国で大きな差があるため，チャンネル数

デジタル時代における視聴者の変容と公共放送
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図 11-1　＜視聴可能チャンネル数＞と 
　　　　  ＜公共放送か商業放送か＞（英） 
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図 11-2　＜視聴可能チャンネル数＞と 
　　　　  ＜公共放送か商業放送か＞（米） 
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の「少」「中」「多」を分類した表頭のカテゴ

リーは各国の状況に合わせて調整している。

日本では受信チャンネル数と相関が見られ

たのは「満足度」であった。チャンネル数「少」

では，公共放送に「満足」だとする割合が71％

と有意に高く，チャンネル数「多」では，「不

満」という割合が33％と有意に高い。つまり，

受信チャンネル数が少なければ公共放送への

満足度が高く，多ければ満足度が低いという

傾向がある。韓国とイギリスでは，「受信料支

払い意義」との間に相関が見られた。ともに

チャンネル数「少」では「支払い意義がある」

という割合が高く，逆にチャンネル数「多」

では「支払い意義がない」とする割合が高い。

更にアメリカでは，公共放送の「身近さ」と

の間に相関が見られた。チャンネル数「少」で

は公共放送が「身近だ」とする割合が61％と

有意に高く，逆にチャンネル数「多」では，「身

近でない」とする割合が52％と有意に高い。

以上のように，〈受信チャンネル数〉との間

に有意な相関が認められる変数が各国それぞ

れ存在するが，公共放送に関する意識・評価

に関わる基本的な４つの質問（「満足度」「必

要性」「受信料支払い意義」「身近さ」）のす

べてにおいて相関があるわけではない。また

「必要性」との間にはいずれの国においても

相関関係はない。これらのことから多チャン

ネル化と公共放送の人々の意識・評価との間

には限定的ではあるが負の相関があり，多チ

ャンネル化が進むほど公共放送の存在感が相

対的に低下しつつあることが窺われる。

公共放送の視聴や公共放送への意識・評価

と深く関わっているのは，メディア環境だけ

ではない。今回の調査では，視聴者の意見や

要望を番組やサービスにおいてどのように反

映しているかという「視聴者意向の反映」の

あり方や，公共放送の番組やサービス，運営

方針等の視聴者への「説明責任」（＝アカウ

ンタビリティ）のあり方も，公共放送の現状

と深く関わっていることが明らかになった。

（1）視聴者意向の反映と公共放送のあ
り方

表３は，「視聴者意向の反映」についての評

価と，「公共放送を多く見るか」「満足度」「受

信料（寄付金）支払い意義」「身近さ」とのク

ロス集計結果である。アメリカにおける「公

共放送を多く見るか」を唯一の例外として，

いずれの国においてもそれぞれ相関関係があ

ることが分かる。「視聴者意向の反映」につ

いての評価との間に特に強い相関関係が見ら

れるのは，どの国においても「受信料（寄付

金）支払い意義」「身近さ」である。
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表 2　受信チャンネル数と公共放送への意識・評価 

全体 Ch（少） Ch（中） Ch（多） 

※太字は全体よりも有意に高いことを示す 
※日本は少＝1～5Ch， 中＝6～10Ch， 多＝11Ch～ 
　イギリス・韓は少＝1～10Ch， 中＝11～50Ch， 多＝51Ch～ 
　アメリカは少＝1～25Ch， 中＝26～100Ch， 多＝101Ch～ 

（％） 

 

公共放送に「満足」 

公共放送に「不満」 

受信料支払い意義がある 

受信料支払い意義がない 

受信料支払い意義がある 

受信料支払い意義がない 

公共放送は「身近」である 

公共放送は「身近」でない 

62

29

61

39

64

36

49

45

71

19

64

35

71

28

61

33

62

30

62

37

63

36

45

48

59

33

54

44

57

43

44

52

日 

韓 

英 

米 

6 公共放送と視聴者の関係性



例えば，日本では「受信料支払い意義」が

あるという回答は，視聴者意向が「反映され

ている」では85％で，逆に「反映されていな

い」では46％である。「公共放送は身近だ」と

する回答も，視聴者意向が「反映されている」

では86％と全体（62％）よりもかなり高くな

っている。また，イギリスでは「受信料支払

い意義」があるという回答は，「反映されてい

る」では75％，「反映されていない」では42％

である。そして「公共放送は身近だ」とする

割合も，「反映されている」では69％，「反映

されていない」では32％である。

このように，公共放送の番組やサービスに

は「視聴者意向の反映」についての評価が，

公共放送をよく見るかどうかや，公共放送へ

の満足感，受信料支払い意義，身近さの感覚

等と強く結びついていることが分かる。

ところで，この「視聴者意向の反映」につ

いての評価は，国によって大きく差がある。

図12は「視聴者意向の反映」のあり方につい

て聞いた質問の結果を４か国で比較したもの

である。「反映されている」「どちらかといえ

ば反映されている」をあわせた割合が最も高

いのがアメリカで78％，以下，韓国が70％，

イギリスが64％と続くが，日本は40％と突出

して低い。アメリカ，韓国，イギリスでは多

くの視聴者が自分達の意向が公共放送の番組

やサービスに反映されていると感じているの

に対し，日本では過半数の視聴者はそうした

意識を公共放送に対して持っていないという

ことになる。

この結果と，公共放送への「アクセス意欲」

（＝〈公共放送に自分の意見や要望を伝えた

り番組に反映させたいか〉）を聞いた結果と

を比較してみると（図13），「反映させたい」と

「反映されている」との間に“ずれ”が存在

していることが分かる。しかし４か国の中で，

「反映させたい」が「反映されている」を上

回っているのは日本だけである。日本は視聴

者が公共放送に対して自分の意見や要望を伝

えたり番組に反映させたいという割合が

46％と４か国の中でも決して低くないにもか

デジタル時代における視聴者の変容と公共放送
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※太字は全体より有意に高いことを示す 

