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ラジオ，テレビの時代を通して様々な教育番組を提供してきた各国の公共放送では，1990年代以降，
インターネットの登場をはじめとするメディア環境の変化や，教育改革を契機に，教育サービスの内容
や方法に様々な変化をみせている。日本では，1990年代に入る頃から，放送と新しいテクノロジーの効
果的な組み合わせによる教育サービスの可能性を探る試みが始まっていた。学校放送の番組内容に関連
した映像クリップ，ゲームやクイズなどの双方向教材，教師向けの利用案，番組視聴を介した学校間交
流の場となる「掲示板」の開発が進められ，2001年にはこれらのコンテンツで構成される「NHKデジ
タル教材」がインターネット上に登場した。これまでの放送，および全国で開催されてきた教育イベン
トに，さらに新しい形態の学校向けサービスが加わることとなった。

イギリスでは，BBCがインターネットをラジオ，テレビに続く第３のメディアと位置づけたこともあ
って，教育カリキュラムに対応した学校向け教材や語学教材はじめ，放送と直接連動しないオンライン
教育コンテンツも登場している。その一方で，子どもの創造性や表現力の育成を支援するインフォーマ
ルな学習の場や教材を，放送やインターネット，全国各地で開催される体験型イベントを通して提供す
るなど，多面的な展開をみせている。また，2005年には，教育技能省主導の学校教育関係者向け専門デ
ジタルチャンネルTeachers TVが登場し，教師の授業研究に役立つ番組や，授業で子どもに視聴させる
各教科の番組が，テレビとウェブサイトで多数提供され，注目される存在となっている。

アメリカの公共放送は，地域の独自性を尊重してきたが，国全体の教育水準の向上を目標とする90年
代の教育改革やインターネットの普及を機に，全米向けの教育サービスの充実を目指す動きが進展した。
公共放送の番組や番組を基にした映像クリップの有効活用にも役立てる目的で，教師向けサイトの充実
が進められ，家庭での子どもの学習についても，番組に関連した教育ゲームを取り込んだ子ども向けサ
イト，また親向けサイトの充実も進められている。

公共放送の教育サービスは，今後も様々な形で展開していくことが予想されるが，人々の関心や意欲
を呼び起こして学習の手がかりを提供するだけでなく，学習や教育の方法を見出すことができるよう導
くことも，「教育サービス全体を設計する」立場にある公共放送の重要な役割といえよう。
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はじめに

各国では，ラジオ，テレビの時代を通して，

公共放送機関を中心に，様々な種類の教育・

学習番組をめぐるサービスの提供が行われて

きた。90年代以降は，インターネットの登場，

様々な形でのデジタル化の進展の中で，放送

と新しいテクノロジーを結びつけた新しい試

みが次々登場し，放送機関における教育・学

習サービスのあり方も，多様な変化をみせて

いる。その背景には，それぞれの国の教育改

革や社会の変容にも関連する教育・学習ニー

ズの変化，放送機関における視聴者との関わ

りの持ち方の変化など，多様な要因が存在し

ているものと考えられる。

本稿では，「NHK教育テレビジョン50年」

のタイミングをとらえ，急激な変化がみられ

た90年代以降の状況に焦点を当てて，NHK，

および海外の放送機関における教育サービス

の変容の動向について，具体的な事例を紹介

しつつ分析を行うこととする。そのうえで，

これからの時代の放送機関，とりわけ公共サ

ービス放送に，どのような教育・学習サービ

スが求められているのかについての考察を試

みる。

海外の事例については，イギリスとアメリ

カというタイプの異なる公共サービス放送を

有する２つの国を中心に取り上げるが，

NHKが開催する教育番組・コンテンツの国

際コンクール「日本賞」などの機会を通して

続けてきた世界各国の教育放送の動向をめぐ

る研究の成果なども含めて，総合的な考察を

試みることとしたい。

１　NHK教育放送サービスの特徴

日本でのラジオ放送開始は1925年，テレビ

放送開始は1953年であるが，いずれの場合に

も，放送開始間もない時期から多くの教育番

組が放送されてきたことは，日本の放送史上

の重要な特徴といえる。1953年の時点で，

NHKでは，教育・教養番組の充実を，番組編

成の基本姿勢としていた。とくに子どもの教

育という点では，小・中学校や研究者たちの

協力を得て，実験放送の段階から，学校での

テレビの効果的な利用のための研究も行わ

れ，本放送開始時には，１日４時間しか放送

時間がなかったにもかかわらず，月曜から土

曜までの毎日午後１時からの15分が，小・中

学校向け学校放送番組に当てられていた。ま

た，1956年には，「幼稚園・保育所の時間」

として２つの幼児教育番組の放送も始まった

が，この点も世界的には極めて珍しい。

1959年１月には，世界初の教育専門局とし

てNHK教育テレビジョン（以下「NHK教育

テレビ」）が開局し，学校放送や語学番組を

はじめとする教育・教養番組の本格的な充実

へ向けてのスタートをきった。当初１日平均

４時間28分であった放送時間は，同年４月に

は５時間19分（うち２時間５分が学校放送番

組），1961年４月には８時間47分，1967年に

は18時間の全日放送となった。

「NHK教育テレビ」は，学校教育向け番組

と語学講座番組の充実による60年代の拡大期

を経て，70年代には社会や心の問題への関心

の高まりに呼応した社会・教養番組，80年代
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には生涯学習時代の多様な欲求にこたえる文

化・教養番組，福祉番組，多彩な趣味・実用

番組などの幅広い編成へと変化をみせた。学

校放送でも，80年代に入ると，教科の枠を超

えた環境教育，生命教育，国際理解教育の番

組が次々登場した。

90年代以降は，それまで総合テレビで放送

されてきた家庭視聴向けの子ども番組も教育

テレビに移行されて，子ども向け番組の拡充

が進められ，“あらゆる世代に向けた多彩な

番組で編成される生涯学習チャンネル”とし

ての性格を強め，2000年４月には24時間放送

も始まった。

各種教育番組の内容・編成面での変化の特

徴については，本誌別稿（「教育テレビ放送の50

年」）や，すでに発表されている論考に譲り，

ここでは，90年代以降の新しいメディア展開

が進む中で，NHKの放送番組を中心とする

教育サービスがどのように展開してきたか，

とくに学校放送の例を中心に取り上げること

とする。

２　テクノロジーの進展と教育番組を

めぐるマルチメディア化の動向：

学校教育サービスを中心に

（1）1990年をめぐる教育界，放送界

1990年代，日本では，教育界，放送界とも

に，大きな転期を迎えた。教育の世界では，

1989年に，新しい「学習指導要領」と「幼稚

園教育要領」が告示され，1990年以降，順次

施行が始まった。この時の指導要領改訂では，

思考力や問題解決力を重視して個性を生かす

教育を目指すとする「新学力観」が示された

ことや，教科の学習内容の減少などが特徴と

なっていた（小学校低学年で，理科と社会科

がなくなり，生活科が登場）。学習の内容や

進め方以外に，学校週５日制の導入（1992年

から段階的導入）という，制度面でも大きな変

化が登場した。

また，80年代半ば以降，国が進めてきた，

教育へのコンピューター導入・活用をめぐる

検討の結果を受けて，文部省では，1990年に

『情報化の進展と教育：実践と新たな展開』

や『情報教育に関する手引き』を刊行し，教

育現場へのコンピューター整備の実行へ向け

て始動のタイミングも迎えていた。

こうした中，NHKでは，新しい教育課程

に対応して，学校放送番組の内容や編成面で

の改訂を進めるのと並行して，次世紀へ向け

た新しい学校教育サービスの可能性の検討を

始めていた。学校放送番組は，テレビ放送開

始時点からNHK教育サービスの重要な位置

を占めてきたが，前述のとおり教育番組の内

容の多様化が進む中で，1980年代以降，放送

時間量の減少傾向がみられた。また，学校に

おけるメディア利用という点では，VTRの普

及によって，放送番組の利用方法に変化がみ

られたり（放送時間の制約を受けない授業での利

用，教師の事前視聴準備，番組の部分的な抜粋利用，

繰り返し利用など），市販のビデオ教材の利用

が増えるなどの変化もみられた。さらに，国

による学校へのパソコン導入計画が進む状況

もある中，放送と新しいテクノロジーの効果

的な組み合わせで，これまでとは異なる形で

の学校教育への貢献を目指す動きが，ちょう

ど1990年代に入る頃に芽生えていた。

【参考】1990年時点で，小学校へのパソコン普及率

は42.1％（所有校の平均所有台数は5.1台），授業

で児童がパソコンを利用している学校はまだ

5.5％であった（当研究所による全国調査）１）。
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（2）新しい授業像を想定した放送番組と新

テクノロジー連動の試み：「NHKデ

ジタル教材」開発前史

1990年のモデル授業

日本では，1950年，学校放送番組を効果的

に利用するための研究や研修を行う「全国放

送教育研究会連盟」という組織が発足してい

る。教師を主体とした民間教育研究活動で，

大学の研究者やNHKの番組制作者も深く関

わりをもって参加してきたが，このような全

国的な組織が，学校での放送利用の普及と放

送教育の推進に大きく寄与してきたことは，

世界的にもユニークな点である。

毎年全国の関係者が一堂に会して研究成果

を発表する機会が設けられているが，1990年

11月の第41回放送教育研究会全国大会で発表

された，ハイビジョン番組『人と森林』（小学

校高学年向け環境番組）とレーザーディスクの

映像データベースを利用した小学校の授業

は，その後のデジタル時代の放送教育に大き

な指針を与えたものとして注目される。

この授業では，放送番組を視聴した後に，

番組の各場面に関連する動画クリップや双方

向教材を使って，子どもたちが学習すること

が可能な仕掛けが準備されていた。この時点

では，まだCD-Romが存在していなかったた

め，レーザーディスクが用いられていた。

それまでラジオやテレビで行われてきた

「１対マス」の教育に加えて，新しい形の教

材による「１対１」の学習で子どもたちの興

味関心に対応した授業を創るという試みで，

90年代以降の学校教育で重要になるであろう

ことが予測された，“子どもの主体的な学習”

“個別学習やグループ活動”を強く意識した

ものであった。

学校にコンピューターが普及するとテレビ

はオールドメディアになるのではないかとの

危惧もあった中，90年代には，両者を組み合

わせた新しい授業（放送教育）の可能性を探

る試みが続けられた。

映像クリップの作成と蓄積

『人と森林』での新しいタイプの教材開発

の流れは，一方ではCD-Romを使ったデジタ

ル教材へと展開し，NHKスペシャル『驚異

の小宇宙・人体』の映像を活用したCD-Rom

教材『マルチメディア人体』の誕生（1996年）

につながっていった。この教材では，教育ゲ

ームで子どもたちに動機づけを行いながら，

200の動画クリップが含まれたハイパーメデ

ィアで知識を構造化していくという教材設計

が行われ，研究者の参加による本格的な形成

的評価（formative research）も実施された２）。

その一方で，放送に利用できる動画データ

ベース技術が開発されたことから，1994年以

降，生放送で子どもたちの質問に動画クリッ

プで応える特集番組『電話質問箱』や『デジ

タル不思議ボックス』で利用する「NHK学

習動画データベース」の開発が始まった。前

者の番組（94年～95年にかけて７回放送）では，

主に昆虫や動物などの理科関連の映像クリッ

プ約1,000本が制作された。映像と実際の音

声中心で，ナレーションは極力廃した40秒

程度の短いもので，映像資料としての性格が

強いものであった。後者の番組（1999年から

2002年までに10回放送）では，内容も理科だけ

でなく，歴史，お米をめぐる話題などを取り

上げた。ここで用いられた映像クリップは，

平均２分程度で，起承転結のあるナレーショ

ンをもつものが多く，学習者の疑問に応える

214
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年表 1　日本における放送と教育に関する年表（1990年以降を中心に） 

1925.３
1935.４
1950.11
1953.２
1959.１ 

1989.３

1989.６
1989
1990.４ 

1990.４ 
1990.４ 
 

1996/7

1990.11
1992.４ 

1995.９ 
1993

1994.４

1995.４
1995.４ 

1995.10
1996
1996.４

1996.４ 

1996.４
1996.７ 

1996.10
1997.４
1997.４
1998.４

1996.12

1999.４
1996.12
1999.
2000.４ 
 

ラジオ放送開始 
NHKラジオ学校放送全国向け放送開始 
全国放送教育研究会連盟発足 
NHKテレビ学校放送開始／テレビ放送開始 
NHK教育テレビジョン開局 
 
「学習指導要領」「幼稚園教育要領」告示→（施行は，幼90年，小92年，

　中93年，高94年）　＜「新学力観」　教科学習内容の減少＞ 
NHK，衛星本放送開始（BS1, BS2） 
学校放送初のハイビジョン番組登場『魚の誕生』 
新教育課程対応で学校放送番組大幅改訂始まる 
　小・「理科教室○年生」のタイトル姿を消す 
　中・高向け番組一体化（「ステップ＆ジャンプ」）　 
NHK教育テレビ（ETV）,生涯学習チャンネルと位置づけられる 
NHK教育テレビに『母と子のテレビタイム』枠設置 
　→NHK総合テレビで放送中の幼児・子ども向け番組のETV移 
　　行始まる 
文部省，『情報化の進展と教育：実践と新たな展開』『情報教育
　に関する手引き』刊行 
NHKで最初の学校教育向けデジタル教材『人と森林』 
学習指導要領改訂に伴い，小学校1,2年生理科，社会の学校放
　送番組が姿を消す 
学校週5日制実施【第2土曜日休み】 
NHK学校放送，3年間プロジェクトDBC（Data Base for Children） 
　→1996年からはインターネット利用による交流プロジェクト研究
　　へ展開 
100校プロジェクト開始 
「NHK学習動画データベース」開発始まる 
学校週５日制， 月２回に拡大 
土曜日の学校放送時間帯，一部家庭視聴向け番組の放送へ： 
　『ユメディア号こども塾』『やってみようなんでも実験』 
NHKのホームページ提供， 試験的に開始 
NHK, ホームページで学校放送番組情報の提供（実験運用） 
学校放送番組初のHP開設『たったひとつの地球』（環境学習
　番組） 
NHK学校放送『ティーンズネットワーク』（パソコン通信上での高
　校生の議論と番組内容を連動させる試み）２年間の放送 
NTT, 「こねっとプラン」開始 
第15期中教審「21世紀を展望した我が国の教育の在り方につ
　いて」第一次答申（「生きる力」と「ゆとり」） 
０～２歳向け番組『いない いない ばあっ！』放送開始（BS2→ETV） 
新100校プロジェクト開始 
「NHK学校放送」ポータルサイト公式に開始 
NHK学校放送，交流学習番組『インターネットスクールたったひと
　つの地球』開始 
「学習指導要領」「幼稚園教育要領」告示→（施行は， 幼2000年， 
　小， 中2002年， 高2003年～）　＜「総合的な学習の時間」導
　入，授業時間数削減， 教育内容の厳選＞ 
Eスクエア･プロジェクト開始 → 2005.　Eスクエア･アドバンスへ 
国の「ミレニアム・プロジェクト」で「教育の情報化」が重点ポイント
　となる 
NHK学校放送，総合学習向け番組スタート： 
　『しらべてまとめて伝えよう～メディア入門～』『えいごリアン』 

2000.４
2000.４
2000.10

2001.１ 

2001.４ 

2001.４ 

2002.４

2002

2002・ 
･3年度
2003.１
2003.２
2003.４
2003.４
2003.12
2004.４

2005

2006.１
2006.３

2006.４

2006.４
2006.６

2006.７

2006.12
2007.３

2007.４
2007.４
2007.４
2007

2008.３

2008.４
2008.４

2008.４
2009.１
2011.７ 

「キミが主役だ！NHK放送体験クラブ」全国のNHK放送局で開始 
NHK教育テレビ， 24時間放送化 
「NHK教育フェア」初回の開催：「NHKデジタル教材」のプロトタ

イプ『里山』利用のデモンストレーション授業の公開 
政府によるe-Japan戦略 
　→「教育の情報化」始まる（学校教育現場のIT基盤整備）　 
NHK学校放送の「NHKデジタル教材」，インターネットで公開： 
　『おこめ』（総合学習）『にんげん日本史』 
NHK学校放送， 小学校高学年メディア学習番組『体験！メディア

のABC』放送開始 
【新学習指導要領のスタート】 
　・「総合的な学習の時間」の全面的実施 
　・完全学校週５日制 → 授業時間数減少 
NHK「先生のための教え方教室：デジタル時代の授業創造講座」

開始 
総務省によるネットワーク型教育用コンテンツ流通のためのプラッ
トフォームの開発実証実験（EduMart） 

【e-Japan戦略Ⅱ （IT利用・活用重視）】 
NHKテレビ放送開始50年， NHKアーカイブス， 川口市にオープン 
高等学校， 普通教科「情報」が必修科目となる 
教師向け番組『わくわく授業』開始 
３大都市圏で地上デジタル放送開始 
『学校デジタルライブラリー』（動画クリップを集中的に放送するテ

レビ番組）開始 
デジタル放送教育活用促進協議会発足 
　（学校教育における地上デジタルテレビ放送の効果的な活用

に関する実践研究開始） 
【IT新改革戦略】 
★2005年度中に， 全公立小・中・高校各教室でネット接続PC利

用可能に， という国の目標は達成されず 
NHK学校放送， インターネットによる教師向け情報サービス「NHK

ティーチャーズネット」開設 
携帯端末向けワンセグ放送開始 
NHKアーカイブスの大学における教育利用に関する共同研究（2009

年３月まで） 
３年間の教育用映像配信実験プロジェクト「オアシス」開始： 
　NHK， 学校放送番組とビデオクリップを提供 
「教育基本法」60年ぶりに改正 
文部科学省「教員のICT活用指導力の基準の具体化・明確化：

全ての教員のICT活用指導力の向上のために」報告書発行 
文部科学省， 43年ぶりに学年全員対象の全国学力テスト実施 
NHK学校放送番組，平日夕方でも放送開始 
放送大学のラジオ授業科目， 学生向けにインターネット配信開始 
文科省先導的教育情報化推進プログラムで， 「テレビ番組とICT

の連動による探求型学習効果に関する調査･研究」開始 
「学習指導要領」（小・中）「幼稚園教育要領」告示 
　＜「生きる力」， 授業時間数の増加＞ 
小学生の親向け番組『土よう親じかん』開始 
『NHK高校講座』のテレビ・ラジオ全科目の放送内容のインター

ネット配信開始 
放送大学のテレビ授業科目， インターネット配信実験 
NHK教育テレビジョン開始50年 
地上アナログ放送の終了 → 全面デジタル移行予定 
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際にも，一つのクリップで完結するのではな

く，複数のクリップを重ね合わせて視聴する

ことで，理解が深まっていくことを意識した

ものであった。

このような形で，1990年代を通して，スト

ーリーとしてのまとまりをもつ教育番組とは

別に，様々な観点から短い映像クリップ作成

の経験と蓄積が積み重ねられていた。

インターネットの普及：教材・情報の提供，

相互交流の場の提供

NHKがインターネットでホームページ提

供を試験的に始めたのは1995年10月だが，す

でに様々な準備を進めていた学校放送では，

早速，インターネットの活用に取りかかった。

まず，1996年には，『たったひとつの地球』

（小学校高学年向け環境番組）に，学校放送番組

で初めてホームページが開設され，以降順次，

各番組に対応したホームページの開設が続い

た。当初は撮影場所や登場人物の付加情報に

始まったが，インターネット技術の進歩に伴

い，番組と連動して授業・学習に利用される

ことを意識したウェブ教材としての拡充が進

展した。学校放送全般に関する情報を提供し，

放送教育を支援する学校放送のポータルサイ

トも1996年，試験的に始まり，1997年４月

には公式開始となった。

さらに，インターネットは，放送局と学校，

学校同士を双方向につなぐ役割を担い始め

た。『インターネットスクールたったひとつ

の地球』では，1998年からインターネット上

に掲示板を開設して，番組と教室が，また各

地の学校（教室）同士が，掲示板で交流する

「双方向学習」の取り組みが本格的に始まっ

た。番組が広場となり，それをきっかけに子

どもたち自身が情報を発信し合い，学習を深

め合う様子については，大学の研究者による

研究も蓄積されていった３）。

このようにして，学校放送の番組には，映

像クリップ，教材（ゲームやクイズなどの双

方向教材や，調べ学習に役立つ用語解説やリ

ンク集，教師向け指導案など），掲示板とい

う多様なデジタルコンテンツ（教材）が開発

されてきたが，インターネット回線のブロー

ドバンド化に伴い，2000年の段階では，これ

らの教育コンテンツをインターネット上で自

由に行き来できるよう統合して，学習者に送

り届けることが可能になっていた。

（3）「NHKデジタル教材」の登場：ブロー

ドバンド時代に向けた新たな展開

2000年，小学校では，「授業時間の削減」

「教育内容の厳選」「問題解決的・探求的な学

習を推進する『総合的な学習の時間』の創設」

などを主な改訂内容とする新学習指導要領へ

の移行期間が始まった（1998年告示，2002年施

行）。

1999年に発表された国の「ミレニアム・プ

ロジェクト」による「学校教育の情報化」推

進計画では，「2001年度までに全ての公立小

中高校をインターネットに接続すること」や

「2005年度までにはすべての教室にパソコン

が整備され，ブロードバンドで結ばれる（高

速インターネットの接続を可能にする）」という整

備目標が掲げられていた。

NHKでは，こうした学校教育内容の変化

の方向やメディア環境整備計画のスケジュー

ルも視野に入れながら，デジタル時代に向け

た教育サービスの展開を進めてきた。そして，

2001年４月に，デジタル放送とブロードバン

216
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ドインターネットの普及を見据えた新たな放

送教育の形態として，『おこめ』（小学校高学

年・総合的な学習の時間）と『にんげん日本史』

（小学校６年・社会）の２番組について，インタ

ーネット上で「NHKデジタル教材」を，無

料で公開するに至った。

2002年度には，『川』（小学校４，５，６年・

総合）『ふしぎいっぱい』（小学校３年・理科）

『びっくりか』（小学校４年・理科）の番組につ

いても「NHKデジタル教材」が登場し，す

べての教室にブロードバンドがつながると計

画されていた2005年には，すべての小学校向

け番組について「NHKデジタル教材」を提

供できるスケジュールで開発が進められた。

この間に，研究校の協力を得て実施された研

究の成果の発表も始まっていた４）。

「NHKデジタル教材」の特徴

「NHKデジタル教材」の特徴は，写真に示

した４つの異なるタイプのコンテンツを，画

面上部のタグを切り替えるだけで，簡単に利

用できる点にある。このデザインは，すべて

の番組の「NHKデジタル教材」に共通で，

教科や学年が替わっても，教師や児童が使い

易いようになっている。

2001年開始当初の４つのコンテンツは，①

と②については現在と同様，児童生徒向けの

教材と，教師向けの情報が同じ場所に提供さ

れ（③），④としては，他の学校との交流や

子どもの学習成果発表の場としての「掲示板」

が設けられていた。「掲示板」は，学校教育

の場に新たな学習空間を形成するという重要

な役割を提供してきたが，一般のインターネ

ット機能を通じた学校間交流も可能な時代に

デジタル時代の教育放送サービスをめぐる一考察

NHK放送文化研究所年報2009│217

NHKデジタル教材の内容（2008年）…学年，教科対応の学校放送42番組について

①ばんぐみ（放送番組）：21番組について
は，テレビで放送された番組を，放送後イ
ンターネット上でいつでも視聴することが
可能。それ以外の番組にも，静止画とあら
すじによる番組内容情報提供がある。

②クリップ（短い資料映像のクリップ）：
毎回の番組に連動した１～３分の動画クリ
ップで，文字による解説もある。合計約
3,000本が準備されており，クリップ対応
番組は，理科，社会，総合学習を中心に
12番組。「NHKデジタル教材」のトップペ
ージから，キーワードと学習指導要領によ
る検索も可能。

③きょうざい（児童・生徒向けの教材）：
各番組の内容をより深く学習できるクイズ
やゲームは200種類以上，調べ学習やリン
ク集は300以上揃っている。

④せんせい：番組のあらすじや，授業アイ
デアを掲載した利用案，印刷可能なワーク
シート，資料集，教科書対応表など，教師
向けの多様な情報が提供されている。

©NHK
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なってきたこと，｢教材｣については，児童向

け，教師向けにそれぞれ多様なコンテンツが

揃ったことや，対象者を分けて提供する方が

わかり易いという判断により，現在のような

４つの内容に変化した。

後述のとおり，海外でも，学校向けの放送

を行ってきた放送機関では，様々な形でイン

ターネット活用した教育サービスを積極的に

展開しているが，「NHKデジタル教材」は，

それぞれの学校放送番組を中核に据えて，そ

こを起点に多様なコンテンツを展開している

点に，重要な特徴がある。「デジタル教材」

というと，短い映像クリップや，双方向ゲー

ム教材が強くイメージされる傾向もあるが，

「NHKデジタル教材」では，４つのコンテン

ツの一番目に「テレビ番組」を組み込むとい

う発想で成り立っており，教科やそれぞれの

番組の特性に応じて，その他の３つのコンテ

ンツの有無とウエイトも異なっており，「放

送」あってのデジタル教材という位置づけに

なっている。

地上デジタルテレビ放送の教育利用

インターネットで展開している「NHKデ

ジタル教材」とは別に，デジタル放送の教育

利用に対する関心も高まっている。2011年に

は，地上テレビ放送が完全にデジタル放送に

切り替わる予定であるが，2005年から３年間

プロジェクトで，学校の授業で地上デジタル

テレビ放送を効果的に利用するための実践研

究も行われてきた６）。

“高画質・高音質の映像”を視聴できるこ

とで，子どもたちが映像の内容を感動的に受

け止め，興味・関心を高め，学習の動機づけ

に結びつき，結果として理解を深めて，知識

の定着が認められることが明らかになった。

“データ放送”の利用という面でも，地域の

放送局制作の番組を視聴して地域学習に活用

するだけでなく，生徒たちが制作したコンテ

ンツを地域で放送するというUser Generated

Contents(自作コンテンツ）の可能性が試さ

れるなどの成果を得ている。

（4）内容面にみる学校教育番組の変化

ここまでは，90年代以降の特徴的な変化と

して「NHKデジタル教材」登場の経緯を中

心に，メディアの変化という観点からみてき

たが，学校放送番組の内容面での変化の特徴

218

NHKデジタル教材の利用
「NHKデジタル教材」の登場から５年後の2006

年に，この教材を授業中に利用した小学校は，
14.9％。（テレビ学校放送の利用校は73.4％。）普
通教室にパソコンを整備している小学校は35.3％
に止まっており，メディア環境整備は国の計画
より大幅に遅れている状況もある中，「NHKデ
ジタル教材」は，一定の利用が進んできたとみ
ることができよう。

ちなみに，テレビ学校放送開始から５年後の
1958年に，学校放送番組を利用していた小学校
は6.8％であった（小学校へのテレビ普及率は
8.1％）。

全国の小学校５年担任教師の「利用経験」を
調べた結果によれば，５人にひとり強（22.9％）
が，この５年間に授業で「NHKデジタル教材」
利用経験があること，20代・30代の教師では約

30％が利用経験あるのに対して，40代・50代
の教師では，この数値は20％弱と年齢差が顕著
なこと，また絶対数は少ないが，情報教育や視
聴覚･放送教育を専門にしている教師の場合に
は，利用経験は６割近くに達しているなど，教
師の属性によって利用経験に差があることも明
らかになっている。

（2006年度NHK学校放送利用状況調査）５）
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にも注目すべきであろう。

教科の枠を超えた番組の増加傾向

第１の特徴としては，80年代に始まる，教

科の枠を超えたテーマを取り上げる番組の開

発がさらに進んだことが挙げられる。国際理

解教育や英語学習，環境教育，生命教育，情

報・メディア学習などが主要テーマである

が，1990年代には，『みんな生きている』（小

学校中学年生命教育，1994年度～）や，『たった

ひとつの地球』(小学校高学年環境教育，1996～

2006年度，2007年度からは『ど～する？地球のあし

た』）などが登場している。

2000年代に入ると，「総合的な学習の時間」

の導入という新学習指導要領にも提示された

新しい教育の流れの中で，小学校の英語活動

を支援する『えいごリアン』シリーズ（2000

年度～）や，『おこめ』『川』など，テーマ対

応型番組で，地域学習，環境問題，国際理解

のテーマに広がるだけでなく，理科，社会な

どの学習との連携も可能な新しいタイプの教

育番組が登場した。

『えいごリアン』シリーズの番組は，小学

校英語の導入をめぐる議論が進行する中で，

放送機関が先行して番組を開発して放送を始

めたものである。番組に連動した「NHK教

材」では，早い時期に，番組を使った授業の

具体例の紹介（動画を含む）も行っている。

2008年度には，すべての学習の基礎として

重要となる，自分の考えを相手に伝わるよう

に伝える力，コミュニケーション能力を育て

ることをねらいとした，小学校高学年向け番

組『伝える極意』が登場している。

情報教育，メディアの学習向け番組の増加

第２の特徴は，メディア環境の変化に関係

する新たな番組の登場である。中学校･高等

学校向けの学校放送番組では，90年代前半か

ら，コンピューターやパソコンネットワーク

とは何かを取り上げる番組が次々登場してい

た。2000年代に入ると，小学校向けも含めて，

社会的な課題も含めた，より広い観点から

“メディア”や“情報”を取り上げる教育番

組が，各種登場している。この時期，諸外国

でも同様の動きがみられるが，「メディア･リ

テラシー」をめぐる社会的関心の高まりをと

らえた動向といえる。

『しらべてまとめて伝えよう』（小学校中学年，2000

～2005年度）『体験！メディアのABC』（小学校高学

年2001～2004年度）『デジタル進化論』（中･高校向

け2001～2003年度）『メディアを学ぼう』（中･高校

向け2005～2006年度）高校講座『情報A』（2003年

度～）『10min.ボックス：情報』（中･高校向け2007

年度，2008年度は，『10min.ボックス：情報・メディ

ア』）など。

道徳番組の今日的な意味

新しいジャンルの番組だけではなく，学校

教育の中に深く浸透している教育番組の重要

性にも目を向けておく必要があろう。理科，

社会，道徳は，日本の学校放送の長い歴史の

中で，どの時代にも利用が多い３教科であっ

た。理科と社会は，多くの国々の学校教育番

組に含まれてきたが，「道徳」番組の放送は，

日本に特徴的ともいえるようだ。

最近の海外の教育番組に目を向けると，子

どもの心の問題を取り上げる番組の増加傾向

がみられるが，多くの場合，新規番組の開発

（単発，シリーズ）という形で登場している。
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日本では，道徳番組の中で，様々な事例を提

示しながら，繰り返しこうしたテーマを取り

上げてきたとみることができる。『みんな生

きている』（前出）のような，子どもたちに生

命を考えさせる人間ドキュメンタリーの番組

も，重要な役割を果たしてきたといえる。

仕事･職業･社会を考える番組

ヨーロッパの国々では，義務教育修了後，

社会に出て職に就く子どもたちも多いことか

ら，職業を取り上げた番組は伝統的に学校教

育向け放送に組み込まれてきた。対照的に，

日本では，2000年代に入ってから新しい分野

の番組として，自分の将来を考えるというス

タンスで，中･高校生たちに様々な仕事･職業

を紹介する教育番組『あしたをつかめ～平成

若者仕事図鑑～』（2004年度～）をスタートさ

せ，反響を集めている。単なる職業ガイダン

スでなく，様々な職業に従事している若者の

現場密着取材を通して，仕事の現実の厳しさ

や喜びを伝える番組で，番組ウェブサイトで

も詳細情報が提供されている他，働くことの

意味を考えていく教育イベントも実施されて

いる。

（5）教師向けサービスの充実

日本では，授業で子どもたちに視聴させる

教育番組だけでなく，教師向けの番組も，ラ

ジオの時代から各種放送されてきた。最近で

は，全国の学校で行われている優れた授業や

学ぶ楽しみが伝わる授業を紹介するテレビ番

組『わくわく授業～わたしの教え方～』（2003

～2007年度）が，多くの教師の関心を集めた。

本稿でもその一端を紹介するが，教師向けサ

ービスの充実については，現在，多くの国々

の放送機関が注目しているところで，とくに

インターネットの普及で，教師の都合のよい

時間にアクセスできるようになった利点を活

かして，様々な試みが進められている。

NHKでも，学校放送のポータルサイト開

始以来，様々な形で教師向けサービスを続け

てきたが，2006年４月には，インターネット

による教師向けの総合的なサービスとして

『NHKティーチャーズネット』（登録制・無料）

を開設した（2008年11月現在登録者数１万4,500）。

授業で利用する学校放送に関するお勧め番

組情報，番組･デジタル教材利用をめぐる

Q&A，現場教師による具体的な指導案・ア

ドバイス，高画質映像へのアクセスが可能な

ほか，NHKの教育イベントに関する情報や，

メディアの利用に限定せずより一般的な教育

動向に関する情報や解説なども提供されてい

る。また「子どものストレス」「教師の悩み･

親の悩み」など様々なテーマを取り上げて意

見交換する場なども設けられている。番組や

教育課題に関するアンケートなども実施さ

れ，子どもの教育に関わる関係者たちのコミ

ュニティー形成がされつつある。

日本の学校放送利用の普及にとって，放送

教育を推進する組織が果たしてきた役割が大

きいことにはすでに触れた。このような側面

支援は，教育の世界に新しいメディアを導入

する際には極めて重要である。「NHKデジタ

ル教材」が登場した機会をとらえて，2002年

度からは，放送やデジタル教材の授業での効

果的な活用を目指す体験型研究交流講座とし

て『先生のための教え方教室～デジタル時代

の授業創造講座～』（2008年現在は『ICT・放送

活用講座』）のような新たな機会が，全国各地

で開催されている。
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「放送＋ウェブサイト＋ワークショップ･対

面型交流」と多様な方法で，教師向けサービ

スの展開が進められている。

（6）家庭向けの教育サービス

子どもの家庭学習とメディア

NHKの学校放送番組は，学校が休みの期

間中にも放送枠を設けて，すでに放送した番

組の再放送や，新たに開発を進めている番組

の先行放送を行ってきた。さらに2007年４月

からは通年で19時台に，学校放送番組の一

部を放送する試みも始まっている（『えいごリ

アン』『えいごでしゃべらないとJr.』『見える歴史』

など）。

その他の子どもが家庭にいる時間帯にも，

学習に役立つ番組の放送が増えている。90年

代には，学校週５日制の導入が始まったこと

で，土曜日の学校放送時間帯が，家庭視聴を

意識した番組へと変化してきた。科学離れが

話題になっていたこともあり，楽しく学ぶき

っかけを提供する番組として始まった『やっ

てみようなんでも実験』（1995～2000年度，2002

年度からは『科学大好きどよう塾』）も，その一例

である。2008年度には，音楽・図工・体育３

教科を中心に，情操教育の面白さ，奥深さを

紹介する小学校高学年向け番組『ヒミツのち

からんど』（土曜日午前中と夕方の放送）も登場

するなど，子どもたちが教育番組に接する場

が，これまで以上に家庭へと広がりをみせて

いる。

また，1994年から総合テレビで放送が続い

ている『週刊こどもニュース』も，子どもの

学習に貢献する番組といえる。海外では，近

年とくに子どもにとってのニュース番組の重

要性が注目されており，インターネットやワ

ークショップ型イベントなども含めた新しい

試みが展開されている（後述）。

先に紹介した「NHKデジタル教材」には，

授業だけでは使いきれない多くの学習素材

が，ゲームなど楽しく学べる形態で含まれて

いる。学校で視聴した番組をもう一度，自宅

のインターネット上で見ることも可能であ

る。ひとりひとりが，それぞれの興味関心や

学習理解度に合わせて，家庭での学習にも利

用されることが想定されている教材であり，

学校と家庭での学びを結びつけるものとして

の役割も担うことが可能といえる。

親向けの教育サービス

2008年，小学生の親を主な対象とする子育

て世代向け番組『土よう親じかん』の放送が

始まった。子どもの教育や勉強，友人関係，

心と体の健康，育児や地域の子育て，子ども

とインターネット・携帯との関わり方など，

親の関心テーマを，番組のウェブサイトなど

の手段を使って幅広く集めて，一緒に考えて

いこうという新しい試みである。ウェブサイ

トには，これまで取り上げたテーマと番組概

要の他に，様々な分野についてのお役立ち情

報も掲載されている。「NHKデジタル教材」

「NHKティーチャーズネット」『週刊こども

ニュース』や，NHKで放送中の他の子育て

番組『すくすく子育て』（ETV）『パパサウル

ス』（総合テレビ）の紹介に加えて，いじめ，

犯罪対策，働く親のサポート，心身の健康な

どに関する情報入手先と相談窓口について

も，多くの情報が提供されている。

日本では，放送機関におけるインターネッ

ト利用の制約もあって，NHKの場合，現時

点では後述するイギリスやアメリカの公共放
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送のように，インターネット上での子ども向