表 3　 

全体 反映されている 反映されていない 
（％） 

 
公共放送を多く見る 

公共放送に満足 

受信料支払い意義あり 

公共放送は身近だ 

公共放送を多く見る 

公共放送に満足 

受信料支払い意義あり 

公共放送は身近だ 

公共放送を多く見る 

公共放送に満足 

受信料支払い意義あり 

公共放送は身近だ 

公共放送を多く見る 

公共放送に満足 

寄付金支払い意義あり 

公共放送は身近だ 

23

62

66

62

33

73

61

45

25

59

64

55

13

80

77

49

32

83

85

86

37

81

67

55

30

70

75

69

14

89

85

59

15

47

46

45

24

56

42

20

18

39

42

32

9

55

44

16

日 
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米 

　　      ＜視聴者意向の反映＞と公共放送の視聴・公共放送に対する意識・評価 
＜視聴者意向の反映＞＝「視聴者の意見や要望が番組や視聴者へのサービスに 
反映されているか」    
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図 12　視聴者意向の反映への評価 
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反映されていると思う どちらかといえば反映されていると思う 
どちらかといえば反映されていないと思う  
反映されていないと思う わからない， 無回答 

%



かわらず，実際にそれが公共放送の番組やサ

ービスにおいて「反映されている」と感じら

れていないのである。

さらに日本について注目すべきは，「視聴者

意向を反映していない」とする回答が，高年

層に比べて若年層で高くなっている点であ

る。図14は，視聴者意向が「反映されていな

い」「どちらかといえば反映されていない」と

回答した人の割合を年層別に示したものであ

る。これを見ると，日本は70歳代を除く全年

層で他の３か国よりも高い。そして20歳代

～40歳代で特にその割合が高く（57～66％），

逆にそれ以上の年層では，50歳代で50％，60

歳代で41％，70歳以上では25％と高年層にな

るほど低い「右肩下がり型」になっているこ

とが分かる。日本の「公共放送派」の年層別

分布が「右肩上がり型」であることには，「公

共放送は意向を反映していない」と考える人

の年層別分布が「右肩下がり型」であること

が関係している可能性がある。

（2）公共放送の「説明責任」への評価

「視聴者意向の反映」と並んで近年，各国

の公共放送がさまざまな形で取り組みを強化

しているのが番組作りの考え方や経営方針な

ど，放送局としての考え方や理念について視

聴者に伝える「説明責任」である。各国の公

共放送はいわゆる「番組ガイドライン」「報

道ガイドライン」を策定して一般に公開した

り，視聴者に対して公共放送の運営目標を示

してその達成度を評価する，いわゆる「視聴

者への約束」等，さまざまな取り組みをここ

数年の間に始めている。そして今回の調査で

は，こうした「説明責任」のあり方も，公共

放送の視聴や公共放送に対する人々の意識・

評価と深く関わっていることが分かった。

表４は，公共放送の「説明責任」への評価

と「公共放送を多く見るか」「満足度」「受信

料（寄付金）支払い意義」「身近さ」とのク

ロス集計結果である。すべての国で公共放送

の「説明責任」のあり方への評価との間に有

意な相関が見られる。つまり，どの国におい

ても公共放送が「説明責任を果たしている」

と考える人では，公共放送を「多く見る」人

30

図 13　「意向を反映させたい」と「意向は反映されている」 

自分の意見や要望を伝えたり，番組などに反映させたい 
視聴者の意見や要望が反映されている 

※「自分の意見や要望を伝えたり，番組などに反映させたい」 
　は「すでに経験がある」「してみたいと思う」を合わせた結果    

英 米 韓 
 

日 
 

43
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80
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日 英 
米 韓 

図 14　「視聴者意向は反映されていない」（年層別） 



や「満足」だとする人の割合が高く，また受

信料（寄付金）を支払う意義や，公共放送を

「身近」と感じる人の割合が高いという傾向

がある。

ところで，「説明責任」の評価も，先の「視

聴者の意向反映」同様，国によって大きな差

がある（図15）。公共放送が「説明責任を果

たしているかどうか」について「そう思う」

「まあそう思う」の割合が最も高いのはアメ

リカで71％，以下，イギリス56％，韓国31％，

日本28％という順である。過半数が肯定的評

価をしているアメリカ，イギリスに対し，韓

国と日本とでは60％を超える人が否定的な評

価をしており，対照的な結果になっている。

さらに，回答者の年層構成を見ると，アメ

リカ・イギリスと，韓国・日本との間には対

照的な傾向が見られる。図16は，公共放送の

「説明責任」について「否定的評価」をした人

の年層別の分布を比較したものである。これ

を見ると，アメリカではどの年層においても

15～22％の間でほぼ平均的に分布しており，

またイギリスでも 20歳代で 22％と低いが，

それ以外の年層では35～49％の間に分布し

ている。ところが，韓国と日本では明らかな

「右肩下がり型」となっている。韓国では20歳

代で72％，30歳代で74％と若年層では「否

定的評価」の割合が高く，50歳代では56％，

60歳代では50％と年層が上がるほど割合が

低い。日本では20歳代が最も高く77％，30

歳代～50歳代でも70％代だが，60歳代では

60％，70歳以上では37％と年層が上がるほ

デジタル時代における視聴者の変容と公共放送
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※太字は全体より有意に高いことを示す 
※「肯定」＝「そう思う」「まあそう思う」 
　「否定」＝「あまりそうは思わない」「そうは思わない」 

全体 
肯定 否定 

公共放送は説明責任を果たしているか  
（％） 

 

公共放送を多く見る 

公共放送に満足 

受信料支払い意義あり 

公共放送は身近だ 

公共放送を多く見る 

公共放送に満足 

受信料支払い意義あり 

公共放送は身近だ 

公共放送を多く見る 

公共放送に満足 

受信料支払い意義あり 

公共放送は身近だ 

公共放送を多く見る 

公共放送に満足 

寄付金支払い意義あり 

公共放送は身近だ 

23

62

66

62

33

73

61

45

25

59

64

55

13

80

77

49

35

85

85

90

43

84

82

72

32

69

74

69

15

88

84

62

17

53

58

49

27

68

50

32

19

54

49

37

8

60

55

19

日 

 

 

 

韓 

 

 

 

英 

 

 

 

米 

表 4　 　　      ＜説明責任について＞と公共放送の視聴・公共放送に対する意識・評価 
＜説明責任について＞＝「番組作りの考え方や経営方針を公共放送は，十分説 
明していると思うか」    

図 15　説明責任についての評価 
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図 16　「説明責任」について「否定的回答者」の年層別分布 