けサービス，親向けサービス，教師向けサー

ビスが密接に連動している状況ではないが，

『土よう親じかん』のウェブサイトを通して，

学校での子どもの学習や，学校・教師の関心

事などにも接することが可能である。

（7）遠隔教育番組のインターネット配信

『NHK高校講座』

NHKでは，小・中・高等学校向けの学校

放送番組とは別に，全国の通信高校生の自宅

学習向けの教育番組も放送してきた（ラジオ

は1953年から，テレビは1960年から）。１年間の

視聴を通して高校教育課程の基礎が学べる番

組で，単位取得を目指す高校生ばかりでなく，

一般の高等学校の授業や，生涯学習の教材と

しても広く活用されている番組である（2008

年度現在，テレビ13科目，ラジオ11科目，合わせて

年間約1,300番組が放送されている）。

ここでもインターネットの活用が進めら

れ，2007年４月からはラジオ全科目で，さら

に2008年４月からは，テレビも加えたすべて

の番組の放送内容が，放送直後から『NHK

高校講座』のホームページで，誰でも自由に，

無料で視聴できる環境となっている。

また，自宅で独学する生徒の番組理解と学

習の進展に役立つウェブサイトを構築するた

めの研究も，2000年代初頭からNHK学園高校

と大学研究者の共同で実施されてきた７）。

放送大学

NHKによる教育サービスではないが，高

等教育の分野では，1985年に放送による授業

が始まった放送大学の番組でも，インターネ

ットでのストリーミング配信が始まってい

る。ラジオ授業科目のインターネット配信は，

2007年度から実施されており，テレビについ

ては，2008年度現在，６科目について，配信

実験中である。放送大学のインターネットに

よる番組配信は，受講生のみが対象だが，現

在実験中のテレビ授業番組の１科目『コンピ

ュータのしくみ（’08）』については，一般に

も公開されている。

（8）語学番組にみる多面的な展開

インターネットで広がる語学学習

学校放送番組同様，ラジオの時代から教育

放送の中心的ジャンルであった語学番組で

も，放送とインターネットとの組み合わせ利

用など，様々な動きが進展してきた。

1997年に放送された『トライアル！インタ

ーネットで英会話』では，番組ホームページ

に，基本表現を繰り返し聞くことが可能な動

画コンテンツを登場させたが，こうした試み

が人気を呼び，深夜の放送にもかかわらず，

100万人以上が視聴，ウェブアクセス数も250

万を超え，語学学習における放送とインター

ネットの親和性が早くから注目された。

インターネット利用者の増加に対応して，

NHKの各語学番組では，それぞれウェブサ

イトの内容を充実させ，学習のサポートに努

めてきたが，2007年６月には，NHKエデュケ

ーショナルが運営する語学番組全体のポータ

ルサイト「ゴガクル」（http：//gogakuru.com）

も登場した。ここを入り口に各言語，個々の

番組のサイトにアクセスできるだけでなく，

現在自分が利用しているテレビやラジオの番

組を超えて，学習中の語学の学習に役立つ情

報に触れる機会や，他の言語の学習にも触れ

る機会が拡大する。ある特定の言い回しをそ
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れぞれの言語ではどのように表現するのかな

ど，横並び比較で他言語を学ぶといった興

味・動機づけも可能である。

語学番組で重要な役割を果たしてきたテキ

ストも，活字媒体のテキストにとどまらず，

2007年度には電子版テキスト（dテキスト）

が登場した。音声付きテキストもあり，リス

ニングや発音練習に適した繰り返し再生が可

能で，ダウンロードしたテキストは，パソコ

ンに保存して，必要な時に利用することが可

能である。

番組のストリーミング配信は，他の国々に

比べて多いとはいえないが，一部ラジオの英

語番組から始まっている。さらに，『基礎英

語１』『ラジオ英会話』などのラジオ番組で，

毎日メールを受け取ることで復習ができると

いう携帯サービスも始まるなど，新しい学習

形態を取り込む動きが進展している。

クロスメディア展開による語学学習

語学学習については，クロスメディアとい

う新しい考え方で開発された英語学習サービ

スの登場（2008年）も注目される。これまで

の語学番組は，最初に，テレビやラジオの番

組があり，それにテキストやウェブサイトに

よる教材が付随するというものであったが，

クロスメディアの考え方では，最初にコンテ

ンツ（キャラクターとストーリー）が存在し，

テレビ，ラジオ，インターネット，テキスト，

携帯など，多様なメディアに相応しい形での

学習サービスの展開を行う，というものであ

る。テレビでは『リトル・チャロ　カラダに

しみこむ英会話』，ラジオでは『チャロの英

語実力講座』が登場しているこの新企画の場

合には，「チャロ」という子犬を主人公に，

物語として楽しく，かつ良質の英語教材とし

て開発された英語のストーリーに，テレビ，

ラジオ，テキスト，インターネット，携帯と

様々なメディアでアクセスしながら，学習を

進めていく。

NHKの語学番組は，いずれの言語でもテ

レビ番組，ラジオ番組が並行して放送されて

きたが，それぞれ対象レベルや学習目的が異

なるなど，同時に組み合わせて利用すること

を前提とした放送が行われてきたわけではな

いので，今回のクロスメディア展開がどのよ

うな成果をもたらすものか，注目される。

語学学習以外でも，放送とインターネット

の連動は進展している。福祉番組に関連した

新しい試みとして，2003年に始まった福祉情

報サービスの「ひきこもりサポートキャンペ

ーン」は，ひきこもりを続けている本人や家

族に役立つ情報を提供するとともに，多くの

人々と一緒に支援のあり方を考えていこうと

いうもので，大きな反響を得る結果となった。

現在は，テーマを広げて，障害や病など，生

きづらさを抱えている人たちのハートをつな

ぐ場として，「ハートネット」というNHK福

祉ポータルサイトに発展しており，学習とい

う観点からも，重要な手がかりを得られるサ

イトとなっている。

３　多様なNHK教育イベントとその意義

（1）長年の実績をもつ学校向け教育イベ

ント

NHKの教育サービスには，放送番組やイ

ンターネットによるもの以外にも，全国各地

で開催される教育・学習に関連した様々なイ

ベントが存在している。学校教育の分野では，
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ラジオ放送開始以前に始まっていた「NHK

全国学校音楽コンクール」や，テレビ放送開

始翌年に始まった「NHK杯全国放送コンテ

スト」など，極めて長い歴史をもつものもあ

る（http://pid.nhk.or.jp/event）。

本稿で焦点を当てる90年代以降に登場した

ものでは，2000年から全国各地の放送局で実

施している「キミが主役だ！NHK放送体験

クラブ」（放送局の仕事と役割を体験する機会を提

供する，小学校高学年対象のプロジェクトで，ニュ

ース制作体験が含まれる）が注目されよう。メ

ディアに関する学習の必要性が社会的に注目

され，放送機関自身も対応が求められている

状況は，世界に共通の傾向でもあるが，日本

では，2000年頃から，教育番組の放送と合わ

せて，このような体験イベントをスタートさ

せている。

放送局の仕事を紹介する試みとしては，す

でに，社会科副教材の冊子（「NHKジュニア

ブック」）の提供や，ビデオ教材（「みんなの

放送局～ニュース番組ができるまで～」など）

の貸し出しなども長年実施しており，学校の

放送局見学・訪問に対応したり，東京にある

NHK放送センターの見学コーナーの設置な

ども合わせて，世界的にみても，多様な学習

機会の提供を行ってきたとみることができよ

う。

より新しい例としては，中・高校向け学校

放送番組を活用して，ティーンエイジャーた

ちが働くことの意味をディスカッションし，

考えていく「あしたをつかめミーティング～

平成若者仕事図鑑～」のような企画の登場も

注目される。

（2）海外にも貢献するNHKの教育サービス

NHKの教育サービスとして，忘れてはい

けない重要なイベントに，1965年NHKが創設

した国際コンクール「日本賞」がある。世界

の教育放送の向上と国際間の理解・協力に役

立つことを目指したもので，開始当初から，

放送先進国だけでなく，広く世界各地の国々

からの参加があり，幼児から成人まで多様な

内容の教育番組が参加してきた点に重要な特

徴がある。1989年までは，ラジオ番組も対象

となっていたが，その後しばらくテレビ番組

だけを対象とする時代が続いていた。

「日本賞」でも，インターネットの普及を

はじめとする教育メディアをめぐる状況の変

化に呼応して，2002年には，番組と連動して

高い教育効果を上げているウェブサイトを評

価する「ウェブ部門」を設け，2003年コンク

ールでは，NHKの学校放送番組に連動した
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学校におけるNHK教育サービスの利用
NHKが提供する様々なサービスは，どの程度，

全国で学校に取り入れられているのか。2006年
度実施の調査では，次の３種類に整理して，
小・中・高校のそれぞれの状況を分析している。
①NHKの放送番組とデジタル教材
（学校放送番組のほか，授業で利用している一

般向けNHK番組や，教師向け番組も含む）
②NHK番組の市販ビデオ・DVD
③NHKの教育イベント（児童・生徒向け，教師

向け）
①②③いずれかの教育サービスを利用してい

る学校は，小学校では 87 .1％，中学校では
76.5％，高等学校では72.7％であった。いずれ
の場合にも，①放送番組・デジタル教材の利用
が圧倒的に大きいウエイトを占めている（小：
82.6％，中：60.3％，高：58.6％）が，それと
重ね合わせる形で，それ以外のタイプの教育サ
ービスも利用されていることがわかる。

（2006年度NHK学校放送利用状況調査）
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ウェブサイト『南極』がこの部門の最優秀賞

を受賞した。

さらに2008年からは，応募対象が，テレビ

番組，ウェブサイトの他，教育ゲームなども

含めて，教育的な意図をもって制作されたオ

ーディオビジュアル作品全般に拡大され，コ

ンクール名も「日本賞」教育コンテンツ国際

コンクール（Japan Prize International Contest for

Educational Media）に改められた８）。

コンクールでは，新しいメディア環境に目

を向けるばかりでなく，予算や機材などの条

件が整わず，番組制作が困難な国や地域の制

作者の優れた番組企画を表彰する新たな部門

を設けて（2003年），財政的な支援を通じて番

組制作を実現させることも行っている。

また「日本賞」では，番組の審査だけでな

く，放送関係者・教育関係者たちが，ともに

番組やコンテンツを見ながら意見やアイデア

を交換し合う場を設けて刺激を与え合い，そ

の成果をそれぞれの国の教育サービスの発展

に活かすことを重視してきた。

NHKには，世界の教育番組・コンテンツ

の動向や教育課題を学ぶ貴重な教育イベント

を主催してきた経験を十分生かして，日本の

あらゆる年齢層の教育・学習に資する教育サ

ービスについて様々な可能性を開拓し続ける

責任があろう。最先端動向に目を向けると同

時に，厳しい環境にありながら「教育」の発

展のために可能なメディアを最大限駆使しよ

うとする試みからも真摯に学び，人々の教

育・学習のために，放送機関として何ができ

るかを，世界共通のテーマとして問いかけて

いくことも求められているといえよう。

１ 90年代イギリス教育界とメディア

界の変容：オンライン・サービス

の充実と生涯学習社会への対応

（1）イギリス教育放送の基本的な特徴

イギリスの教育放送の歴史は，現在のBBC

の前身，イギリス放送会社の時代の1924年に

る。ジョン・リースBBC初代会長が，放

送事業はいかに娯楽の域を超えて，教育分野

にも参入すべきかについて，1924年発行の著

書で記していることにもわかるとおり，イギ

リスでは早い段階で，BBCが教育の分野で重

要な役割を果たす基盤が整っていた。国王の

特許状に基づいて設立されたBBCは，その

スタート時点から「情報・教育・娯楽の提供」

を重要な使命として掲げており，1926年の最

初の特許状から，この文言は繰り返し登場し

てきた。

放送開始間もない段階から教育番組の放送

を行ってきた点や，公共放送が早い段階で複

数チャンネルを保有して，多様な教育番組の

放送が可能な状況があったことなど，イギリ

スと日本には類似点も少なくない。しかしな

がら，日本の教育放送とは異なる基本的な特

徴にも目を向けておく必要があろう。

公共放送と商業放送両者による教育放送

イギリスでは，公共放送BBCと公共的性

格の強い商業放送の両者が，長年にわたり，

幼児から成人までを対象に，多岐にわたる教

育番組と関連教材の提供を行ってきたという

特徴がある。とくにテレビ学校放送は，両者

デジタル時代の教育放送サービスをめぐる一考察
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Ⅱ
ダイナミックな変化をみ
せるイギリス公共サービ
ス放送の教育サービス
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が競い合う形で，1957年，ITVとBBCが放送

をスタートさせ，双方が刺激を与えながら発

展してきた経緯がある。充実した教育番組の

内容は，世界的にも高い評価を得ており，

「日本賞」コンクールでは，両者ともに受賞

歴を重ねてきた。

大きいラジオの教育的役割

もうひとつの重要な特徴は，ラジオのもつ

影響力の大きさである。イギリスでは，教育

に限らず，あらゆる分野でラジオの果たす役

割が，日本の場合よりはるかに大きい。テレ

ビ中心の時代になっても，英語や文学，音

楽・リズムの番組はもちろん，算数や社会を

含めた学校放送番組や，語学番組をはじめと

する成人学習向け各種教育番組の提供で，ラ

ジオが果たしてきた役割は極めて大きい。

早くから存在したマルチメディアの発想

今日では，ごく当然のこととなっているが，

教育番組の活用における関連教材の重要性

が，ラジオの時代から強く認識されていた点

も，イギリス教育放送サービスの重要な特徴

である。ラジオ教育放送が始まって間もなく，

BBCでは，放送による一方向のコミュニケー

ションの問題について議論が行われ，真の教

育・学習の実現には，「放送を超えた活動

（beyond broadcast）」が必要であることが認識

された。当時の解決策として，聴取者グルー

プを設けて，学習者たちが番組の内容につい

て一緒に話し合いながら，学習内容を深める

試みが繰り広げられていた。

「放送を超えた活動」を重視する考えは，

番組をめぐる関連教材の積極的な展開にも結

びつき，イギリスの教育番組には，早くから，

多岐にわたる関連教材が登場した。教師向け

テキストや児童・生徒向けワークシート，副

読本，スライドや写真セット，そして，録音

教材，ビデオ教材が登場し，80年代に入ると

パソコン教材，90年代以降，CD-Rom，DVD

なども加わり，さらにオンライン（インター

ネット）による各種サービスへと展開をみせ

た。

（2）「1988年教育改革法」に始まるイギ

リス教育界の変容

日本とイギリスには，学校放送に代表され

る公教育向けの放送サービスが早くから充実

していたという共通点があるが，教育制度面

では大きく異なっていた。イギリスではサッ

チャー政権時代の「1988年教育改革法」の成

立で，初めて全国共通カリキュラムが導入さ

れた。また，高等教育の拡大に向けて教育機

関の再編成が進められることになった。その

背景にあったのは，国際競争に生き残り，繁

栄していくため，国全体の教育水準を高める

必要があるという強い認識であった。90年代

は，全国共通テストの導入を始め，イギリス

の教育現場ではこれまでにない大規模な変化

の時代を迎えた。

全国共通カリキュラムの内容面でとくに重

視されたのは「読み書き計算などの基礎的能

力の育成」と「情報コミュニケーション技術

（ICT）に関する学習の強化」であった。

1997年５月に発足したブレア政権も，教育

を国の最優先課題と位置づけたが，その実現

に向けて，新しいテクノロジー，メディアの

活用が不可欠であることを強調して，BBCを

はじめとする放送界やブリティッシュ・テレ

コム（BT）など通信業界との連動にも強い

226
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デジタル時代の教育放送サービスをめぐる一考察
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年表 2　イギリスにおける放送と教育に関する年表（1990年以降を中心に） 

1922.10
1924.11
1927.１
1936.11
1952
1957.５
1957.９

1988
1989
1990.11
1991

1992.９
1992.11
1992
1993.９
1994
1994.４

1994.７

1995.２
1995.３
1995.８
1995.９
1995.９

1996
1996.５
1996.５
1996.７
1996.９
1997.４
1997.５
1997.５

1997.10
1997.12
1998.１

1998.２

1998.４

1998.９

1998.９
1998.12
1999.１
1999.４
1999.４

1999.６
1999.９
1999.９
1999.11

1999.12

現在のBBCの前身イギリス放送会社設立 
BBCラジオ学校放送開始 
イギリス放送協会発足 
BBCテレビ本放送開始 
BBCテレビ学校放送，実験放送開始 
イギリスのテレビ学校放送，商業テレビで開始 
BBCのテレビ学校放送開始 
 
1988年教育改革法成立 
全国共通カリキュラム，導入開始 
1990年放送法成立……商業テレビの学校放送，確保される 
全国共通カリキュラム定着の確認のための「全国共通テスト」段

階的導入開始 
BBCテレビ学校放送の夜間放送開始 
BBC，将来ビジョン『選択の拡大』発表 
1992年教育白書『選択と多様性：学校の新しい枠組』 
商業テレビの学校放送，完全にC4へ移行（“C4 Schools”） 
BBCの教育放送70年 
BBC教育局，視聴者のウェブ体験促進のため，BBCネットワーキン

グクラブを開設（1994.4～1995.11） 
BBC教育局，他部局に先がけて，インターネットで番組関連情報の

提供開始（BBC Education Online） 
政府，放送白書『BBCの将来』を発表 
貿易産業省『将来のスーパーハイウエー』発表 
BBC，番組戦略再検討報告書『人 と々番組』発行 
BBC教育局，５か年基本政策発表，組織の再編成 
政府，『地上波デジタル放送に関する政府提案』発表 
C４学校放送，オンラインサービス開始 
BBC２早朝の教育番組時間帯“Learning Zone”開始，BBC２の

24時間化 
1996年教育法 
BBC新特許状と協定書が施行（期限2006年末） 
BBC，新戦略『デジタル時代の選択と拡大』発表，大型機構改革発表 
1996年放送法成立 
BBCラジオ学校放送番組，日中時間帯の放送終了 
BBC，幼児向けシリーズ“Teletubbies”放送開始 
BBC，３か年コンピューターリテラシーキャンペーン開始 
新政権誕生→放送行政の所轄官庁，国民文化省から，文化・メ

ディア・スポーツ省に 
ブレア首相，全国教育網計画（NGfL）を発表 
BBC Online　全面本格サービス開始 
BBC，中等教育修了資格試験準備向けのテレビ番組“GCSE 

Bitesize Revision”放送開始（ウェブサイトは２月開始） 
政府の学習社会ビジョンを示すグリーンペーパー『The Learning 

Age』発表 
ブレア首相『情報化ビジョン』発表，　学校向けインターネット接続

BT特別料金開始 
読み書きの教育重視政策：イングランド初等学校，毎日１時間のリ

テラシー教育 
BBC地上波デジタルテレビサービス，４チャンネルで開始 
BBC，公共放送ビジョン『21世紀のBBC』を発表 
BBC，健康キャンペーン“Fighting Fat，Fighting Fit”開始 
BBC，インターネット活用促進キャンペーン“WebWise”開始 
DCMS大臣設置・映画教育戦略立案WGの最終報告書“Making 

Movies Matter”発表 
BBC Knowledge（教育専門デジタルチャンネル）開始 → BBC4へ 
BBC，2000年以降のデジタル新規計画を発表→視聴者からの意見募集 
BBCテレビ学校放送の中等教育向け番組，すべて早朝の放送に移行 
ダイクBBC副会長スピーチ“An Education Vision for the BBC”
（2000.1会長就任） 

教育雇用省，双方向デジタル放送利用実験計画発表 

2000.４

2000.９
2000.10

2000.12
2000
2001

2001
2002.２
2002.５
2002.10
2003.１
2003.５
2003.７
2003.７
2003.９
2003.11

2003.12
2003.12
2004.１

2004.５
2004.６
2005.２

2005.４

2006.１
2006.３

2006.４

2006

2006.９
2007.１

2007
2007.３

2007.10
2007.12
2007.12

2008.１

2008.５
2008.９

2008.９ 

BBC成人向けインターネットリテラシー・オンラインコース Becoming Web 
Wiseスタート 

BBC,教育サービスの新規計画「教育デジタルカリキュラム」発表 
BFI中心に開発された中等教育教師向けガイドブック“Moving 

Images in the Classroom”発行 
政府，「放送通信白書」（A new future for communications）発表 
BBCローカルラジオ局を拠点とするオープン・センターの開設始まる 
DCMS「メディア・リテラシー基本方針」の発表 
BBC，ハル市でIPTV実験に参加：BBC教育サービス提案の実験開始 
ティーンエイジャー向けのBBC Blast 開始 
BBC，デジタルチャンネルで子ども向け２サービス（CBBCとCBeebies）開始 
BBC，「デジタルカリキュラム」サービス計画を政府に提出 
地上デジタルテレビ放送の新サービスFreeview開始 
BBCの「デジタルカリキュラム」計画，政府の承認を得る 
BBC，３週間にわたってWebWiseキャンペーン実施 
BBC，ウェブ上にチャットガイドを発表 
「2003年放送通信法」成立 → Ofcom 設立へ 
BFI，初等教育教員向けメディア教育ガイドブック“Look Again!”発行 
C4 Learningで中等教育向けメディア学習用プロジェクト“What’s 

This Channel ４ ?”開始 
政府，「BBC特許状の見直し」文書を発表→国民の参加を強く要請 
Ofcom，正式に活動を開始 
メディア・リテラシー・セミナー開催（UK Film Council，BFI，C4，BBC）

DCMS大臣スピーチ 
BFI主催，ヨーロッパ・メディア教育会議 
BBC,将来ビジョン『公共的価値の構築』発表 
教育技能省バックアップで，世界初の教育関係者向け専門チャ

ンネルTeachers TV 開始 
BBC,BFI,C４,放送大学により，クリエーティブ・アーカイブ免許グル

ープ設立：動画・音声・静止画像等を教育・学習目的のために
ダウンロードすることを目指して創設　 

　→ 9月から実験としてのアーカイブ提供開始～2006年9月です
　べての実験終了 

　→ 2006年5月： 学校向けの Open School Archive 開始 
BBCのデジタルカリキュラム「BBC Jam」 サービス開始 
イギリス政府，BBCの将来に関する放送白書『すべての人々に公

共サービスを：デジタル時代のBBC』を発表 →この文書をもとに，
BBC特許状と協定書　（2007.1発効） 

BBC，「創造的な未来」と題する事業計画発表： 
　あらゆるメディアを活用した視聴者への公共サービス，コンテンツの企

画，制作，パッケージ化，配信まですべての方法を見直すとの方針を
表明 

BBCのLearning Zoneで放送してきた番組の動画クリップ配信無料
サービス Learning Zone Broadband：Clips in the Classroom　
公式開始 

BBC News School Report プロジェクト開始　 
BBC特許状と協定書発効： 
 「教育と学習の促進」を含む6つのBBCの公共的目的明示，BBCトラスト発足 
7～14歳対象の映像制作プロジェクトCBBC me and my movie開始 
BBCトラスト， BBC Jamのサービス中止，公共的価値の審査にか

けて検証することを決定 
BBC「創造的未来の達成」と題する６か年計画を発表 
BBC，パソコンでテレビ番組をオンデマンド視聴できる「iPlayer」を開始 
BBCトラスト， BBCの公共的目的6項目について， 目的別任務（purpose 

remit）を発表 
CBBCのサイトに，子どものオンライン活動を促進する創造的空間

Adventure Rockを開設 
Ofcom主催メディア・リテラシー会議 
CBBC, CBeebiesの番組，インターネット上での視聴が可能になる

　　　　　　　　　　 （1年間の試験運用） 
CBBC「インタラクティブ体験」全国ツアー 
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関心を示した。1997年10月には，2002年ま

でにイギリス中の学校をインターネットに接

続し，官民の協力でインターネット上の教育

用コンテンツなどのネットワークを整備し

て，教育水準の向上やイギリスの国際力の強

化に貢献させようという「全国教育網計画

（National Grid for Learning）」を発表してい

る。翌1998年には，学校は，BT提供の特別

割引料金でインターネット接続が可能になる

などの進展もみせた。

（3）多様化する教育サービスの内容と方法

1990年代の社会変化は，放送機関にも様々

な変化を及ぼすこととなったが，ここでは，

今日までの展開につながる２つの重要な特徴

に触れておきたい。第１は，オンライン・サ

ービスの開発が急速に進められたこと，とく

にBBC Education Onlineの例にも顕著なと

おり，教育番組部門での取り組みが早かった

点である。

イギリスでの教育分野へのコンピューター

導入は，世界的にみても早かったが，放送機

関であるBBCやITV，チャンネル４が，この

動向にいち早く注目して，1980年代には，学

校向けや成人学習向けの各種ラジオ，テレビ

番組の関連教材としてのパソコンソフトの開

発を活発に行ってきた経緯がある。90年代に

入ると，CD-Rom対応のパソコン（マルチメデ

ィア・パソコン）教材が普及し，さらにインタ

ーネットの普及に伴い，オンライン上での各

種教育サービスの展開へとつながっていっ

た。

第２の特徴は，“教育”“学習”を広い視野

からとらえる社会的傾向とも連動して，放送

機関における教育サービスも，“フォーマル

な場としての学校での教育”から，“あらゆ

る場面での個人のニーズに合った学習”へと

ウエイトが移行したことである。本格的な生

涯学習社会へ向けての変化といえよう。

子どもにとっての教育番組を考える場合に

も，“学校で視聴する番組，利用する関連教

材”だけでなく，“家庭での自発的な学習を

想定した番組やオンライン・サービス”や

“学校の授業と家庭での学習を結び付けるも

のとしての放送機関の教育サービス”が注目

されるようになってきたとみることができ

る。一朝一夕には解決できない，基礎的学力

の育成・充実や，新たなメディア環境への対

応が教育の重要課題となっている状況の中で

は，ある意味自然な流れとみることもできよ

う。

社会の変化は，学習内容の更新と，新たな

学習の必要性を生み出し，成人向けの番組も

多様化することを意味している。職業上の必

要に迫られた学習もあれば，社会の変化で呼

び起された新しい興味関心に基づく学習，心

豊かにありたいという気もちから始まる学習

など，学習の質も多岐にわたる。専門的な教

育番組が相応しい場合もあれば，“学習”を

意識させない番組や，放送以外の手段による

周辺サービスが効果的な場合も想定される。

人々が学習として意識するには至っていない

が，放送機関が，テーマの重要性に注目して，

人々の学習関心や意欲を呼び起こし，学習の

手がかりを提供するような教育・学習キャン

ペーンを繰り広げる例が増えてきたことも90

年代以降の特徴といえる。

以下の節では，BBCを中心に，イギリス主

要機関の90年代半ば以降の具体的な動向を

取り上げていく９）。
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２　多様化するBBCの子ども向け教

育・学習サービス

（1）BBC教育サービス戦略の変化：教育

部門の教育サービスからBBC全体の

教育サービスへ

90年代半ばに始まる基本戦略

BBCでは1995年２月，それまで１年半か

けて全局的に取りまとめた番組戦略再検討の

結果を『人々と番組：選択の時代のBBCラ

ジオ，テレビ』として発表した。BBC教育部

門では，これを元に，５項目からなる基本戦

略を発表した。

・イギリス国民のためのBBC Educationという発
想

・視聴者ごとのニーズの明確化と適切な対応

・CD-Romに代表される新しいテクノロジーの積
極的な活用

・オンライン・サービスの開発におけるリーダー
としての役割

・総合的な視聴者対応サービスの強化

全体を通して強調されたのは，「教育番組」

をこれまで以上に広範なものとしてとらえ，

BBC内のあらゆる部局との関わりを強化し，

外部機関との協力関係も拡張し，放送はもち

ろん，その他の可能な方法も十分活用して

「BBC全体としての教育サービスに力を注い

でいく」ことの重要性であった。今日までの

様々な展開の基本となっているものといえ

る。

当時まだ空き時間であった深夜・早朝の時

間帯に教育番組の集中放送時間帯“Learning

Zone”を設けたり（1995年９月），他部局に先

駆けてオンライン・サービスの開発を始める

など，90年代半ばから，積極的な取り組みが

始まった。

BBC Education Online

BBC全体としてのオンライン・サービスで

あるBBC Onlineの正式発足は1997年12月だ

が，教育部門では，1994年頃から，外部専門

家を招聘して，オンライン・サービスの開発

に着手した。学校放送・成人学習すべての番

組や関連教材に関する詳細情報をネット上に

提供して，テーマや学年，キーワードによる

検索のし易さを工夫したり，様々な番組に関

する利用者からのフィードバック収集にもイ

ンターネット利用を試みていた。この時期，

インターネットとは何かを紹介するテレビや

ラジオ番組の放送を行うと同時に，市販ビデ

オ教材の開発も行われた（1995年）。このよう

に，BBC教育部門では，インターネットが教

育目的に有効であることを早くから認識し，

放送を補完する素材・教材提供として開拓す

る意義が大きいことを，BBC内に啓発する役

割も担っていた。

デジタル時代の学習革命

やがて，“新しいテクノロジー”を表す言

葉は“デジタル”に変わり，「デジタル時代

の学習」はBBC全体のキャッチフレーズと

なった。1998年12月，新時代の公共サービス

のビジョンを示すものとして発表された『21

世紀のBBC（BBC Beyond 2000）』では，

「あらゆる部門が協力して，デジタル技術と

オンラインというメディアを活用し，子ども

から大人まで，様々な状況にあるすべての視

聴者に対する学習の機会提供を拡大させてい

く。BBCの教育部門は，基幹放送やオンライ

デジタル時代の教育放送サービスをめぐる一考察
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ンの業務と密接な関連をもちながら，21世紀

のBBCの先頭に立たなければならない」点

が強調されていた10）。

そして，次期会長就任が決定していたダイ

ク副会長のスピーチ「BBCの教育ビジョン

（An Education Vision for the BBC）」（1999年11月）

でも，それまでのポリシーをさらに推し進め，

「21世紀の学習革命において，BBCは中心的

役割を果たす」とのビジョンを自らの言葉と

して示し，「学校教育カリキュラムに基づく

デジタルコンテンツ教材の開発」や「子ども

向け専門デジタルチャンネルの開始計画」に

ついても，この時点で披露されていた。（前者

は2006年１月に始まり2007年３月に中止となった

BBC Jam，後者は2002年開始のCBeebiesとCBBCに

該当する。いずれも後述。）

2004年６月に発表されたBBCの将来ビジ

ョン『公共的価値の構築：デジタル時代に

BBCを一新する』でも，教育・学習につい

ては，「学習革命」という表現とともに，随

所で触れられているが，「学校教育を全面的

に支援するBBCデジタルカリキュラムの開

始」「次世代向けの新たな教育キャンペーン」

「官民双方とのさらなる連携強化」「あらゆる

メディアの活用による，ひとりひとりに相応

しいフォーマル，インフォーマル双方の学習

機会の開発」「メディア・リテラシーの育成

とネット上の安全における先導的役割」など

が，重点事項となっている11）。最後の項目は，

放送通信規制機関のOfcomが任務のひとつと

して力を入れる「メディア・リテラシー」を

意識して，2000年代に入って強調されるよう

になった内容といえる。

（2）学校教育サービスにみるインターネ

ット重視の傾向

全国共通カリキュラムの導入は，1990年代

以降のBBC学校放送に様々な変化をもたら

した。まず内容面では，中核教科と呼ばれる

国語，算数／数学，科学・テクノロジーの分

野で，重点的に，番組や関連教材の開発が進

められることになった。例えば，BBC学校放

送としては新分野となる４～５歳児向けテレ

ビ算数番組は，ドラマやアニメ，歌をおりま

ぜた新しいスタイルで，子どもたちの学習意

欲を高めることに成功し，関連教材として

CD-Romも開発される結果となった。中等教

育の番組では，ドキュメンタリーや自然科学

など，BBCの他の制作部門が一般視聴向けに

制作した優れた番組から抜粋して，学校向け

の教育番組に再構成したものが登場し始め

た。

教育制度の変化に伴い，新しい教科内容や

指導方法，学校経営などに関する情報を教師

に提供することの重要性にも早くから着目し

て，教師向け番組の充実も進められた。

学校へのインターネットの普及が進むにつ

れ，学校放送各番組のウェブサイトの内容も，

それまでの番組情報中心のサービスから，テ

ーマ毎の学習展開のための教師向けの情報や，

クイズ形式なども取り入れた児童生徒向けの

教材，各種リンクの充実の方向へという変化

をみせていた。

BBC Education Onlineの内容は，90年代末

の段階で，あるテーマの学習について，どの

ような番組がどのように有効利用できるか，

放送と併せて利用できる教材や実地体験，興

味関心を広げる際のヒントも積極的に取り上

げる段階へと進展をみせており，ヨーロッパ

230

*p211-268_デジタル時代の  09.1.19  3:06 PM  ページ230



の関係者たちの間で，充実した内容が注目さ

れるサービスとなっていた。

BBCバイトサイズ・シリーズ

このように，BBCの学校教育サービスにお

けるインターネットの位置づけは次第に大き

くなっていたが，この流れを加速するきっか

けとなったのは，1998年１月に登場した

GCSE Bitesize Revisionである（Bitesizeは「一

口サイズ」「容易に理解できる」などの意味）。イギ

リスの中等教育修了一般資格試験（GCSE）

の準備を進める子どもたち（14～16歳）を

対象に，テレビ番組，印刷教材，ウェブサイ

ト，CD-Romなどを通じて，各試験科目の学

習を手助けするというもので，専門の教師や

試験担当者たちの協力を得て入念な準備のも

と開発されたものであった。テレビ番組には，

学習内容の提供だけでなく，人気スターたち

の体験談や励ましのメッセージも含まれ，ウ

ェブサイトでは，フィードバック付きの模擬

テストや，試験のテクニックや勉強の進め方

などについて質問できるコーナーなども設け

られていた。その他にも，子ども同士のチャ

ット・フォーラムが設けられるなど，様々な

工夫がなされており，7科目でスタートした

初年度に，受験対象者の7割が，いずれかの

メディアでこのサービスにアクセスするな

ど，大きな反響を得るものとなった。その後，

オンラインを中心に内容の充実が進み，対応

する教科も20教科にまで増加した。

現在，ストリーミングビデオクリップの再

生やMP3オーディオのダウンロードも可能

になっているが，今後さらに子どもたちにと

って使い勝手がよくなるよう，工夫を重ねる

計画があるという。例えば，自分の履修教科

やコースだけの専用HPを作成できるように

したり，すべての教科・コースのBitesizeの

コンテンツを即座に検索できるようにした

り，携帯電話をはじめとするモバイル機器へ

のダウンロードなどが検討内容とされてい

る。

低学年層を対象としたBitesizeシリーズも

登場し，KS1（５～７歳）向けでは，読み書

きと数の学習，KS2（７～11歳）向けとKS3

（11～14歳）向けでは，国語，算数，科学の

中核３教科について，多様な映像教材やゲー

ム形式の双方向教材などが提供されている。

BBCでは，これまで初等・中等教育向けサ

ービスとして，ラジオ，テレビを中核に，

様々な教科の番組を提供してきたが，2000年

代に入り，全国共通カリキュラムと試験対応

学習に向けたデジタル教材による学校教育向

けサービスをインターネット中心に構築する

方向へと変化をみせてきたといえる12）。これ

らの教材は，学校の授業で利用するだけでな

く，家庭での子どもの個人学習での利用も想

定している点が，重要な特徴である。

デジタル時代の教育放送サービスをめぐる一考察

NHK放送文化研究所年報2009│231

イギリスの学校教育・試験のしくみ
（イングランド）

＜初等教育＞ KS1：１～２年生（５～７歳），
KS2：３～６年生（７～11歳），＜中等教育＞

KS3：７～９年生（11～14歳），KS4：10～11
年生（14～16歳）が義務教育。全国共通カリキ
ュラムでは，キーステージ（KS）ごとに履修内
容や学習到達目標が示され，各ステージ終了時
に全国テストが設けられ，義務教育最終段階で
実施されるのが，GCSEと呼ばれる中等教育修
了資格試験である。

16歳以降は，高等教育進学の準備として中等
教育を続ける場合と，職業に就くことを目指し
た継続教育を受ける場合とに分かれる。
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BBCデジタルカリキュラム：BBC Jam

1990年代末からたびたび話題となってきた

「BBCデジタルカリキュラム」は，政府の発

案による企画で，義務教育（５～16歳）対

応カリキュラムのすべての科目をカバーす

る，双方向デジタルコンテンツ教材を制作し

て，無料で提供するというものである。“放

送番組とは連動しない，オンライン上のデジ

タルカリキュラム教材”であり，BBCにとっ

ては，全く新しい形の学校教育サービスであ

った。最終的には，BBCがすでに開発を進め

ていたBitesizeシリーズとも統合して，新し

い時代のBBC学校教育向けサービスとして

の完成を目指すはずのものであった。

2000年に，BBC教育サービスの新規計画と

して発表された後，2002年５月に，BBCが政

府に計画を提出し，2003年１月に政府の承認

を得て，本格的な開発が始まった。予想され

る民業圧迫非難の回避の意味も含めて，教材

制作には，一定の要件を満たした多くの民間

制作会社の参加も，あらかじめ決められてい

た。

「BBCデジタルカリキュラム」と呼ばれて

きたこの大規模な，５～16歳対象の無料オ

ンライン教育サービスは，2006年１月，BBC

Jamという名称でスタートした。６教科のサ

ービスで始まり，2008年９月までに，順次対

応教科を増やしていく計画であった。最新テ

クノロジーを生かして，映像，ゲーム，音声，

アニメーションを，斬新な方法で組み合わせ

て，子どもたちが自分に適したペースや興味

関心で，インターネット上で双方向学習でき

る点に特徴があり，学校だけでなく家庭での

学習にも有益というものである。

ところが，BBC Jamがスタート後，同様の

サービスを提供する民間事業者が強い反発を

示し，EU域内の市場における競争問題を所管

する欧州委員会に提訴する事態が生じ，2007

年１月からBBC監督機関となったBBCトラ

ストは，BBC Jamのサービスが不当な民業圧

迫に該当するかどうかの検証を行うとして，

2007年３月，サービスの一時中止に至った。

BBC Jamは，BBCがかつてない大規模な

新規の教育サービスとして開始したもので，

現在の特許状で規定されている公共的目的の

ひとつ「教育と学習の促進」の達成の重要な

内容として位置づけてきたものだけに，わず
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BBC学校放送の現況（2008／09）
テレビ：初等教育の番組は，週４日（火曜～金