ど低い。日本と韓国における「公共放送視聴

者」が「右肩上がり型」であることの背景に

は，このような公共放送の説明責任のあり方

に対する否定的評価が若年層で高いというこ

とも関わっている可能性がある。

（3）小括

以上，各国のメディア環境の現状と特徴と

を明らかにしたうえで，国際比較調査の結果

から公共放送の視聴者像および視聴状況の各

国における傾向と違い，インターネットの普

及や多チャンネル化といったメディア環境と

公共放送の関係，そして公共放送と視聴者と

の関係性について，分析・検討してきた。

分析によって得られた結果を要約すると以

下のようになる。

①「公共放送派」（＝公共放送を商業放送よ

り多く視聴する人）の年層別分布には，

高年層ほど割合の高くなる「右肩上がり

型」と，どの年層にも平均して分布する

「平均分布型」の２つの傾向がある。日

本と韓国は「右肩上がり型」，イギリス

とアメリカは「平均分布型」である。

②「公共放送派」の年層別分布と，公共放

送の「満足度」「受信料支払い意義」に

肯定的評価を持つ人の年層別分布とには

一定の対応関係があり，やはり「右肩上

がり型」（日本）と「平均分布型」（イギ

リス・アメリカ）とに大別される。

③公共放送が放送する番組のジャンル別視

聴状況について，「よく見る」割合を年

層別に見ると，全体として「右肩上がり

型」の日本と，全体的にはバランスの取

れた「平均分布型」のイギリスとアメリ

カとに分かれる。韓国ではジャンルによ

って傾向が大きく異なる。

④インターネットをよく利用する人は，そ

うでない人と比べ，どの国においてもテ

レビ視聴時間が短い。

⑤インターネット利用と公共放送への意

識・評価（「満足度」「受信料支払い意義」

「身近さ」）の関係には大きく２つの傾向

がある。第１はインターネット利用者が

公共放送に対して否定的な意識を持つ割

合が高い傾向であり，日本と韓国が該当

する。第２は，インターネット利用が公

共放送への意識・評価に影響しないか，

又は積極的な意識を持つ割合が高くなる

傾向であり，イギリスとアメリカが該当

する。

⑥多チャンネル化は各国においてその進展

状況に大きな違いがあるが，多チャンネ

ル化が公共放送の視聴に影響を与えてい

ると見られるのはイギリスとアメリカで

ある。日本と韓国では多チャンネル利用

者と非利用者の間で，公共放送の視聴に

差がない。

⑦多チャンネル化は公共放送への意識・評

価にネガティブな影響を及ぼしている可

能性がある。各国で「満足度」「受信料

支払い意義」「身近さ」等について，多

チャンネル利用者では否定的評価の割合

が高い。しかし多チャンネル化と，公共

放送の「必要性」との間には相関は見ら

れない。

⑧公共放送の「視聴者意向の反映」への評

価は，公共放送の視聴や公共放送への意

識と深く関わっている。日本では「視聴

者意向の反映」への否定的回答者の割合

が若年層で高く，日本の「公共放送派」

32



の年層構成が「右肩上がり型」であるこ

とと関係している可能性がある。

⑨「説明責任」のあり方への評価も，公共

放送の視聴や公共放送への意識と深く関

わっている。「説明責任」への評価は，

日本と韓国で低く，また否定的回答者の

割合が若年層で高い傾向があることと，

日本，韓国における「公共放送派」の年

層構成が「右肩上がり型」であることと

は相関関係がある可能性が高い。

以上明らかになった調査結果等を踏まえ，

最後に幾つかの角度からの考察と今後に向け

た諸課題の抽出を試みたい。

（1）公共放送とユニバーサリティ

調査結果では公共放送の支持者を年層別で

見た場合，「右肩上がり型」（日本・韓国）と

「平均分布型」（イギリス・アメリカ）との２

タイプが存在したが，公共放送は，全国の視

聴者に放送が届き，異なる年齢層や背景を持

つ人々，あるいは国内のあらゆる地域に住む

人々の幅広い嗜好や関心に応える「ユニバー

サリティ」を基本的な原則としている。さら

に，アメリカのPBSを除く３か国は，すべて

の人が負担する受信料を主要な財源としてい

る。従って，「公共放送支持者」の分布が特

定の社会階層や特定の年齢に偏ったりするこ

とは，公共放送の基本原則と矛盾する上，受

信料制度の正当性にも疑問を想起させること

になる。

そこで，ここではまず公共放送のサービス

とユニバーサリティの確保の関係を，「娯楽

の提供」「若年層へのアプローチ」「公共放送

のインターネット利用」という各観点から考

える。

①娯楽の提供

各国の公共放送の番組ジャンル別視聴状況

を年層別に見ると，イギリスの場合は，「報

道」だけでなく「娯楽」についてもすべての

年層に平均的に分布している。これはほかの

３か国と際立って異なる特徴である。しかも，

娯楽は商業放送事業者が得意とし，各国で，

公共放送との間で激しいシェア争いが展開さ

れている分野である。そこでイギリスの公共

放送支持者が「平均分布型」であることと，

この娯楽との関係を考えたい。

イギリスでは，番組のジャンルをおおまか

に14分類し，さらにジャンルごとに細かい分

類がなされている 20）。例えば「ドラマ」は，

単発もの，長期間の連続もの，３か月の連続

もの，の３つに分けられ，「エンターテイン

メント」にはバラエティ，シットコム，視聴

者参加のスタジオ・ショー，クイズ，アニメ

などが分類されている。イギリスの放送と通

信分野の規制監督機関であるOfcom（Office

of Communications）が，2003年から2005年に

かけて行った調査によると，地上放送の番組

ジャンルに関して興味深い結果が得られてい

る21）。番組ジャンルごとに，個人にとって重

要かどうか，社会にとって重要かどうかを尋

ねる質問で，「ニュース」は両方の重要性が

同じように高いが，「ドラマ」は個人にとっ

ての重要性が社会にとっての重要性を大きく

上回っている。これと同様の傾向が「コメデ

ィー」「映画」「ドキュメンタリー（serious

デジタル時代における視聴者の変容と公共放送
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factual）」でも見られる。つまり，ドラマや