曜）午前11：00～12：00，中等教育の番組は，
週４日（火曜～金曜）早朝４：00～６：00，い
ずれもBBC２で放送（2007年度までは，子ど
も 向 け デ ジ タ ル チ ャ ン ネ ル C B B C で も
ClassTVとして放送されていた）。

ラジオ：週４日（火曜～金曜）早朝3：00～4：00
に，Radio 4 Digitalチャンネルで，初等教育向
け番組が放送。自らの録音，録音済みCDの
購入，本放送後７日間アクセス可能なインタ
ーネットの“audio on demand”などの方法で
利用可能。2008／9年度から，一学期分すべ
てのラジオ番組を一括収めたDVDの購入も可
能となった（ラジオ・音声教材のウエイトが
今日でも大きい様子がうかがえる）。

オンライン：BBC Schools : Learning resources

for home and school（児童生徒向け，教師向
け，保護者向け）。学年別，教科･テーマ別検
索で，該当する放送番組や関連教材にアクセ
スすることができる他，子ども向けには学校
生活やストレスへの対処をめぐる話題を取り
上げるコーナー，教師向けには，BBCが実施
中の教育･学習キャンペーンやイベントの紹介
など，親向けには，子どもの家庭学習をどう
助けるかなどの情報やアイデアなどが提供さ
れている。

（http：//www.bbc.co.uk/schools/）
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か１年で姿を消す結果になったことは，公共

放送BBCの教育サービスにとって極めて深

刻な問題といえる。５年間の開発費として受

信料１億5,000万ポンドをかけ，教材として

の評価も高かっただけに，BBCとしてこの教

育サービスを守り通す立場を貫くという判断

ではなく，提訴された段階で，BBC Jamのサ

ービスを中止したBBCトラストの判断に対す

る反発の声も強い。

2008年7月シェフィールドで開催された「子

どもとメディア会議」のあるセッションでは，

BBC Jamのコンテンツとして開発された教材

が披露され，子どもや教師，親が優れた教材

を利用できなくなってしまった問題も大いに

議論された。

BBC Jamをめぐる一連の問題は，公共放送

が新しいサービスに進出するにあたっての難

しい課題を提起する結果となっている。BBC

Jamについては再開の方向での検討は進展し

ていない。

ブロードバンド映像クリップ・ライブラリー

BBC Jamが行き詰まりをみせた後，BBCが

オンラインを活用した学校教育向けサービス

としてBitesizeと並んで力を注いでいるのは，

Learning Zone Broadband：Clips in the

Classroomである。BBCでは，これまで，

Learning Zoneと呼ばれる早朝時間帯に，録画

利用向けの教育番組を多数放送してきたが，

これらの番組の一部を，教室利用向けの検索

機能に優れた動画教材としてブロードバンド

配信するというもので，2000年代に入る直前

から実験的試みが始まっていたものである。

１～４分にクリップ化された各教材は，カリ

キュラムに基づいて大分類され（初等教育，

中等教育，カレッジ），さらに教科，トピック，

学年や，キーワード，カリキュラム参照番号

による詳細な検索も可能で，インターネット

を通して無料でアクセス可能なものである。

すでに2,000を超えるクリップが提供されてお

り，さらに1,000を超えるクリップも提供可能

な準備が整っているという（2008年10月現在）。

クリップに関するあらゆる情報（出典，著作

権の詳細，再生時間など）を蓄積できるしくみに

なっている。また，各分野の専門教師によっ

て作成されるクリップに関する解説や授業で

の利用法，キーワードなどが含まれたメタデ

ータも提供されている。ひとつのクリップに

多数のメタデータを与えることができるた

め，もとの番組では地質の学習用に制作され

た火山の映像を，国語の教師が，子どもの想

像力を刺激するねらいで提示して，文章を書

かせるといったことも可能である。新しい使

い方をした教師がその情報を付け加えていく

という“User Generated Contents”の考え方

にたって，映像クリップの教材としての価値

を高め，利用を拡大させることを重視してい

るという。

（3）学校・子ども参加型教育サービスの

増加

2000年以降のBBCの学校教育向けサービス

では，BBCのもつ豊富な資源と経験を活かし

た，様々な学校・子ども参加型の教育イベン

トの登場も注目される。

21世紀の教室（21CC）

BBCでは，2002年秋，子どもたちや教師が，

最先端技術に触れ，創造性を高めるための

「21世紀の教室（21CC）」と呼ばれるスペー

デジタル時代の教育放送サービスをめぐる一考察
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スをロンドンのBBC内に開設した。ストッ

プモーションアニメ，フラッシュアニメ，1

分ビデオ制作，ポッドキャスティング，デジ

タル音楽作曲を試みたり，写真加工ソフトの

使用法，クロマキーやAR（拡張現実）につ

いて学ぶことも可能である。年間約8,000人の

子どもと教師が，21CCの体験型ワークショッ

プに参加している。子どもたちに幅広い学習

の機会を提供するだけでなく，教師に対して

も，新しいテクノロジーを活用して教えるこ

とに対する自信を与えることに貢献している

という。

「想像・探求・創造・学習」をモットーと

する 21CCプロジェクトは，グラスゴーの

BBCでも開催されているが，すべての学校や

子どもたちにとって参加可能なプロジェクト

とはいえない。そうした状況への対応も含め

て，オンラインを活用した様々な参加体験型

学習機会の提供も，近年活発に行われている。

CBBC me and my movie

BBCの教育部門と子ども番組部門の共同開

発で2007年に登場したCBBC me and my

movieというプロジェクトでは，7～14歳を

対象に，映像作品の制作を体験し，自分自身

のストーリーを人に伝える機会を提供してい

る。プロジェクトのウェブサイトでは，映像

制作のABCを学ぶためのビデオを視聴する

ことができる。Mash Up Roomと呼ばれるペ

ージでは，あらかじめ準備された映像クリッ

プや音声素材を使って，自らの作品の編集を

行うことが可能になっており，完成した作品

は，サイトに投稿して，他の子どもたちと共

有し，評価し合うしくみも設けられている。

映画やテレビなど映像作品の表彰を行う権威

ある機関BAFTA（英国アカデミー）とも連

携しており，優れた子どもの作品を表彰する

など，本格的な催しとして位置づけられてい

る。

学校教育カリキュラムに連動させた教師用

指導ガイダンス（ダウンロード可能なパンフレッ

ト）が準備されており，授業の一環として活

用できるようになっている。また，夏休みに

は全国各地で，子ども向けのワークショップ

も開催されるなど，インターネットだけに閉

じこもらない工夫も行われている。

BBCニュース・スクール・リポート

2006年秋には，BBC News School Report

というプロジェクトも始まっている。11～14

歳の子どもたちに，様々なメディアを利用し

てニュース制作を体験させ，インターネット

やテレビ，ラジオで発表の機会を提供すると

いうものである。毎年３月に，「全国ニュー

スの日」を設定しており，この日は終日，プ

ロジェクトのサイト（bbc.co.uk/schoolreport）

は，インターネットTVチャンネルとなり，

全国の学校の子どもたちのリポートの成果が

紹介される。２年目となる2008年は，250を

超える全国の学校から１万人以上の生徒が参

加した。

このプロジェクトも，記念行事的な体験イ

ベントではなく，ニュース・リポートの体験

を通して子どもたちに世界のニュースに関心

をもたせ，批判的思考力や，調査，コミュニ

ケーション，チームワークなど様々な能力を

身につけさせるという観点から，BBCが学校

教育の内容を支援しようというものである。

ウェブサイトには，国語，ICT，公民（市

民教育）などの授業での利用を想定して，授
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業用レッスンプラン，BBCの様々なニュース

を担当しているプロたちによるコメントやア

ドバイス（動画），各種ニュース番組へのリ

ンク集など，豊富な教材が提供されており，

本格的なニュース学習を支援するものとなっ

ている。

2008年度，BBCは新たに７～11歳対象の詩

の朗読コンテストOff By Heartを企画して，

全国の小学校に参加を呼びかけているが，こ

こでも，教育・学習プロセスを重視している。

著名人による朗読の映像を含め，授業で利用

可能な教材をウェブサイトで提供したり，全

国各地でワークショップを実施したりという

形で，学校教育を支援している。

子どもたちには，公の場で発表するという

参加目標を与え，そのプロセスとして重要な

役割を果たす学校の授業を支援するため，

BBCとして可能な映像・音声・文字情報資

源，さらに人的資源を提供するという形で，

様々なテーマの教育サービスに対応してい

く。BBCが学校向けに提供する新しい教育サ

ービスの特徴として注目される。

（4）BBC子ども向け番組･ウェブサイトに

みる教育的意味合い

２つの子ども向け専門チャンネルの登場

BBCでは，教育部門とは別に，子ども番組

部門で家庭視聴向けの多様な番組を制作して

きたが，ここでも，デジタル時代へ向けて，

子どもの参加や双方向性を意識した番組の開

発や，インターネットの活用を探る試みが進

められてきた。前述のとおり，教育部門でも，

授業中だけでなく，子どもが自ら学ぶことを

支援する家庭学習を視野に入れた教育サービ

スを目指すようになっていたことから，両者

の経験を交流させつつ，子ども向けの総合的

なサービスを目指すようになってきた。

そうした状況の中，2002年２月，BBCは，

幼児向けと小学生向け２系統のデジタルチャ

ンネルCBeebiesとCBBCをスタートさせ，

同時にそれぞれのウェブサイトも開始した。

BBCは，このタイミングで，テレビ，ラジオ，

インターネット，すべてのプラットフォーム

を活用して，子どもの積極的な遊び，創造性

や想像力，表現力を育むという方針を明示し

ている。新たに登場したインターネットの世

界については，2004年の将来ビジョンでも掲

げた「メディア・リテラシーの育成とネット

上の安全における先導的な役割」の使命を果

たす立場から，BBCが構築する安全な環境の

中で，子どもたちが，コミュニケーションを

図ったり，BBCのリソースを使って新しいこ

とを試みたり（CBBC me and my movieなど），

様々なスキルを学ぶことができるようになる

ことを目指している。大学と連携して，子ど

もにとってのバーチャル世界の意義を検証す

る研究なども進めながら，CBBCのウェブサ

イトに，新しい試みを登場させている13）。

また，BBC以外のあらゆるサイトに子ども

がアクセスする可能性も想定して，インター

ネットとの関わりかたの基本的知識やルール

を，アニメのストーリーやクイズでわかり易

く紹介したり，親向けに注意喚起の情報を提

供することにも力を入れてきた。

デジタル時代の教育放送サービスをめぐる一考察
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BBC子ども向けデジタルチャンネルの概況
◆CBeebies：６歳までの幼児とその親向け
モットー：「遊びを通して学ぶ」
放送：デジタルチャンネルCBeebiesでのテレビ

番組の放送は6：00～19：00。番組の多くは，
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Newsroundにみる教育的要素の拡大

ウェブサイトの進展は，長寿番組にも大き

な変化をもたらした。Newsroundは，1972

年に始まったBBCの人気子ども向けニュー

ス番組だが，2002年のデジタルチャンネル

CBBC開始で，放送頻度が増え，内容も拡大

し，さらに番組ウェブサイトの充実によって，

教育的意味合いも拡大した。文字情報だけで

なく，映像・音声を含めたニュース情報が，

2001年10月から蓄積されており，政治，外交

問題から，テレビや映画まで，多様な情報の

入手が可能となり，BBCの大人向けニュー

スをはじめ多岐にわたるリンクを通じて，子

どもたちの世界を広げる工夫も行われてい

る。

番組はもともと家庭視聴向けであったが，

ウェブサイトを通して，授業で利用し易い教

師向け情報と教材の提供も行われ，学校教育

の場での貴重な情報源としても役立てられる

ようになった。

また，2002年秋から，全国共通カリキュラ

ムに組み込まれた「公民」という教科で「社

会におけるメディア」を取り上げていること

や，社会全体が，メディア・リテラシー教育

を重視する傾向がある中，Newsroundでは，

ニュースの意味や制作背景に関する情報，子

ども自身が取材・発表を行うための教材や発

表の場の提供など，メディア学習の支援とい

う面での，教育的サービスも拡大している。

（5）課題対応の教材開発とインフォーマ

ル学習の促進：10代向けの新しいサ

ービス

一般向け番組の教材化

イギリスではティーンエイジャーの妊娠率
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幼児教育のカリキュラムを意識して作られて
おり，学校教育部門が制作担当してきた番組
も多い。2007年からは，BBC Radio 7で，
CBeebiesブランドのラジオ番組（お話，クイ
ズ，音楽）の放送も始まった（14：00～17：00）。
ポッドキャスト，オンラインでも聴取可能。

オンライン：当初は親向けの番組情報提供の要
素が強かった。現在では，番組視聴を発展さ
せて幼児の遊びや活動を豊かにするねらいで
開発された，発達段階に合わせた教育ゲーム
等のコンテンツが増加しており，有効な活用
方法を紹介する親・保育者向け情報の充実が
めざましい。

◆CBBC：６～12歳向け
モットー：「楽しみながら学ぶ」に加えて，最

近は「参加して学ぶ」ことも強調されている。
テレビ：デジタルチャンネルCBBCでの番組放

送は7：00～19：00。ドラマ，エンターテイン
メント，コメディ，アニメ，ニュース，事実
番組など多様な番組が提供されている。2008
年初めまでは，学校放送番組の一部再放送番
組も放送されていた。

オンライン：BBC自身が構築した安全なネット
環境内で，子どもたちが情報収集，ゲーム，
コミュニティー参加，映像制作など，幅広い
観点から学習体験できるようにすることを目
指している。2007年秋のリニューアル以来，
各番組へのポータルサイトというより，マル
チ・プラットフォーム・コンテンツの提供と
いう考え方がさらに強化された。Bitesizeはじ
め，学校教育の内容に関する学習サイトへの
リンクも拡大しており，学校以外の場で「子
どもが自ら学ぶ」ことを支援する傾向が強ま
っている。

＊CBeebies,CBBCの番組は，iPlayerによるオン
デマンド視聴も可能。番組すべてがデジタル
チャンネルに移行されたのではなく，BBC1，
BBC2での放送も続いている。

＊CBeebies，CBBCいずれのサイトでも，BBC
Schools（学校教育関連ポータルサイト）や，
BBC Parenting（子育てサイト），個別の番組
やプロジェクトなど，BBC内の様々なウェブ
サイトとリンクされている。
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がヨーロッパで最も高く，親になる準備がな

いまま問題を抱える例が多いことが深刻な問

題になっている。この点に着目したBBCで

は，実際にティーンエイジャーが子育てを体

験するという設定の番組Baby Borrowers を，

若者を主な視聴者層とするBBC3で放送した

（2007年）。BBC教育部門では，この番組を学

校で活用する可能性について，全国各地でワ

ークショップ形式の事前調査をした上で，番

組を再編集したDVD（20分×４）と教師向け

利用ガイドを組み合わせた教材パッケージを

制作した（利用ガイドは番組サイトからダウンロ

ードも可能）。全国の３分の１を超える中等学

校がこの教材の入手を希望するなど，大きな

反響があった。当初から学校向け放送として

放送したものではなく，社会の課題として取

り上げた番組企画を，教育現場のニーズに合

わせて教材化するという新しいタイプの教育

サービスとして注目される。

インフォーマルな学習：BBC ブラースト

もうひとつの新しいタイプの教育サービ

ス，13～19歳を対象とするBBC Blastは，

2000年代初めから，BBC教育部門が徐々に拡

大してきたプロジェクトである（Blastは「爆

発」「大満足」などの意味）。ドキュメンタリー

やアニメなどの映像作品，音楽，ダンス，小

説・エッセイ・詩，ファッションなど，ティ

ーンたちが，自分の得意な分野で表現力，創

造性を高め，自分に自信をもつことを目的と

している。

Blastのウェブサイトを通して，参考情報

を集めたり，ビデオ指導コーナーでプロのア

ドバイスを得たり，創作仲間を見つけてアイ

デア交換をしたり，投稿した作品を評価しあ

うことも可能である。対象者の年齢層を考慮

して，サイトには携帯からもアクセスし易い

環境が設けられている。

Blastのサイトには，VJMasherと呼ばれる，

音楽に合わせて映像を編集できるオンライン

ツールがあるが，これはサイトの利用者たち

が関わり合いながら創り上げた成果である。

このように，Blastでは，利用者が創り出す

コンテンツ（User Generated Contents）をさらに

高度なレベルに導くことで，利用者の興味を

惹きつけ，さらに学習への参加感を高めるこ

とに成功している。

様々なジャンルの若者たちの作品は，イン

ターネット上だけでなく，全国放送されるテ

レビ番組や，2006年に始まった，全国各地で

開催されるブラースト・ツアーと呼ばれるイ

ベントの会場など，随所に発表の場が設けら

れている。ツアーには，ブラースト・トラッ

クと呼ばれる大型車が同行するが，このトラ

ックには，移動型e-ラーニングスタジオやデ

ジタルワークスペース，TV／オーディオス

タジオ，コントロールルームが完備しており，

デジタル時代の教育放送サービスをめぐる一考察
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BBC Blast イベント風景

（BBC Blast提供）
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実演・展示スペースも設けられている。ツア