コメディーはイギリスの人々の個人に訴える

強さを持っている番組であると解釈できる。

ところが，ドラマやコメディーは，商業放

送も熱心に取り組み，とかく視聴率が注目さ

れる番組ジャンルでもある。商業放送に対抗

して，視聴率を重視した番組を制作し放送す

ることは，どの国においても「公共放送らし

くない」というお決まりの批判にさらされる。

確かに，そうした批判はイギリスにもあるの

だが，BBCの経営者や公共放送擁護者の間

では，「公共放送の存続には視聴率は重要だ」

と考えられている。番組が多くの支持者を得

ていることを示す最も基本的な指標が視聴率

である以上，視聴率が低迷すればBBCの存

続が危うくなり，民営化にもつながりかねな

いという危機感が共有されているのである。

商業放送ITVとの視聴者獲得競争で劣勢に

立たされたBBCが，多チャンネル化の兆し

が現れた80年代に，できるだけ多くの視聴者

を獲得するということを第１の目的として開

発された典型的なドラマが，連続ドラマの

『EastEnders』である（Buckingham 2000）。

『EastEnders』は，ITVのドラマ『Coronation

Street』に対抗して，1985年２月に放送を開

始し，20年以上も続いている長寿番組である。

30分番組のドラマで週２回の放送に加え，

日曜の午後にその週の総集編（オムニバス）

を放送している。物語は，ロンドンの典型的

な下町に住むビール家とフォウラーズ家の２

家族が織り成す家族模様で，未成年の子ども

の妊娠や薬物摂取，離婚，障害者や高齢者問

題など社会問題を果敢に取り組むドラマでも

ある。放送開始以来，年間トップ10入りする

人気番組である。

一方『EastEnders』の成功の理由は，幅広

い社会階層や年齢層の視聴者に支持されたこ

とである。表５が示すように，どの年齢層も

40％以上の人がこの番組を視聴し，どの社会

階層でも50％かそれ以上の人が視聴してい

る。また主人公のDrが時空を超えて旅をし，

さまざまな難事件に遭遇するシリーズのドラ

マの『Doctor Who』も同様のアピールを持

っているのではないかと考えられる。BBCの

特許状更新議論の過程では，国民から政府に

対し，家族の中で世代を超えて楽しんでいる

番組としてこの番組を例に挙げ，家族全員の

楽しみを与える娯楽番組を提供することを

BBCの役割に加えることを要望する声が寄

せられた（中村 2006）。20年以上も休みなく

継続する『EastEnders』とは異なり，『Doctor

Who』は３か月間放送されるシリーズドラマ

と呼ばれるもので，BBCは1962年の初回の

放送以来繰り返し復活させている。このよう

に一定の人気を得たシリーズドラマやコメデ
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表 5　BBC『EastEnders』の視聴者（内訳） 

視聴者数 視聴シェア 

※〈社会階層〉のABは中流階級以上の管理職，公務員， 医者等の専門職， 
C1は中流階級以下のホワイトカラー労働者， C2は熟練労働者，DEは半熟練 
労働者， 不労者， 被生活保護者を指す 

※出典：Brookes(2004) 

56%
63%
55%

71%
68%
59%
51%
51%
44%

49%
55%
55%
58%

1,450
170

1,270

150
260
250
200
180
240

170
360
270
470

平均視聴者総数 
子供（～15歳） 
大人 
＜大人の内訳＞ 
16－24歳
25－34歳
35－44歳
45－54歳
55－64歳
65歳以上 
＜社会階層別＞ 
AB 
C1 
C2 
DE

万人 
万人 
万人 

 
万人 
万人 
万人 
万人 
万人 
万人 

 
万人 
万人 
万人 
万人 

 



ィー番組が，１回の放送で終わらず，時間を

空けて何度も再登場することが，BBCの編

成の特徴である。これによって，世代を超え

て多くの人が接触し，語り継ぎ楽しむ習慣を

作り出していると言えるかもしれない。

経済学者のM. Brookesは，こうした幅広い

アピールの様相をテレビ番組を通じた「共有

体験」（shared experience）と呼び，『East-

Enders』のような番組は社会資本を築く基礎

であると指摘し，多チャンネル化するテレビ

状況における公共放送の存在を積極的に擁護

する論拠を与えている（Brookes 2004）。

Brookesによれば，社会資本は社会を１つ

にまとめる「接着剤」であり，人々の間の信

頼関係を創造し，社会をより円滑に効率的に

動かすものである。しかし，テレビには，社

会的活動に従事したいという人々の意思を減

少させ，社会の活動的なメンバーというより

もむしろ，テレビの受動的な消費者に視聴者

を変えてしまうという側面もある。このこと

から，テレビは社会資本を減少させる作用を

持つという主張もある（Putnam 2000）。これ

に対し，Brookesは，ある特定のタイプの番

組が，実際に経験の分かち合いを提供し，社

会資本を築くことができると主張する。移動

中のバスや日常の買い物の最中に，あるいは

職場で，自分が楽しんで視聴したテレビ番組

を話題に友人や同僚と会話をする。この共有

された視聴経験が日常生活を円滑にし，人間

関係を改善し，人々の信頼を増加させるとい

うのである。視聴率の高さだけで共有体験を

評価するならば，広告主をひきつけるような，

購買力の高い富裕層や若者を対象とする番組

でも良いのだが，これでは社会における共有

体験を最大化することはなく，創造される社

会資本は小さいものになってしまう。したが

って，すべての人の興味や関心に応えること

を基本原則とする公共放送こそが社会資本の

創造と育成に貢献できる，とBrookesは主張

する。

さらに，市場では提供されにくいドキュメ

ンタリーや芸術番組といったジャンルの番組

を放送することで公共放送を正当化する「市

場の失敗」論を肯定しつつ，Brookesは，こ

うしたいわゆるハイブローな番組と同様に，

『EastEnders』が代表するドラマやコメディ

ーなどの大衆的な（ポピュラーな）番組も，

それが幅広い視聴者の支持を得る限り，社会

資本を創造することが可能だと述べている。

Brookesが指摘したような，公共放送にと

ってのドラマやコメディーといった大衆娯楽

番組の重要性は，特許状更新議論の中で広く

認識されるようになった。そして2007年から

の新特許状の下で運営されるBBCの基幹チャ

ンネル，BBC ONEの編成においてドラマやコ

メディーは中心的な位置を占めている22）。

②若年層へのアプローチ

公共放送支持者が，高年層ほど高くなる

｢右肩上がり型｣の傾向は，若年層ほど公共放

送離れが進んでいることを示している。今回

の調査対象国の中では，日本や韓国だけでな

く，ドイツやイタリアでもこうした傾向が確

認された。若年層の公共放送離れは，多くの

国の公共放送に共通した現象であると言って

も過言ではない。

デジタル化は，各国の公共放送に多チャン

ネル化の機会を与え，公共放送ならではの文

化や教養を専門としたチャンネルや，子ども

を対象としたチャンネルが新設された。例え

ば，アメリカのPBSの中には，子ども向けの

デジタル時代における視聴者の変容と公共放送
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Kidsや生活に役立ち学習を促進するCreate