ーでは，地元の人材の協力を得て，多様なテ

ーマでワークショップや体験コーナー，マス

タークラスが開催され，地域でも注目される

教育イベントに成長している（2007年度のツア

ー実績：15万人が参加，500を超えるワークショッ

プが開催）。

ブラーストは，学校を介した教育イベント

ではなく，10代の子どもたちが自分の興味と

意思で参加するインフォーマルな学習の機会

だが，イベントの企画者は，ワークショップ

が，学習という本来の目的から外れていない

ことを確認する検証も行っているという。

ブラーストの全国ツアーは大盛況を収めて

おり，その詳細はウェブサイトにも紹介され

ているが，その背景には，アート・カウンシ

ル，英国映画協会（BFI），ロイヤル・アルバ

ート・ホール，スコティッシュ・ナショナル・

バレエはじめ数多くの全国・地域の専門組織

との連携関係が存在している。

最近のBBCの教育・学習サービスは，一

方では，学校教育カリキュラムや全国共通試

験に対応するオンライン中心の公教育向けサ

ービスを提供しつつ，他方では，Blastに代

表されるような創造性・表現力育成の支援と

なるインフォーマルな学習の場をオンライン

や放送の他，各地開催のイベントも組み合わ

せて創り出すなど，多面的な展開をみせてい

る。

３　BBC成人向け学習サービスの変化

（1）多様化する成人学習の内容と方法

変化の速い時代には，学校教育修了後も，

絶えず学習のニーズは拡大する。BBC Learning

のウェブサイトにアクセスすると，基本スキ

ルとしての言語習得，技術習得，外国語学習，

メディア学習，消費者問題，科学，自然・環

境問題，健康，育児・子どもの教育，芸術，

ガーデニング……実に多岐にわたるテーマを

“学習”ととらえていることがわかる。

90年代半ば以降，BBCは，既存の「成人向

け教育番組」の枠にとらわれず，優れたドキ

ュメンタリー，時事番組，歴史番組，科学番

238

Hull での実験プロジェクト
BBCは，2001年からイングランド北部の小都

市HullでIPTV実験に参加していた。BBC教育
部門は，双方向テレビのVOD実験用としてコン

テンツの提供を要請されていたが，それとは別
に，地域の人たちによるビデオ制作の試みも実
現させていた。「公民」という教科が必修になっ
たことを受けて，この教科に関連するテーマで，
コミュニティーグループと一緒に，学校や市民
学習センターの設備を使ってビデオ制作を行い，
双方向TVシステムを通しての視聴を実現した。
CIZN-Hと名づけられたプロジェクトでは，地域
で絶大な人気を誇る地元ラジオ局のディスクジ
ョッキーをリーダーに起用して，彼の元で，１
年間に22の学校，24の団体，650名もの若者が
参加して，80本を超えるビデオ制作が実現した。

こうした試みは，教師の映像に関する専門能
力の開発や，子どもたちのやる気の向上促進の
役割も果たし，制作した教材を教師が授業で活
用する傾向もみられた。プロジェクトへの参加
が，組織力や，人と協力して作品を作り上げる
ために必要なコミュニケーションスキル，スト
ーリーを理解・構成・表現する力，知的所有権
や著作権の基本的理解の醸成にも役立つことな
ども，研究成果として検出されている14）。

この経験は，BBC Blast など，近年のBBCの
教育サービス展開の中で，「利用者が創り出す学
習コンテンツ」（User Generated Content for
Learning）「利用者（学習者）生成型の学習」と
いうアイデアを実現させるきっかけになってい
るとみることができよう。
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組，芸術・文化番組などを，教育価値のある

ものとして，人々の学習に結びつけていく方

針を押し進めてきた。学習のきっかけとなる

番組は，比較的多くの視聴者がアクセスし易

い時間帯やチャンネルで放送して，人々の興

味関心を引き起こし，そこから，より専門的，

系統的な教育番組やオンライン上の学習へと

導くというものである。また，学習サービス

のすべてをBBCが提供するのではなく，

BBC以外の各種専門機関の情報も提供して，

人々の学習機会を拡げる傾向も近年，さらに

強まっている。

（2）学習促進キャンペーン

BBCでは，人々が必要とするスキル獲得の

ための学習や，関心をもちつつも学習の機会

を見出すことが難しいテーマを積極的に取り

上げたり，まだ人々が気づいていない学習を

呼び起こすねらいなど，多様な観点で学習促

進キャンペーンを繰り広げてきた。心身の健

康，自然環境（“Breathing Places”），学校や

職場におけるいじめ，家庭内暴力（“Hitteing

Home”），読書の促進（“Big Read”），また成

人としての読み書きや数学の基礎的能力育成

（“Read & Write”“ Skillwise”）など，その内

容は多岐にわたる。Read&WriteやSkillwise

のように長期にわたって続けられているキャ

ンペーンもある。

デジタル時代へ向けての学習促進キャンペ

ーンも，長年継続している例である。BBC教

育部門では，1997年から３年間，全国各地の

各種機関と連携して，成人初心者向けに，コ

ンピューター・インターネットへの関心を高

めて，利用を促進する大規模なキャンペーン

を実施した。学校や職場で新しいメディアに

接する機会がない成人を支援する意味合いが

強く，イギリスの教育全体にとっての最重要

課題のひとつを取り上げると同時に，オンラ

インをラジオ，テレビに続く第３のメディア

と位置づけて多様な展開を繰り広げ始めた

BBCにとって，デジタル展開戦略を導くため

にも，重要な教育キャンペーンであった。

初年度の「コンピューターは みつかな

い」キャンペーンは，成人学習週間に合わせ

て，全国の学習センター等の教育機関，ショ

ッピングセンターやパブ，サッカークラブな

ど，人々が気軽に立ち寄る場所を多数確保し

て，コンピューターに触れる機会を提供した

こともあり，20万を超える人々が初めてコン

ピューターに触れ，その4割がその後も何ら

かの学習にかかわったと報告されるなど，実

地体験キャンペーンが大成功を導く結果とな

った。２年目の1998年は，初・中等学校の教

師対象に，教育雇用省等と共同で「コンピュ

ーターは みつかない：教師編」を実施。全

国各地の学習センターでの研修開催やCD-

Rom の配布を通して，「コンピューター利用

の基礎」と「授業におけるICT利用」の学習

を広める機会となった。1999年はさらに一歩

進んで，インターネットの理解と利用促進キ

ャンペーンWebWiseが展開された。BBCに

よるテレビ，ラジオでのキャンペーンスポッ

トの放送，学習そのものに役立つテレビ，ラ

ジオ教育番組の放送，そして全国各地で，イ

ンターネット実地体験セッションも開催され

た。

コンピューターやインターネットの学習

は，その後もComputer Tutor（インターネッ

ト上のビデオによる初心者向け学習），WebWise

（さらに進んだオンライン学習コースで，学習修了証
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明も得られる）などに引き継がれ，BBCのウェ

ブサイトでいつでも学習が可能な状況となっ

ている。

また2000年代に入ると，BBCのローカル

ラジオ局内に開設されたBBCオープン・セ

ンター（第一号は，2000年に北イングランドのブ

ラックバーン）や，移動型スタジオと最新機器

を搭載したBBCマルチメディア・ラーニン

グ・バスによる巡回サービスなどを通して，

さらに具体的な形で，地域の人々に新しいメ

ディアを活用した学習を体験する機会の提供

を続けてきた。

「メディア・リテラシー」の育成については，

2001年に策定されたMedia Literacy Charter

を通して，政府が，放送機関であるBBCや

チャンネル４に，啓蒙活動や人々の学習の促

進に努めること（学校教育，成人向けの一般

的な学習の両面で）を期待してきた経緯もあ

る。この点については，2006年３月発表の放

送白書『すべての人々に公共サービスを：デ

ジタル時代のBBC』でも，改めて強調され

ている15）。

一連の教育キャンペーン活動は，単に新し

いテクノロジーの時代に向けたリテラシーの

育成ではなく，「BBCが，多様な学習内容を

オンラインで提供し，人々は自分の都合のよ

い時間に，自分のペースで学習を進める」と

いう新しい教育・学習サービスのスタイルを

想定したものであった点が注目される。その

典型的な，ブロードバンド時代の学習は，次

に挙げる外国語学習向けサービスに表れてい

る。

（3）語学学習にみるオンライン中心のマ

ルチメディア展開の例

語学番組は，BBC成人学習番組としての長

い歴史をもち，BBC Education Online開設当

初から，新しいテクノロジーを活用した教材

の開発に取り組んできたジャンルである。ブ

ロードバンド時代に入ると，さらに新しい試

みが進められてきたが，その最初の成果は，

2007年，フランス語学習教材として登場して

いる。

Ma Franceは，もともと放送番組が存在し

ているものではなく，24の双方向ビデオで構

成される初級と中級の中間レベルのオンライ

ン教材である。このサイトには，初めて，ブ

ロードバンド用に制作した映像教材が登場し

ている。当初から著作権・契約上の問題をク

リアして，インターネットだけでなく，放送

でもモバイル機器でも映像の使用が可能にな

っている。

映像と双方向コンテンツを融合させて，参

加しながら楽しく学ぶことをねらいとしてお

り，ビデオを見る際には，自分で選択して字

幕（フランス語・英語）を表示/非表示にす

ることが可能である。またウェブ上に準備さ

れているテストで自分の理解力を試したり，

出題された問に対して，複数のビデオストリ

ームから選択して回答するなど，様々な双方

向機能が盛り込まれている。語彙や文法のポ

イントを整理したページや，学習を広げるた

めのリンク集も充実している。より本格的に

学習したい人は，メンバー登録することで，

学習の進 状況を把握できるしくみも設けら

れている。

ポッドキャスティングについては，2007年

に行われたMP3プレーヤーやパソコンへの
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配信実験からも，語学の学習者にとってのニ

ーズの強さが明らかになり，すでに正規のサ

ービスも始まっている。

BBCの提供する語学学習がすべてオンライ

ン学習にシフトしたわけではなく，放送中心

の学習サービスも相変わらず存在している。

これらの番組でも，台本のダウンロードや，

動画付きの練習コーナーなどを含め，学習を

支援する様々な関連教材の提供の充実という

点で，インターネットの果たす役割が一段と

大きくなっている。

語学は，伝統的な成人学習番組のジャンル

であるが，次に，これとは好対照で，近年

BBCが多くの人々の学習のきっかけになる分

野の番組として重視している，大型ドキュメ

ンタリーの教育的展開の例を取り上げる。

（4）大型ドキュメンタリー番組が展開す

る教育価値：Child of Our Timeの例

私たちの現在を創り出しているのは先天的

な素質なのか，後天的な環境なのか。古くて

新しい大テーマに挑戦しようという壮大な計

画のもと，BBCでは，2000年１月前後に誕

生した25人の子どもの成長を20年にわたっ

て追い続ける，Child of Our Timeというドキ

ュメンタリー番組をベースとするプロジェク

トを進めている。子どもの発達をめぐる様々

な課題について，家庭と専門家が連携しなが

ら解決の道筋を探る様子を，BBC1のプライ

ムタイム放送のテレビ番組として紹介し，ウ

ェブサイトでも関連する多様な情報を詳細に

提供している。番組は多くの専門分野の研究

者の協力に支えられているだけではない。視

聴者や小学校の協力を得て調査や実験も行

い，イギリスの子どもや親の実態や意識の分

析等も加えながら，番組やウェブサイトを通

して，視聴者と共に子どもの成長を考えてい

こうという長期的，教育的なアプローチが組

み込まれている。

中核となるドキュメンタリー番組として制

作されるのは，毎年３～４番組程度だが，番

組の共同制作パートナーでもある，オープ

ン・ユニバーシティー（OU）を中心に，具

体的なテーマについての学習機会の提供がき

め細かく行われている。例えば，OUは，専

門家による研究の知見とも連動させて，親向

けに具体的なアドバイスを提供するための学

習キットを開発して視聴者に提供している。

OUは，番組への視聴者の関心の高さに着目

して，2004年には，この番組の内容を教材と

して活用する新しい科目，Understanding

Childrenを登場させた。また，Child of Our

Timeの番組の一部は，学校教育向けのデジ

タル教材BBC Jam（14～16歳向けの「子ど

もの成長」）にも活用された。

これまで８年間に放送された番組の概要や，

関連テーマの参考情報には，BBC Parenting

のサイトからアクセス可能だが，このサイト

を通じて，BBCが放送する，子育てや，子ど

もの成長と家族に関する関連する様々な番組

に関する情報に接することができる（前節で

取り上げたBaby Borrowersなども含まれる）。番組

情報以外にも，子育てをめぐる様々な課題に

役立つ情報やアドバイスの提供やクイズ形式

の学習コーナー，利用者間での情報・アイデ

ア交流の場としてのメッセージボードなども

設けられ，随時学習を続けられるようになっ

ている16）。

デジタル時代の教育放送サービスをめぐる一考察

NHK放送文化研究所年報2009│241

*p211-268_デジタル時代の  09.1.19  3:06 PM  ページ241



（5）モバイル活用を試みる教育イベント

BBCの教育サービスでは，オンライン双方

向時代を迎えるはるか昔，ラジオの時代から，

学習者が積極的に関わることを重視してき

た。補助教材の充実だけでなく，番組に関連

するライブ・イベントの実施にも力を入れて

きたが，2000年代に入って，この分野にモバ

イルを取り入れる実験的試み（とくに屋外での

学習・教育サービスの可能性を探る観点から）も進

められている。例えば，歴史ドキュメンタリ

ー番組Battlefield Britainとモバイルを組み合

わせた実験では，実際の歴史の舞台となった

場所で，モバイル機器を通して史実の詳細情

報を呼び出したり，番組の映像に触れること

を可能にすることを試みている。歴史上の出

来事が起こったまさにその場所で，当時の場

面が再現されるという体験は，成人にとって

も，新しい形で学習モチベーションを高める

ことにつながるのではないかという発想に立

つものである。

その他，島国英国の発展にとって大きな役

割を果たしてきた海岸線をめぐる歴史・地

理・政治・貿易に関する情報を提供する番組

Coastシリーズでも，モバイル実験が行われ

た。実際に海岸線を散策しながら，“BBC

Coast”という標識のある場所で，指示に従

ってカメラ付き携帯を操作すると，その場所

に関連する番組の映像や地図を見たり，音声

ガイドツアーを聞くことが可能というもの

で，番組のウェブサイトでも，視聴者に広く

参加を呼びかけたものであった。

この種のサービスの本格的な実施について

は，無料・有料化の問題など検討事項が残さ

れているが，様々な場所に固有の膨大な資料

を持ち合わせているBBCが，その財産を，

どのような形で有効に人々の学習に活かせる

かを探る試みとして注目されるものである。

成人，子どもに限定することなく，あるいは

家族そろった場での学習という，様々な局面

での活用が可能なものともいえよう。

４　チャンネル４の学校教育サービス

にみる２つの方向

（1）チャンネル４学校放送の独自性

本章冒頭で触れたとおり，イギリスのテレ

ビ学校放送は，BBCと商業テレビ（ITV）で

同年に始まり（1957年），両者が刺激を与え

つつ発展してきたというユニークな経緯があ

る。そこで，BBC以外の放送機関の動向につ

いても，ごく簡単に取り上げることとする。

商業テレビの学校放送は，長年ITVで行わ

れてきたが，1987年には「ITV Schools」の

名称のままチャンネル４＊での放送となり，

1993年からは，名称も「Channel 4 Schools」

に変わり，完全にチャンネル４（C4）へ移行

された。このタイミングで，思い切った番組

の改廃とマルチメディア展開がスタートした

とみることができる。

＊チャンネル４は，1982年発足の非営利法人が運営

する公共サービス放送局で，番組の調達・編成機

関として設立されており，番組の自社制作は行わ

ない。C4学校放送番組は，関連会社のチャンネル

４ラーニング（1993年設立）や，その他の制作会

社に委託して調達し，放送するしくみになってい

る。チャンネル４ラーニングは，教師向けや児童

生徒向けガイドブックや学習ガイド，ビデオ，オ

ーディオ教材，CD-Rom，DVDなどの各種関連教

材の販売と，オンライン・サービスの提供も担当

している。

1990年代のチャンネル４では，７～14歳
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向け歴史番組，11～14歳向け科学番組，14

～17歳向け文学番組など，それまでの実績

の高い番組の制作続行を決定する一方で，こ

れまでにない新しい発想の番組をスタートさ

せた。薬物・暴力・性など社会問題を取り上

げ，ディスカッションを促す13～19歳向け

の問題提起シリーズOff Limits（人間関係・社会

問題分野の学習に対応）や，人形アニメの幼児

向け科学シリーズFourways Farm（オランダの

学校放送専門局との共同制作）は，いずれも90

年代半ば「日本賞」コンクールでも高い評価

を得ている。

また，今でこそ，学校教育にニュース番組

を取り込むことは珍しくないが，1994年に，

ニュース専門商業テレビITNのニュース素材

を活用し，著名なキャスターをプレゼンター

に起用して，学校放送として，９～13歳向

けニュース・時事問題番組First Editionをス

タートさせていた点も注目される。

（2）オンライン・サービスの展開

商業テレビの学校放送でも，BBC同様，80

年代から，番組関連教材としてのパソコン教

材やデータベースの開発など，新しいテクノ

ロジーへの対応には積極的であった。BBCで

学校放送番組の制作を経験した後，C4で学

校放送部門の統括責任者となったアッシュッ

トン氏 17）は，新しい時代に向けたマルチメ

ディア展開，デジタル展開に意欲的な考えを

もっており，1993年のC4Schools発足のタイ

ミングに合わせて最初のCD-Rom教材（中等

教育の生物番組対応）を登場させている。

1995年度にはC4学校放送のオンライン・

サービスも開始して，様々な教育サービスを

展開した。第一に，学校放送番組の視聴でモ

チベーションを高めた生徒が自ら学習を発展

させるための情報提供を大幅に増加させた。

Net Notesと呼ばれる教師向けサービスでは，

番組内容の詳細，背景情報や関連ウェブサイ

トの紹介などが，随時更新して提供されるよ

うになった（サービスには無料のものと有料のも

のがあった）。また，教師たちのチームが，子

どもたちからの質問に答えて，自学自習の手

助けを行うという試み（Homework High）な

ども登場した。

焦点の当て方には違いがあるものの，イン

ターネットを活用した教育サービスにおいて

も，C４とBBCは互いに刺激を与えつつ，学

校向けサービスの展開を行ってきた。

（3）C4教育コンテンツの新たな展開：他

機関との連携拡大

2000年以降も，C4は，相変わらず「放送

法」により，年間330時間以上の学校教育向

け番組の放送を義務付けられてきたが，その

内実は大きく変化している。まず，内容面で

は，中等教育（14～19歳）重視の傾向が顕著

となり，2004年度からは，午前中の放送時間

帯（9：30～12：00）には中等教育向け番組が集

中的に放送され，初等教育向け番組は早朝の

時間帯（4：00～6：00）の放送となった。（BBC

の学校向けサービスが初等教育番組を通常の放送時

間帯に行い，中等教育番組を早朝時間帯に移行した

のとは，対照的な対応である。両者は，長年様々な

点ですみわけを行ってきた経緯もある。）

そして2000年代半ばになると，C4のサー

ビスをより効果的に学校に提供するには，オ

ンライン，CD-Rom，映像クリップ，双方向

コンテンツなど，あらゆるプラットフォーム

を活用する展開が重要との判断から，新番組
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の制作を減らして，その予算やパワーを他の

メディア展開へ注ぐという戦略の転換が行わ

れた。

その結果のひとつとして，2007年10月に

は，中等教育（14～19歳向け）の主要科目を網

羅する 2,000以上の映像クリップを備えた，

有料のデジタルビデオライブラリーClipbank

が登場した。発足以来14年間，C4の学校放

送番組として放送されてきた800時間分の映

像を活用して，チャンネル４ラーニングが制

作したもので，90年代の数々の学校放送番組

の映像にも再会することができる。

チャンネル４ラーニングは，同年4月，イ

ギリスの学校教育向けデジタル教材制作・配

信のリーダー的存在であるエスプレッソ・エ

デュケーション社の傘下に入った。これによ

って，エスプレッソ社が10年間かけて築い

てきた全国の１万を超える学校とのネットワ

ークを通して，Clipbankや，DVDやCD-Rom

を含むその他のC4の各種教材の流通が広ま

ることが期待されている。C4という放送機

関から離れた場を通してのサービス展開への

移行とみることができる。

（4）メディア・リテラシー育成に積極的

なC4：What’s This Channel 4 ?