など複数のデジタルチャンネルを放送するよ

うな意欲的なPBS局もある。また，ドイツの

公共放送はKikaという子ども向けのチャンネ

ルを早くから新設し，人気が高いだけでなく，

公共放送として高い評価も受けている。これ

は，Cartoon NetworkやNickelodeonのよう

なアメリカの子ども向けチャンネルがケーブ

ルや衛星放送の普及とともに家庭に浸透する

状況に対し，子どもに対する文化的な防波堤

を設ける意味合いを持ち，保護者に安心感を

持たせるからである。しかし，どの国もテレ

ビを通じた若者層の取り込みに有効な手立て

を講じているとは言いがたい。

こうした中で，イギリスのBBCは，1998年

に地上デジタルテレビ放送を開始したが，こ

のとき新設したデジタルチャンネルの見直し

を行い，2002年にヤングアダルト（以下，若

年層と言う）を対象としたBBC THREEを立

ち上げた。これは，他の公共放送にはないユ

ニークな試みである。今回の調査では，BBC

はすべての年齢層から満遍なく支持を得てい

ることが明らかになったが，若年層離れとい

う課題に取り組むことがデジタルチャンネル

の見直しの背景にあった（Thomson 2002）。

現在，BBC THREEの視聴シェアは0.6％と非

常に小さい。従って現時点では，BBC THREE

が目標とした若者層をひきつけ，公共放送離

れをくいとめる効果があると判断するのはま

だ早計だろう。しかし，こうした柔軟なチャ

ンネル編成戦略が，イギリスの「公共放送支

持者」の年層構成を「平均分布型」にする１

つの要因と考えることはできるだろう。

BBCが行ったデジタルサービスの見直しの

特徴は，新チャンネルがそれぞれターゲット

とする視聴者を年層別に絞っている点である。

BBC THREEは16歳から34歳で娯楽を中心

とした総合編成，BBC FOURは35歳以上を

対象に文化・芸術，CBBCは６歳から13歳の

子どもを対象とした総合編成，Cbeebiesは６

歳未満の幼児に向けた教育・娯楽である。

BBCのこうしたサービスの変更は，当時の

視聴者調査から，若者や子どもの間で，BBC

のデジタルサービスに満足していないという

結果を得たことに基づいている（中村 2001）。

つまり，視聴者の年層別にテレビチャンネル

をセグメント化し，接触率を高めようとした

のである。

こうした戦略転換のルーツは，戦時ラジオ

にまでさかのぼることができる。イギリスの

メディア社会学者P. Scannellは，BBCの戦時

ラジオの歴史を，概略，次のように説明して

いる23）。BBCは，第２次世界大戦への参戦か

ら間もなく，政府の要請によって，外地の兵

士たちに向けた慰安のためラジオ放送を開始

した。1940年にイギリス軍がヨーロッパ大陸

から引き上げた後も，引き続き第２放送とし

て国内向けにこの放送を継続し，一般の国民

も聞くことができるようになった。第２放送

は，ポピュラーな音楽を中心とした娯楽放送

で，第２放送が70％，これまでの真面目なホ

ームサービスは30％だったという当時の聴取

率から見ても，その人気のほどがわかる。

Scannellは，第２放送の誕生を，放送の創始

者であるリース卿が提唱した国民を啓蒙する

家父長主義から，国民が望む，視聴者の目線

にあったサービスを行うという視聴者中心主

義への転換であると指摘している。その後，

ラジオは長い間BBCの独占時代が続くが，70

年代に初めて商業放送のローカルラジオが導
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入され，新たな競争が待ち受ける中で，あら

ゆる聴取者層の支持を確保するために，BBC

は当時保有していた全国ネットの４波の見直

しを行った。Radio1は，ロック音楽を中心と

した若者向け，Radio2はポップスやイージー

リスニングを中心とした中高年向け，Radio3

はクラシック音楽，Radio4はすべての視聴者

を対象にした総合編成にと，各波の性格を明

確に整理した（BBC 1969）。

このようにラジオの新時代を前にしたBBC

が採ったラジオ戦略からは，時代の変化に柔

軟に対応することで視聴者の支持を集めてき

たBBCの姿が見えてくる。デジタル化・多チ

ャンネル化などメディア環境が大きく変化

し，視聴者も変わっていく中，公共放送自身

も大胆な変化を迫られていると言える。

③公共放送のインターネット利用

今回の調査結果においては，インターネッ

トの利用状況と人々の公共放送観との関係に

ついて，日本と韓国では負の相関が，一方イ

ギリスとアメリカでは相関がないか，変数に

よっては正の相関が見られた。すなわち日本

と韓国ではインターネットの利用頻度が高い

人ほど公共放送へ否定的な意識・評価を持つ

傾向があり，逆にアメリカやイギリスでは，

公共放送への意識・評価とインターネット利

用との間には相関が見られないか，変数によ

ってはインターネット利用者の方が肯定的な

評価を示す傾向があることが分かった。また

こうした傾向はどの年層においても同様に見

られた。

もちろん，これだけの結果をもって，イン

ターネット利用が日本と韓国では公共放送に

とってネガティブな要因となっていると結論

づけることは早計である。なぜならば本稿で

は詳しく立ち入っていないが，今回の調査で

はインターネット利用者は町村部よりも都市

部，ブルーカラーよりもホワイトカラー，高

学歴層，高年収層でその割合が高いという特

徴が各国で見られ，こうした人々の社会意識，

政治意識等に関する理解や各国間での違い等

についても検討する必要があるからだ。しか

し今回調査対象とした４か国ではいずれもイ

ンターネット普及率が過半数を超え，ここ数

年は動画や大容量のデータを扱うこともでき

るブロードバンドの普及も急速に拡大してい

る。そうである以上，公共放送のインターネ

ット向けサービスの取り組みの如何が，イン

ターネット利用者の公共放送観に何らかの関

係を持っているとしても不思議はない。

４か国の公共放送は，いずれも過去10年余

りの間にインターネットを次世代の有力なメ

ディアとして認知し，新サービスの開発や視

聴者層の拡大に積極的に取り組んできた。

公共放送のインターネット利用は，文字ベ

ースによる番組情報・経営情報の提供から始

まり，インターネットの普及率が高まるにつ

れ，その双方向性を利用した視聴者参画のツ

ールとして活用の幅を拡大している。イギリ

スのBBCは，公共放送の中でも最も早くイ

ンターネットの利用に本格的に取り組み，イ

ンターネット・サービス開始当初から，特に

NEWS ONLINEと教育オンラインに力を注

いだ結果，家庭や教育現場における情報源と

して利用が高まった 24）。これに対し日本の

NHKは，2000年にNHKのインターネット利

用に関する国内議論を経て，他の３か国の公

共放送とは異なり，放送番組の補完利用の範

囲に制度上制限されている。しかし，これは，

NHKにとって正式にインターネット利用が

デジタル時代における視聴者の変容と公共放送
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認められたことでもあり，2001年以後インタ

ーネット・サービスの開発や実験を盛んに行

っている。

さらに公共放送のインターネット利用は，

この１～２年で新しい局面を迎えている。技

術開発やブロードバンドの普及を背景に，テ

レビ番組の伝送へとサービスが三次元的に拡

大しつつある。韓国のKBSは，視聴者にパ

ソコンを通じたテレビチャンネルのサイマル

キャストを無料で提供しているほか，好みの

番組をオンデマンド視聴できるサービスを有

料，または無料で提供している。またアメリ

カのPBSは2006年10月から，アップル社の

携帯端末用コンテンツ販売サイト「iTunes

Store」での人気番組の販売も開始した。イ

ギリスのBBCは，まだ実験段階ではあるが，

ネット上でのサイマルキャスティングの無料

提供のほか，テレビで見逃した番組を７日間

に限りパソコンにダウンロードして視聴でき

るキャッチアップサービスを無料で提供する

計画である 25）。これらのサービスは，テレ

ビ番組へのアクセスを高める目的で行われる

もので，インターネットを従来の衛星放送や

ケーブルテレビと同様に，新たなプラットフ

ォームとして捉えなおしていることを示して

いると言えよう。一方，日本では，放送と通

信の融合が進む中で，地上デジタル放送の補

完メディアとしてのIPTVの利用が検討され

る一方，受信料で制作した優れたテレビ番組

を有効活用するという観点から，アーカイブ

のオンデマンド提供がNHKの今後の重点課

題としてあげられている。

インターネットが今後，ますます普及率を

高め，社会における基本的かつ主要な情報イ

ンフラのひとつになることはほぼ間違いな

い。そうした中，インターネットを公共放送

のサービス体系・戦略の中でどう位置づけ，

どう活用していくのかは，各国の公共放送に

とって今後に向けた大きな鍵を握っている。

しかし各国の公共放送がインターネット・サ

ービスに取り組み始めたのはここ10年程のこ

とであり，インターネット展開を従来と同じ

財源によって行うのか，あるいは有料サービ

スとして行うのか，また他の競合する事業者

との関係を含めた事業環境を法制度的にどう

位置づけ，整備していくのか等など，公共放

送だけでなく各国の社会全体でコンセンサス

を形成し解決していくべき課題も数多く残さ

れている。

（2）視聴者との関係の構築

調査結果からは，多メディア，多チャンネ

ル化やインターネットの普及といったメディ

ア環境の変化と並んで，公共放送の「説明責

任」のあり方や視聴者の意向の反映のあり方

等も，公共放送に対する意識・評価に大きく

関わっていることが明らかになった。言い換

えれば，放送する番組の質や内容それ自体だ

けでなく，組織・事業体としての公共放送の

あり方も厳しく問われている，ということに

なる。あるいは番組の質や内容が，公共放送

の組織・事業体としてのあり方と切り離され

たものとしてでなく，相互に深く関係しあっ

たものとして人々の目に映じていると考えら

れる。

調査では「説明責任」「視聴者意向の反映」

に関する評価について，対象4か国中，日本

が最も低いという結果となっている。また，

特に若年層でネガティブな評価の割合が高い

点も日本の特徴である。NHKは公共放送と
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しての取り組みや運営目標などを視聴者に向