放送と通信に関する独立行政機関Ofcomの

任務のひとつとして「メディア・リテラシー

の育成」が位置づけられたこともあって，近

年イギリスの放送機関におけるメディア・リ

テラシー教育促進への取り組みは，活発にな

っている。

C4では1990年代から，学校教育番組が積

極的にこのテーマを取り上げてきたが，2000

年代に入ると，放送だけでなく新しいメディ

ア環境を活用したユニークな教材を開発して

いる。2003年11月，C4の中等教育向けのメ

ディア学習向け番組（20分×3本）とそれに

連動するウェブサイトとして登場したWhat’s

This Channel 4 ?である。

テレビ局の仕事紹介という形で，会長以下，

様々な業務を担当する職員が，番組や映像ク

リップに登場して解説を行う。例えば，放送

前の番組内容のチェックはどのような観点

で，どのように行われているかといったこと

が具体例で紹介され，さらに放送番組の内容

を規制監督する外部機関についての説明など

も加えられている。また，視聴者がC4の番

組をどのように受け止めているかを質的な側

面から調べるグループインタビュー調査につ

いても，人気番組Big Brotherの事例を用いて
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エスプレッソ・エデュケーション
1997年，元BBCの子ども番組制作者が技術の

専門家とともに，学校教育専門の映像制作会社
として始めたエスプレッソ社は，10年間で目覚
ましい成長を遂げた。初等・中等教育のカリキ
ュラムに対応する教育コンテンツの制作とイン
ターネットによる学校への有料配信を行ってい
る。1万を超える初等学校（全体の55％）が契
約を結ぶサービスとなっている。

もともと初等教育を中心に事業展開してきた
が，チャンネル４ラーニングとの提携で，中等
教育の分野にも大きく進出することになる。頻
繁なコンテンツの更新と学校への周知，教育ニ
ュース情報の提供，デジタルコンテンツの効果
的な活用法の指導・研修など，利用者である学
校へのきめ細かいサービスを重視しながら，利
用学校契約数の増加に努めている。2008年に入
って，ティーチャーズTV（後述）との提携関係
を築くなど，さらなる展開へ向けての動きがあ
わただしい。

BBCのデジタルカリキュラム，BBC Jamに対
して，民業圧迫にあたるという立場を示す機関
でもある。
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紹介する，といった具合である。

学校での利用に向けて教師用ガイドも準備

されているが，広く一般成人がテレビ局につ

いて学ぶ目的で活用することができる学習サ

イトにもなっている。

2007年度，C4は学校教育サービスの重要

課題として，メディア・リテラシーに着目し

たが，What’s This Channel 4 ?のウェブサイ

トも，新たな動画情報や，学習理解確認のた

めのクイズなどを加えて，さらに充実したオ

ンライン学習の場となっている。

また，2007年度新番組として登場した中

等教育向けテレビ番組（14～19歳向け）に

は，次のような興味深い番組と豊富な関連情

報を提供するウェブサイトが登場している。

■TV is Dead? デジタル化が進展する中で

テレビ界が直面している様々な課題を探る5

番組シリーズ。テレビ界はどのような変化に

晒されているのか，テレビ局はなぜティーン

エイジャーにアプローチしようとするのか，

新しいテクノロジーは視聴者のテレビへの関

わりを増やしているのかどうか等，今日的ト

ピックに焦点を当てて，BBCなど他の放送機

関や，制作会社への取材も含めて課題を提示

し，議論を呼びかけている。

■Get Me the Producer! 社会人中心の12人

のメンバーが，テレビ会社でプロデューサー

として働く契約を勝ち取るべく競い合うとい

う設定で，テレビ制作とは何かを紹介する6

番組シリーズ。リーダーの責任，チームメン

バーとしての役割，決断力，プレッシャーと

の戦い，などの内容が取り上げられている。

ダイク元BBC会長の出演でも話題になった

番組である。

その他にも，C4では，自らのニュース部

門や商業テレビのニュース専門会社ITNの協

力を得て，2005年から，Breaking the News

というテレビニュース制作体験を含む，14～

19歳向けのニュース学習をサポートするオン

ラインでの学習情報提供を行っている。

（5）10代向けインフォーマル学習プロジ

ェクト

C4の学校向けサービスも，カリキュラム

準拠の教科型番組は，DVD，CD-Rom教材や，

オンラインを通じたデジタルビデオライブラ

リーによるサービスへと姿を変えている。メ

ディア･リテラシー以外の内容で，今後14～

19歳向けの番組として新たに制作が予定され

ているのは，楽しく役に立つインフォーマル

な学習番組で，とくに学校教育修了以降の生

活，職業，政治への関わりなどをテーマに，

ティーンエイジャー自身が番組の中身や進行

に深く関わりをもつことが重視されるとい

う18）。

C4では，放送だけでなくあらゆる手段を

活用する“cross platform education project”

と位置づけて，一連の番組やウェブサイトの

開発を始めたところである。例えば，2008年

に始まったYear Dotでは，オリンピック選手

を目指す若者，最年少女性議員を目指す人な

ど，様々な目標を掲げている15人（16～20歳）

の様子を，視聴者たちが番組サイトのブログ

や映像ライブラリーで追いながら，それぞれ

のメンバーの目的達成を助けていこうという

ものである。ソーシャル・ネットワーキング

がどこまで15人の目標達成に役立つかを探

る試みでもある。これまでとは大きく異なる

新しいタイプの「学習番組＋ウェブサイト」

デジタル時代の教育放送サービスをめぐる一考察
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（これまで学校教育番組が放送されてきた午前中の時

間帯で放送）がどのような評価を受けるかにつ

いては，しばらく時間を要すると思われる。

５　ティーチャーズＴＶにみる教育サー

ビスの新たな方向

（1）世界初の教育関係者専門チャンネル

NHKやBBCも含めて，これまで学校向け

放送に携わってきた各国の放送機関では，近

年，インターネット利用も含めて，教師向け

サービスに力を入れている。こうした中，

2005年２月にスタートした，24時間デジタル

テレビ放送とウェブサイトによる学校教育関

係者向け専門サービスのTeachers TV（TTV）

は，世界初の試みとして，その動向が注目さ

れる。

TTVは，子どものニーズに応じたきめ細か

い指導ができる教師の育成・研修を中心に，

初等・中等教育に携わるメンバーの専門能力

やプロ意識の向上を図り，教育の質全体を高

めることを目的としている。教育技能省の主

導によるもので，公的資金が導入されている

が，番組・ウェブサイトの制作や編成は政府

から完全に独立した組織が運営するしくみに

なっている。

（2）TTVが提供する番組の特徴

TTVの番組は，ウェブサイトを通して，無

料で，オンデマンド視聴，ダウンロード可能

であり，その数はすでに2,500を超えている。

TTVは，ほとんどすべての番組をオンライン

で放送するサービスをイギリスで最も早く始

めたチャンネルでもある。

番組内容は，大きく３つに分類することが

できる。いずれについてもウェブサイトを通

して，番組に関連する資料や授業プランなど

が詳細に準備されている。

①授業支援，クラス・学校経営支援：TTVの

番組の中核を占めるのは，実際に行われてい

る様々な教科の具体的な授業を取り上げて，

専門家が分析・アドバイスする番組や，モデ

ル授業の紹介，授業で利用できるテレビ番組

やウェブサイト等教材の分析等を取り上げる

番組である。これまでに，2,000校，5,000人

を超える教師と1,600名を超える教育専門家・

アドバイザー・研究者が番組に登場してき

た。

教師たちは，他の教師の授業に高い関心を

もっているものの，実際に授業参観する機会

は極めて限られており，こうした番組の果た

す役割は大きい。経験の浅い教師が，様々な

授業例を視聴して学び，その方法が自分にと

って有効であったかどうかをウェブサイトに

投稿して，他の教師からアドバイスを得たり，

ベテラン教師が，最近の新しい授業法を知る

機会とすることもできる。日本，フィンラン

ドを含む海外の学校の授業を取り上げた番組

も提供されており，国を超えて優れた教授法
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Teachers TVのサービス概況
放送：毎日24時間，365日放送。

デジタル衛星Sky 880,
デジタルケーブルVirgin TV 240 / Tiscali TV 845,
Freeview 88（16：00～18：00）

ウェブサイト：www.teachers.tv 
登録利用者11万人

運営：Education Digital 2 Limited（ドキュメン
タリー制作会社のBrook Lapping/TenAlps Plc
とニュース専門商業テレビ局のITNによるコ
ンソーシアム）が，2008年からの５年間を担
当。最初の3年間は，Brook Lapping，商業テ
レビ，ロンドン大学教育研究所によるコンソ
ーシアム（Education Digital）が担当していた。
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を共有できる点も注目される。

個別の授業とは別に，新任教師向けの授業

設計アドバイス番組，学校経営者が抱える具

体的な課題を取り上げる番組，特別な指導を

要する児童生徒への対応，学校へのICT導

入・活用に関する番組なども提供されてい

る。

②教育界の話題：教育関連ニュースを解説す

る番組や，争点となっている話題を掘り下げ

て討論する番組，学校や教育をテーマにした

ドラマなど，より広範囲の教育関係者や一般

視聴者も視野に入れた番組も放送されてい

る。TTVの運営にITNが参加することになり，

2008年秋には，テレビとウェブサイト双方で，

教育ニュース提供の充実が始まっている。

③児童生徒向け番組（InClassTV）：教師が

授業で利用するための番組も提供されている

（2008年9月現在400を超える番組）。これら

の番組もウェブサイトを通してダウンロード

可能で，学校ではホワイトボードに接続して

大画面で子どもたちに視聴させることもでき

る。

近年，BBCやチャンネル４で学校放送番組

の新規制作が減少してきたこともあって，

TTVでは，この分野にも力を入れ始めている。

当初は，チャンネル４やBBCから購入した

学校放送番組の放送が中心であったが，TTV

オリジナル制作を増やしている。また，エス

プレッソ・エデュケーションやチャンネル４

ラーニングとの提携を通して，テレビ・ウェ

ブサイトによる学校向け教材の提供の充実を

図ることも計画されており，今後の展開が大

いに注目されるところである。

（3）高い評価を受けるTTVのサービス

TTV開始当初はどの程度サービスが浸透す

るかを危ぶむ声もあったが，３年経った段階

で，イギリス国内でも，また国際的にも高い

評価を得るまでに発展したといえる。

TTV開始３年目（2006／07）の実績によ

ると，TTVが主要対象者としているイングラ

ンドの学校教育関係者が年間に視聴した番組

数はのべ 940万で，前年の 550万に比べて

70％増，親や教員を目指す学生なども含めた

すべての人が視聴した番組数は2,300万と推

定されている19）。また，イングランドの学校

教育関係者の８割が，デジタルテレビ，ウェ

ブサイトのいずれかの方法でTTVの番組を視

聴していたことなどからも，普及度，浸透度

は評価されている。（TTVが提供する内容は，

広く英国全体や他の国でも有益なものが多い

が，教育カリキュラム準拠という面では，イ

ングランドを対象としている。）

限られた予算の中で質の高い番組の制作や

調達を行うための運営上の工夫や，番組内容

の充実のための教育関連団体や専門家との連

携，視聴者ニーズ把握のための各種調査など

デジタル時代の教育放送サービスをめぐる一考察
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ティーチャーズTVの番組収録風景

（Teachers TV提供）
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を積み重ねてきた成果といえよう。論争を呼

ぶ話題も積極的に取り上げるなど，番組内容

面での政府（教育省）から独立の姿勢を明示

したことも，評価につながったといえる。

ウェブサイトで，随時番組視聴が可能なこ

とは，TTVのサービスの重要な特徴だが，そ

のウェブサイトの検索機能が優れていて，必

要とする番組や情報にアクセスし易いこと，

ウェブ上で教員同士が情報やアイデアを交流

できるコミュニティーが形成されていること，

また，ポッドキャストはじめ新しいコミュニ

ケーション技術の導入に積極的で，視聴者の

多様なニーズに応えようとしていることなど

も，TTVの活性化に貢献してきたといえよう。

TTVは，2007年の「日本賞」コンクールで，

ウェブ部門の最優秀賞を受賞したが，ここで

も，各国の審査委員から，質の高い豊富な内

容が，上記のような様々な工夫により，シン

プルで使い易い形で提供されている点が高く

評価された。

（4）世界のモデルとなり始めたTTV

TTVは，BBCのサービスとは違って，イギ

リス国外でもウェブサイトを通して自由に番

組視聴が可能なこともあって，海外の教育関

係者や放送関係者たちのアクセスも多く，世

界に向けても様々なヒントを提供する結果と

なっている。教育放送サービスで定評のある

フィンランドの公共放送YLEやオランダの教

育番組専門放送機関TELEAC/NOTが，TTV

をモデルにした教師向けサービスの開発を進

めてきた他，ヨーロッパとは異なる公共放送

のもとで教育サービスを実施しているアメリ

カを含む世界各国から，TTVの試みは注目を

集めている。

イギリスの学校教育向けサービスをみる

と，BBCやチャンネル４といった既存の放送

局が，教育カリキュラムに対応するサービス

の中心を，放送からオンラインに大きくシフ

トさせている中，新しく登場したティーチャ

ーズＴＶ（TTV）は，これまでイギリスの学

校教育番組やデジタルコンテンツの制作で実

績ある制作会社，ニュース専門放送局との連

携を拡大しつつ，「テレビ番組」を重視しな

がらウェブサイトを連動させている点が注目

される。TTVは「日本賞」コンクールにおい

て，ウェブサイトだけでなく，テレビ番組で

も，2007年，2008年連続して受賞している

（いずれの番組も，内戦等の困難な状況下で行われて

いる学校教育，教師たちを取り上げた番組であった）。
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フィンランドのティーチャーズTV：Opettaja.tv
フィンランドの公共放送YLEでは，デジタル

チャンネル時代に入って，学校向けサービスは
YLE Teemaという文化･科学･教育専門デジタル
チャンネルで提供されている。YLEでは，イギ
リスのTTVの考え方をモデルにして，2007年，
テレビとオンラインで教師向けサービスを提供
する「Opettaja.tv（フィンランド版TTV）」を，
Teemaのチャンネルの一部として開始した。

午前中は授業で利用する教育番組（これまで
学校放送番組として放送してきたもの），午後は，
授業の質の向上をはじめとする教師の専門能力
を高める目的の番組が放送されている（１日あ
たり２～３時間，週５日放送）。ほとんどの番組
は放送終了後，ウェブサイトでも視聴可能であ
る。ウェブサイトは，それぞれの番組に関連す
る資料を多数提供する他，教師間のディスカッ
ションの場や，教材交換のプラットフォームと
して，重要な役割も果たしている。

クジャーラ（Tapio Kujala） YLE学習科学局長
によれば，テクノロジーの活用も含めた新しい
教育方法を広く教師に普及させる必要もあり，
教師向けサービスの充実は現在最も重要なテー
マであるという。
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教師ひとりひとりに向けて，多様な情報を提

供する中の一部として，授業で用いる児童・

生徒向けの教育番組や映像教材も組み込んで

提供するという展開は，今後のイギリスの学

校教育向けサービスの中で，重要な位置を占

めていく可能性を秘めているものと思われ

る。

1 1990年代教育改革と公共放送の教育

サービス変化の特徴

アメリカの公共放送は，日本やイギリスに

比べて規模が小さいとはいうものの，「教育

的役割」の観点では，国民の期待が日・英以

上に大きい傾向もある 20）。また，個別の教

育サービス事例にも興味深いものがみられ

る。本稿では，そうした観点から，アメリカ

公共放送の例をみてみたい。

（1）アメリカ公共放送の基本的特徴

「1967年公共放送法」の制定に始まるアメ

リカの公共放送は，ようやく40年の歴史を重

ねたところである。商業放送に先立ち，1920

年代に全国ネットワークのもとで公共放送が

始まっていたイギリスや日本とは，大きく状

況が異なる。教育制度を含めた国の成り立ち

同様，アメリカの公共放送は，地域の独自性

の尊重を基本的特徴として，発展してきた。

アメリカ公共放送を取り上げる際，頻繁に

登場するPBS（Pubic Broadcasting Service:

公共放送サービス）は，全米各地に356ある

メンバー局のゆるやかな連合体で，実際に番

組を制作して放送するのは，各メンバー局で

ある。ボストンのWGBH，ニューヨークの

WNET，ワシントンD.C.郊外のWETA，ロサ

ンゼルスの KCET，サンフランシスコの

KQEDなどが，規模も大きく，全国放送され

ることの多い主要番組を制作している代表的

な放送局である。PBS本部は，メンバー局や

プロダクションが制作した番組の調達とメン

バー局への配信を業務としながら，アメリカ

の公共放送全体としての方向性を検討し，ま

とめようとする立場にある。

放送局の運営母体が，地域の財団，大学，

地方・州の自治体，教育委員会などであるこ

とからもわかるとおり，アメリカの公共放送

は，スタート当初から「人々を教育する」こ

とを重要な使命としてきた。この点について

は，2007年に実施された公共テレビ局の現状

に関する調査の結果にも示されているとおり

で，40年経った今日も“各地の公共テレビ局

が，それぞれの地域の教育優先課題に着目し

て，関連機関と戦略的な連携を図りつつ，ま

た新しいテクノロジーの活用も進めながら，

幅広い対象者に向けた教育の提供に取り組み

続けている”ということができる21）。

しかしながら，90年代以降の放送界，教育

界，双方の大規模な変革の中で，各放送局の

取り組みだけでなく，公共放送全体としての

教育サービスの充実を目指す動きも活発にな

っていることから，本章では，その点も含め

た全体の動向を取り上げることとする。
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Ⅲ
アメリカ公共放送にみる
教育サービスの変化：地
域重視とPBS全国政策
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（2）90年代教育改革と公共放送結束へ向け