けて直接明らかにする“約束”を2005年に

初めて設定し（「17年度の“約束”」），その達

成状況についての評価を第三者（NHK“約

束”評価委員会）に委託，その結果を公表し

ている（NHK“約束”評価委員会 2006）。こ

うした試みは，言うまでもなく組織の透明性

を確保しながら視聴者との関係性を強化する

ことを目指したものであり，その社会的意義

は大きい。しかし実はこの“約束”評価にお

いても「視聴者参加型施策」や「視聴者との

対話施策」等，「視聴者の声」を反映するた

めのNHKの取り組みは不十分で改善の余地

が大きいと指摘されている。視聴者との関係

性強化のための積極的な取り組みは，他国の

公共放送にも増してNHKにとっての急務と

なっているといえる。

ところで，視聴者への“約束”は，BBCを

はじめとするヨーロッパの公共放送が1990年

代に相次いで導入した取り組みであるが，先

述のように公共放送と視聴者の関係をより緊

密化しようという試みは近年，より多様化・

多元化している。

視聴者・市民が自主制作した番組を放送局

が放送する，いわゆる「パブリック･アクセ

ス」はそうした試みの代表例である。例えば

韓国のKBSは毎週30分間のパブリック・ア

クセス番組放送枠（＝『開かれたチャンネル』）

を設け，市民が制作した番組を放送している。

応募番組の採択はKBSではなく，外部の委

員会が行い番組の著作権や編集権も市民に属

している。2001年から始まったこの試みは，

社会の構成員の多様な立場や意見を放送に反

映させるという点で意義があるだけではな

い。『開かれたチャンネル』は韓国の放送法

（2000年）がKBSに放送を義務づけているも

のであり，その意味では韓国社会が公共放送

KBSを市民による意見発信や意見形成の広場

（フォーラム）として位置づけ，市民とKBS

の間の回路を有機的に構成していこうとする

試みとしても評価されるべきであろう。

またアメリカ（PBS）をはじめ，イギリス

（Channel4）やオーストラリア（ABC）等の

公共放送が行っている「討論型世論調査」

（Deliberative Opinion Polling）も，同様の文

脈において評価し得る（米倉2006a）。「討論

型世論調査」は，無作為抽出された市民たち

が特定の政治的・社会的テーマについて討論

したり，専門家の意見を聞いたりする場を設

定し，討論前と後でどのように意見分布が変

化するかを観測する実験的な世論調査手法で

ある。そして多くの場合，公共放送が主催者

又は共催者としてコミットし，このプロセス

を番組化して放送する。この「討論型世論調

査」を2003年から行っているアメリカPBSは，

その目的を，異なった階層，人種，立場間の

コミュニケーションを活性化させ公共的な討

論の空間をアメリカ社会に創り出すことであ

ると説明しているが（By the people  2004），

それは同時に公共的討論の「仲介役」「議長

役」としての公共放送の役割・存在意義を視

聴者・市民にアピールすることにも繋がる。

このほか，公共放送が視聴者・市民からの

批判や疑問に，独立した調査・報告権を持っ

た第三者が対応する仕組み（＝オンブズマン

制度）（カナダCBC，アメリカPBS，NPR等）

や，番組に対する視聴者･市民の批判や疑問

を番組で取り上げ自ら検証したり，番組担当

者が答えたりする，いわゆる｢自己検証番組

（＝オンブズマン番組）｣（フランスF2，F5，

デジタル時代における視聴者の変容と公共放送
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韓国KBS等）も視聴者･市民の「知る権利」

や「反論権」との関係において注目すべき実

践である。

無論，こうした種々の実践は，持続的，継

続的な取り組みによってのみ効果を得ること

ができるであろうし，また効果の検証自体が

困難だという課題もある。しかしこれらの実

践の重要性は，本稿で検討してきたような多

メディア化・デジタル化の流れの中では，さ

らに増大する可能性が高い。

（3）総括

今回の国際比較調査が示唆しているのは，

デジタル時代の視聴者が，テレビ視聴行動や

公共放送に対する意識･評価において，大き

な変化の途上にあるということである。多チ

ャンネル化・多メディア化は，国によっては

公共放送の視聴シェアを低下させ，また公共

放送の存在意義について否定的，懐疑的な視

聴者層を生み出してもいる。さらにインター

ネットの普及は，人々の情報の発信や受信，

コミュニケーションの形を急激に変容させる

と同時に，従来型のマス･メディアによって

媒介されてきた「公共性」とは異なる次元の

公共的空間を形成しつつあるようにも見え

る。特にブログやSNS（Social Networking

Service）等の普及は，地理的･物理的な共同

性を超えた，「社会的ネットワーク」をより

グローバルな規模で形成しつつある。

しかし，J. Habermasのよく知られた図式

を援用するならば，こうした「社会的ネット

ワーク」は常に経済システム（＝市場原理）

による浸食（＝「植民地化」）の圧力にさら

され続けている（Habermas 1981＝丸山他

1987 ; Habermas 1990＝細谷他 1997）。実際，

インターネット上のさまざまなネットワーク

系のサイトを巨大資本が包摂・買収し，ビジ

ネスモデル化しようとする動きはここ数年枚

挙に暇がない26）。こうした中では，視聴者・

利用者は巨大な商品―サービスのシステムに

おける消費者へと容易に転化され，自由で自

律的な主体（市民）が社会的コミュニケーシ

ョンを通じて民主的に意思形成をしていくよ

うな契機は失われてしまう可能性がある。言

い換えれば，デジタル化に牽引される現代の

メディア空間は，市場経済システムによる浸

食の圧力と，これに対抗して多元的で民主的

な公共圏を作り出そうとする力との，いわば

「せめぎ合い」の場となっている。

だとすれば，かつてThompson（2000）も強

調した通り「デジタル時代に存在意義のある

放送局として生き残る意志があるならば，公

共放送は変わらなければならず，しかも根本

的な変化が必要」なのは確かだとしても，そ

の「変化」は，デジタル技術やデジタルネッ

トワークをも積極的に活用しながら新しい「公

共的討論の広場」を作り出すという方向にお

いて模索される必要がある。そしてそこで何

よりも重要なのは，視聴者・市民との回路の

維持・強化である。なぜならば市場原理の拡

大とそれに伴う規制緩和圧力，多チャンネル

化・多メディア化の進展，あるいはそれらに

付随するさまざまな政治的な力学に抗して

「公共放送の自律性を究極的に担保している

のは，市民の支持にほかならない」（Curran

1991）からである。

（4）今後の課題

本稿では，NHK放送文化研究所が行った

「公共放送に関する意識」国際比較調査の分
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析結果を主要な手掛かりとしながら，デジタ

ル時代における視聴者の変容と公共放送の課

題や今後の使命について考察してきた。最後

に今後に向けての調査・研究上の課題を幾つ

か挙げて稿を閉じたい。

第一に，本稿では国際比較調査で対象国と

した７か国から分析対象を英・米・韓・日の

４か国に限定した。残る独・仏・伊の３か国

においても公共放送はそれぞれのコンテクス

トにおいて大きな変化に直面し，種々の課題

を抱えてもいる。今後，これら３か国につい

ても本稿で試みたような分析方法を用いなが

ら結果データを検討していく必要がある。

第二に，今回の国際比較調査は，予算や人

員等の諸制約もあり，総質問数が18問という

極めて限られたものであった。当然ながら，

調査結果からは公共放送をめぐるさまざまな

今日的論点や課題について，その概括的状況

を把握することはできても，より詳細かつ構

造的に把握することは困難である。従って今

後，多チャンネル化・多メディア化やインタ

ーネットと公共放送の関係，視聴者の変化へ

の公共放送の対応，公共放送と視聴者の関係

性の問題等，論点別にテーマを絞った調査や

研究を行う必要がある。

第三に，本稿では公共放送が放送している

番組それ自体や，番組編成の状況，思想・戦

略等については殆ど扱っていない。しかし番

組や番組編成のあり方も，大きく変化する兆

候が見られる。従って公共放送の番組の内容

上の変化や番組編成上の変化，そしてそれら

に対する視聴者の意識・評価についても，や

はり国際比較的な見地から系統的に調査・研

究していく必要がある。

第四に，本稿冒頭でも記したように，世界

の公共放送は今，大きな「転換期」の只中に

あり，その変化の速度は極めて速い。そうし

た中，特にメディア環境の変化のスピードと

その方向性の如何によっては，公共放送のあ

り方も現時点では予想のつかないものになる

可能性がある。その意味でも，世界の公共放

送が行う放送やサービス，そしてその前提と

しての法制度的枠組みがどのような変化を遂

げていくのか，継続的かつ網羅的に情報収

集・分析を行っていく必要がある。

世界の公共放送のあり方からは，公共放送

が今後に向けて持ち得るさまざまな可能性と

課題とが見えてくる。これらに対する充分な

分析と理解なしには日本の公共放送の今後の

姿を見出すことはできないであろう。

（なかむら よしこ・よねくら りつ）

注：

１）例外的に公共放送を国際比較的に調査・分析し

たものとして，McKinsey（1999）や牧田・井田

（2001）等ごく少数の先例がある

２）同調査の結果の概要等については横山（2006b）

を参照のこと

３）アメリカにおいては商業放送が公共放送よりも

先行し，公共放送組織の誕生時点ですでに巨大

な市場を形成していた。詳細は，古城（2001），

米倉（2005）等を参照のこと

４）「ピーコック委員会報告」の成立の経緯や内容

の詳細については，西谷（1987），簑葉（1993），

中村（2000）等に詳しい

５）BBC（1985b）は，BBCが信念とする公共放送の

基本理念として，地理的および料金支払いの普

遍性，番組の多様性，新技術開発とサービスの

拡大，幅広い番組を通じた国民の啓発，組織の

一体的運用による国内サービス・国際放送の充

実，優れた人材の育成を挙げている

６）アメリカのPBSも1998年に開始，韓国KBSが

2001年，ドイツのARD，ZDFが2002年，日本

デジタル時代における視聴者の変容と公共放送

NHK放送文化研究所年報2007│41



のNHKが 2003年，イタリアのRAIが 2004年，

フランスでも2005年にそれぞれ開始した

７）米PBSも2000年の『年次報告』でデジタル技術

によってテレビ視聴がインタラクティブになる

とし，「すべての新しい技術を通じて（公共放

送が）アクセス可能なものであることを証明す

る」とデジタル技術の活用を謳っている

８）アメリカの「1996年連邦通信法」や，日本で2005

年以降本格化した「放送・通信の融合」をめぐ

る諸議論，典型的には総務相の私的諮問機関

「通信・放送の在り方に関する懇談会（“竹中

懇”）」等での議論も，こうしたコンテクストに

おいて理解することができる

９）Coppens（2005）によれば，ヨーロッパの公共

放送ではデンマークやフランス，ポルトガルな

ど12の公共放送が行っている

10）イギリスでは公共放送は，通常「公共サービス

放送」（Public Service Broadcasting）と呼ばれ，

広い意味では商業放送を含む地上放送はこの

「公共サービス放送」に該当するが，本研究では

狭義の公共放送としてBBCのみを対象とする。

また韓国においても同様に，公共放送は「公営

放送」と呼ばれ，KBSのほか，MBC，EBSも含

むが，本研究ではKBSのみを対象とする

11）調査相手のサンプル構成については，横山（2006b）

の巻末に掲載。なお，「割り当て法」において

も，とくに欧米では無作為抽出の場合と同様に

統計的誤差検定を援用して分析することが多い

ため，本稿でも同様の手法を用いている

12）日本と異なり，イギリスでは政府が放送受信を

許可するという仕組みから「受信許可料」と呼

ぶが，本稿では「受信料」の呼称で統一する

13）23億ドルはPBSだけでなくNPR等公共放送全体

の予算規模。米TNS Media Intelligence社によ

ると，全米のテレビ市場は約572億ドル規模で

ある

http://www.tns-mi.com/news/02282006.htm参

照

14）JEITA（社団法人 電子情報技術産業協会）の資

料による

http://www.jeita.or.jp/japanese/stat/digital/2006

/index.htm参照

15）BPA（社団法人 BSデジタル放送推進協会）の

発表資料

http://www.bpa.or.jp/news/

16）「満足度」については〈公共放送の番組に，全体

として満足しているか〉，「必要性」は〈公共放送

の必要性についてどう思うか〉，「受信料支払い

意義」は〈公共放送を維持するのに，受信料（寄

付金）を支払うのは意義があることだという意

見についてどう思うか〉，「身近さ」は〈公共放送

は身近な存在か〉という趣旨の質問に対する回

答である。詳細は（横山 2006b）を参照のこと

17）放送番組のジャンル分類（＝「教養」「教育」

「報道」「娯楽」）については，今調査では日本

の放送法における分類に従った

18）ただし，今回の調査では，テレビ視聴時間やイ

ンターネット利用の程度について，日記式など

の調査形式ではなく調査員からの質問に対する

回答という，いわば「主観」を問う形式である

ため，必ずしも実態を正確に反映していない可

能性は排除できない。今後，より詳細で多角的

な検討が必要である

19）年層を統制した３重クロス集計を行ったがどの

年層においても同様の傾向が見られた。なお，

以下，本稿でクロス集計結果を提示する場合に

は，すべて年層を統制した３重クロス集計にお

いても同様の傾向が確認されたものである

20）イギリスのBBCを含めた地上テレビ放送事業者

が共同で設立した視聴者調査会社BARB による

番組ジャンル区分を参考にした。2002AP13

VERSION 5.2 Specification for BARB Programme

Genre Classification

21）Ofcomは，2003年放送通信法に基づき，５年ごと

にイギリスの公共サービス放送の現状を調査し，

今後のあり方について提言することを義務付け

られている。このデータは，中間報告として発

表された報告書「Phase 1- Is television special ?」

（2004年４月発表）に収められている

22）BBCの監督機関であるBBCトラストは，2006

年12月に，BBCの各チャンネルやサービスの任

務など主な性格を定めた「サービス免許」を発

行した。BBC ONEのサービス免許では，ドラ

マやコメディーを視聴好適時間帯に編成するこ
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とを義務づけている

23）NHK放送文化研究所での講演「イギリスの公共

サービス放送の変容」（1996年11月21日）

24）BBCの2005年度の年次報告書によると，海外を

含めインターネットのアクセス数は，週平均で６

億3,880万回に及んでいる

25）BBCは，2005年10月から2006年２月にかけて，

一般のインターネットユーザー5,000人を対象に，

iPlayerの市場調査を行い，2006年８月31日に，

iPlayerの実施計画案を正式に公表した

26）典型的にはGoogleによるYouTubeの買収。その

他ここ１年程度の間に米SonyによるGrouper.com

の買収，News CorpによるMyspace.comの買収

等が相次いでいる
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