ての動き

教育改革の特徴

地方主義の伝統，多様性を尊重するアメリ

カでも，1990年代に入ると，国全体の教育水

準向上の必要性から「全国共通の教育目標」

（1990.2.）が設定され，「2000年のアメリカ」

と呼ばれる教育戦略の展開が始まった。目標

には，「すべての子どもが就学時までに学習

に向けての準備を完了できるような環境の整

備（Ready to Learnプロジェクト）」「高校卒

業率の向上」「数学，理科の学力世界一の達

成」「成人の基本的読み書き計算能力や知

識・技術の習得」などが含まれていた。1994

年３月に成立した「目標2000：アメリカ教育

法」には，さらに「教師教育」と「保護者の

教育参加」の２項目が加えられた。これらの

項目は，90年代半ば以降の公共放送の教育サ

ービスの展開にも影響を与えることとなった。

この時期のアメリカは，インターネットを

中心とする通信メディアの教育分野への導入

という面でも，積極的な動きをみせていた。

1994年，ゴア副大統領が「2000年までに全て

の学校や図書館などを大容量コンピュータ

ー・ネットワークで結んで，どこにいても最

良の指導と教材を平等に提供できるようにす

る」という方針を公表して以来，クリントン

政権では，学校教育での通信利用の強化政策

が展開された。1997年5月には，学校や図書

館でのインターネットアクセスの割引料金の

設定E-rate（Education rate）も登場した。

ケーブル界の教育サービス参入

放送界でも注目される変化がみられた。80

年代に急成長したケーブル業界が，教育分野

にも関心を示し，1989年には，CNN，ディ

スカバリー，ラーニング・チャンネルや

Nickelodeonなどの主要メンバーが参加して，

Cable in the Classroom（CIC）という全国

の学校向けサービスを開始した。コマーシャ

ルなしで，学校での録画用著作権処理も済ま

せた番組を無料で提供するというものであっ

た。インターネットの普及に合わせて，番組

情報や教師向けの利用ガイドの提供も，積極

的に展開した。また，ディスカバリーチャン

ネルでは，自らの番組を30秒から５分ぐらい

の長さに短く編集してデジタル・ライブラリ

ー化し，教室からのアクセスを可能にする

VOD実験にも着手して，後にPBS学校向け

サービスとの提携関係にも発展することとな

る（p255）。

公共放送にみる対応の方向性

公共放送の専門分野と自負してきた「教育」

の分野にケーブル業界の参入が始まったこと

も受けて，1991年のPBS年次大会では，「教

育番組の再評価」が決議され，公共放送とし

ての結束や，PBSの総合的な教育サービスの

構築へ向けての検討と対応が始まった。

90年代は，放送番組の充実だけでなく，

CD-Romやインタラクティブ・ディスクなど

の新しい教材の開発と利用促進，教育情報の

提供やネットワークの拡大が始まった時期で

あるが，各局独自の取り組みだけではなく，

州を超えたプロジェクトや，全国規模の試み

も進められるようになっていた。

SERC（Satellite Educational Resource

Consortium）というプロジェクトは，その一

例である。州のテレビ局と教育省の共同事業

で，各州制作の教育番組を，衛星を通して他
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州と交換して活用し合うネットワークを拡大

しようというものであった。専門教師が十分

いない教科（高校の数学や科学，ロシア語や日本

語など）で，質の高い授業を確保するために，

優れた教師による生
なま

の双方向授業を，衛星や

ケーブルを通じて送り届け，生徒たちは電話

やコンピューターで教師に質問できるしくみ

なども設けられていた。

学校へのインターネット普及が進む中，PBS

では，90年代後半，テレビ番組の生放送とイ

ンターネット上でのコミュニケーション，印

刷教材（事前事後学習用）を用いたElectronic

Field Tripsと呼ばれる全国の学校を対象とす

る双方向教育の試みも行っていた（1995年時

点のアメリカの公立小中高校のインターネット接続

率は50％，教室への接続率は９％）。NHKが90年
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年表 3　アメリカにおける放送と教育に関する年表（1990年以降を中心に） 

1967
1968
1968
1969.11
1994.11

1989
1989
1990
1990.２

1991.６
1992

1994.１

1994.３

1994.７
1994.９
1995
1996.２
1996.８

1997.２
1997.５
1998.４
1998.11
1998.12
1999.１

1999.９

1999
1999.12
2000
2000
2000.４　　
2000.４　　

1967年公共放送法制定 
CPB（公共放送協会）発足 
『セサミストリート』制作機関CTW創立 
PBS（公共放送サービス）発足 
『セサミストリート』公共テレビで放送開始 
 
WNETのNTTI（全米教師養成研修）開始 
Cable in the Classroom 開始　　 
「子どもテレビ法」制定，　「テレビ暴力番組規制法」制定 
「2000年のアメリカ：教育戦略」（America 2000/An Education 

Strategy） 
PBS年次大会で「教育番組の再評価」決議　 
“Barney & Friends” 放送開始  
　→ 公共テレビでの幼児向け番組の放送増加へ 
ゴア副大統領「情報スーパーハイウェーに関する政府の基本政策」

発表 
「目標2000：アメリカ教育法」（Goals 2000/Educate America Act）制

定 
Ready to Learn Service on PBS 開始　 
PBS Online スタート 
数学教師向け情報サービス PBS MATHLINE 開始 
「1996年電気通信法」制定 
FCC，商業テレビ局に対して，週3時間の子ども向け教育番組の

放送を義務付けた規則を制定 
クリントン大統領，一般教書演説で,テクノロジカル・リテラシーを強調 
学校等へのインターネット接続のディスカウント E-rateを設定 
“Teletubbies”（BBCの幼児向け番組），公共テレビで放送開始 
10大都市で地上波デジタルテレビ放送開始 
大統領諮問委員会報告書『デジタル放送の将来ビジョン』発表 
幼児向け自然番組“Zoboomahoo”放送・ウェブサイト開始　 
　→ PBS Kids チャンネルで，双方向番組実験へ 
PBS初のデジタルチャンネル PBS Kids Channel サービス開始　 
　→ 2005年以降は，PBS KIDS Sprout へ 
WGBH 子ども向けマガジン番組“ZOOM”放送開始 
遠隔教育専門チャンネル PBS YOU サービス開始（～2005） 
PBS TeacherLine（有料の教師向け研修サービス）開始 
CPB，教室利用のオンライン教材サービス開発の支援開始 
WGBHの“Between the Lions” 放送開始 
CTW， Sesame Workshop に改称 

2001.９ 
        ～

2002.１
2002.４

2002

2002

2002.９
2003.９

2004.10

2005

2005

2006.５

2006.９

2007.１

2007.３

2007.12
2008.１

2008.３

2008.９

2008.９

2008.９
2009.１

9月11日同時多発テロに関連して，PBSや各局から，子どもや親，教
師向けの緊急番組やウェブサイトによる心のケア等のサービス
提供 

No Child Left Behind 法 制定 
PBS KIDS Online， 幼児向けに加えて６～11歳向けサービス強

化で，リニューアル拡大 
WNETの大型アニメ算数番組“Cyberchase”放送開始 → ウェ

ブサイトの充実 
WGBH，学校教育向けデジタル映像ライブラリーサービス 
　Teachers’Domain 開始　 
PBS親向けオンラインサービスの強化で， PBS Parents 開始 
PBS KIDS On Demand：デジタル戦略の一環として３～５歳対

象のパイロットプロジェクト（１年間） 
PBS KIDS GO!（小学生対象のオンラインとテレビ番組サービス）

開始／PBS KIDS は幼児向けとして特化 
WNET， VITAL プロジェクト開始　 
PBS KIDS Sprout, PBS の幼児向け番組のオンデマンドサービス

とデジタルケーブルチャンネルによる24時間放送開始（4月と10
月） 

PBS， Discovery Education の学校向け有料VODサービスシス
テム（Unitedstreaming） を通じてPBS番組提供の提携　 

５か年プロジェクトのPBS Kids Next Generation Media Initiative 開
始 → デジタルメディアの教育利用展開他 

PBS KIDS GO! オンライン上の小学生向けニュース学習サービス
News Flash Five 開始 

PBS教師向けの情報提供+研修サービス統合ポータルサイトとし
てのPBS Teachers 開始 

Sesame Workshop 内に Joan Ganz Cooney Center 発足　 
５年間のイニシアティブ PBS Kids Raising Readers （２～８歳， 読

み書き力の育成）開始 
PBS KIDS PLAY! （有料の幼児向けオンライン教育ゲーム）サー

ビス開始 
PBS KIDS GO! video player : 番組と映像クリップのストリーミン

グ開始 → 3か年計画でウェブサービスの新展開へ 
WGBHのTeachers’ Domain, 他のPBSメンバー局のサービスと

も連携して拡大 
PBS KIDS Island（Raising Readers 用の教育ゲームサイト）開始 
Sesame Workshop制作“Electric Company”（小学生の読み

書き支援）， 公共放送で放送開始予定 
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代後半に始めていた，定時放送の教育番組と

インターネットの組み合わせ利用とは異な

り，年に１，２回のイベント的試みではあっ

たが，全米の多くの生徒が同時にテレビ視聴

を体験するダイナミックなメディア利用学習

であった22）。

ニューヨークの公共テレビ局WNETは，番

組に関する情報提供と担当地域内での教育番

組利用校同士の交流を促進する目的で，1985

年にLearning Linkというネットワークを立

ち上げていたが，90年代には全国サービスと

して展開させ，教師が利用するコンピュータ

ー・ネットワークの第一位となったほか，州

を越えた子ども同士の情報・意見交流にも活

用された。

WNETは，テレビをはじめとするメディア

を効果的に使って授業を行うための教師研修

プログラムNTTI（National Teacher Training

Institute）の開発にも着手していた（科学教師

向け研修からスタート）が，ここでもインター

ネット時代以前の早い段階から，全国向け展

開を視野に入れていた。PBS自身も，90年代

半ばには，数学の学力向上を目指す国の目標

に呼応して，番組の開発，教授法モデルのビ

デオ化とそれを用いた研修を準備し，教師と

生徒を支援するインターネット上のサービス

を登場させていた（PBS Mathline）。今日の

PBS教師育成研修サービス（PBS Teacher

Line，p254）の先駆けとなるものであった。

現在，PBSウェブサイトのトップページに

は，PBS KIDS, PBS KIDS GO!, PBS

Parents, PBS Teachersの文字とロゴが，ひ

と際目立つ形で提示されている。以下の節で

は，2000年代のアメリカ公共放送の教育サー

ビスの動向について，現在PBSが優先項目と

して力を入れている「学校･教師向けサービ

ス」「家庭・親向けサービス」の２つの観点

から事例の紹介と分析を行う（アメリカの公共

放送は，高等教育や成人学習も視野に入れているが，

現在，全米規模のプロジェクトとして力を入れてい

る内容は，学校教育と就学前教育に集中している）。

252

アメリカの学校教育向け番組
日本やイギリス，北欧等の学校放送番組

（School broadcast programs）は，全国向け放送
を基本に発展してきた（イギリスでは別途加え
て，スコットランド，ウェールズ，北アイルラ
ンドといった地域が独自に制作・放送する学校
放送番組も存在する）。

これに対して，アメリカでは，各州の教育カ
リキュラムが重視されてきたため，全国向け学
校放送という発想は成立せず，授業で用いる教
育番組は，各公共放送局や放送局のコンソーシ
アムが，教育委員会や大学などと連携して，地
域（州）独自に開発して，ITV （Instructional
Television）という名称で存在してきた。学校で
は，全国放送されている一般向けドキュメンタ
リーや教育的要素の強い子ども向け番組（公共
放送やケーブルチャンネル）も広く利用されて
きた。

PBS KIDS, PBS KIDS GO!, PBS Parents, PBS Teachers
のロゴが表示されているPBS Onlineのトップページ

（PBS提供）
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２　2000年代公共放送の学校・教師向

けサービス：各局とPBSの動向

（1）WGBHのTeachers’Domain

ボストンのWGBH局は，科学番組や子ど

も番組を中心に，全国向けに放送され，学校

教育の場で視聴されることも多い数々の番組

を輩出してきたが，インターネット展開でも，

先進的な取り組みを進めてきた。

個々の番組のサイトの充実に加えて，2002

年には，Teachers’ Domainという，K-12

（幼稚園から高等学校まで）の教師が授業で

活用できる，無料のデジタル教材ライブラリ

ーをインターネット上に開設した。NOVA

（自然番組）やZOOM（子ども向け，後述）をは

じめとするWGBHの番組を素材とする映像

クリップ，フラッシュアニメ，静止画，教師

向け授業案や生徒向け学習ガイドなどが，検

索し易い形で提供されている。

当初，科学の分野でスタートしたが，その

後，数学，言語，社会，芸術などの分野も含

むものとなっている。WGBH以外に，WNET,

KQEDをはじめとする公共テレビ局が所有す

る同種のコンテンツを合体させたことで，内

容が拡大する結果となった（2008年９月，1,500

以上の授業用リソース）。カレッジの授業への対

応も含めるなど，幅広い対象に向けたオンラ

イン・デジタルライブラリーとして成長し，

各州の教育カリキュラムへの対応情報の整備

も進められている。

“Open education resources”の考え方によ

り，提供される教材は，権利関係がクリアな

ものについては，ダウンロードだけでなく，

他の素材と組み合わせた保存もできるなど，

可能な限り自由な利用ができるように工夫さ

れている点も，重要な特徴である。

また，Teachers’ Domainのような新しい教

材を効果的に使って科学の授業を進めるため

の教師向け研修も開発され，PBSの教師向け

オンライン研修コース（PBS TeacherLine）

に組み込まれている。

（2）WNETのVITALと大型教育イベント

ニューヨークの公共放送局Thirteen/WNET

は，教育番組や関連教材の開発，オンライン

による教育サービス（Ed Online），教師向け

のメディア活用研修NTTIの開発と実施など，

学校・教師向けサービスでは，常に先進的な

試みを続けてきた。その充実した内容は，ウ

ェブサイトにも表れている（http://www.

thirteen.org/edonline/）。ここでは，2005年

以降始まった２つの注目されるプロジェクト

を紹介する。

VITAL（Video in Teaching and Learning）

は，アメリカ教育省の基金を得て，2005年か

らWNETが外部専門機関と共同で開発して

きた，ニューヨーク州の小中学生の国語と算

数の授業用のオンライン映像クリップと指導

ガイダンスを統合させた教材提供プロジェク

トである 23）。映像は Nature（自然番組）や

Cyberchase（小学生向け算数番組，後述）など，

WNETの様々な番組を利用したものである。

近年，この種のサービスは増加しているが，

VITALの重要な特徴は，担当教師が，映像・

指導用教材だけでなく，自分のクラスの子ど

もの成績情報にも同時にアクセスでき，個々

人の状況に最適の方法で映像を用いた指導を

行うことができるようなしくみが準備されて

いる点である。例えば，同じ学習テーマにつ

いて，子どもの学習状況によって異なる映像

デジタル時代の教育放送サービスをめぐる一考察
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教材の利用アドバイスを行ったり，同じ映像

教材を使う場合でも，子どもの理解力や学習

レベルに合わせて，異なる指導案が提示され

るといった具合である。「ひとりひとりのニ

ーズをより的確に把握して，適切なツールを

用いて，すべての子どもが高いレベルに到達

できるようにする」ことを求めている「2001

年NCLB法（No Child Left Behind Act : 学習から

取り残される子どもを作らないことを目指す法律）」

の考え方に対応した教育サービスである。

2008年９月，Teachers’ Domainと連携した

結果，VITALを通して2,000を超えるリソー

スの提供が可能になった（300件は，ニューヨー

ク州３～８年生の国語と算数の標準カリキュラムに

対応，1,000件は，高等学校レベルの世界史，地理，

アメリカ史，環境，地球科学，物理・化学のカリキ

ュラムに対応している）。

もうひとつのプロジェクトは，2006年から

毎年３月に２日間，ニューヨークで開催して

いるCelebration of Teaching and Learning

という教育関係者向けの大規模なイベントで

ある。教育関連団体やメディア関連企業など

多数のパートナーと共同で実施しているもの

で，8,000人規模の参加者がある。VITALの

ような新しい教育サービスの実演・紹介，メ

ディア利用に関する各種ワークショップ，さ

らに加えて，より広い観点から「教育」「学

習」をめぐる課題を取り上げ，各界著名人に

よるスピーチも多数行われるというものであ

る。州を超えて関係者が直接顔を合わせるこ

とができる重要な機会であるが，直接参加が

できない関係者向けにも，WNETのウェブサ

イトを通じて広く情報が提供されている。

WNETでは，これまでにもNTTI（前出）

のようなメディア利用をめぐる教育関係者の

コミュニティーを形成してきたが，この新し

い企画は，「教育」「学習」の重要性を広く社

会に向けてアピールする意味合いも強い教育

イベントといえよう。「On Line,On Air, On

Site」というWNETのキャッチフレーズのと

おり，様々な方法で教育サービスを展開して

いる。

（3）全国向けサービスの強化を目指す

PBS：教師向け統合ポータルサイト

PBS Teachers

その他にも各地の公共放送局で，地域の特

性に応じた学校・教師向けのサービスが，

様々な形で繰り広げられているが，PBSでは，

こうした貴重な教材や情報を統合させて，多

くの地域の学校や教師が共有できる方向を目

指している。その成果のひとつとして，2007

年には，教師向けのウェブサイト PBS

Teachersが，大幅にリニューアルされた。

①Teacher Resources＜PBSの番組を活か

した教材提供＞：幼児教育から高等学校教育

まで（K-12）の主要カリキュラムをカバーす

る無料のオンライン教師支援サービス。連邦

や各州の標準カリキュラム準拠の何千もの指

導案や，授業で利用できるマルチメディア教

材を備えている。オンデマンドでアクセスで

きる映像，双方向教育ゲーム，プリント教材，

地図，写真など多岐に渡る内容が含まれてお

り，教科，学年，学習テーマ別などで詳細な

検索が可能。NOVA，Nature, Cyberchase,

ZOOM はじめ多くのPBSの番組や映像教材

が役立てられている。

②TeacherLine＜教師育成研修サービス＞：

PBSが主要な教育機関と共同で開発した，教

師の専門能力開発研修コースを提供するサー
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ビス。米教育省バックアップのもと，2000年

に始まった有料サービスで，数学，科学，言

語，IT，教育指導法などの分野で140を超え

るコースがあり，毎年１万人以上の教師が受

講している。30時間の研修が200ドル程度で

受講でき，単位習得のしくみも存在する。

③PBS Teachers Connect＜教師間コミュニ

ティー＞：教師たちが効果的なデジタルメデ

ィアの利用についてアイデアや情報を交換す

るためのオンラインコミュニティーとして，

2008年7月に登場。PBSが，全米の教育関係

者が利用できる学習コミュニティーに発展さ

せたいと力を入れているサービスである。

この他にも，PBSの教育サービスに関する

情報を提供するニューズレターや，「教育に

メディアを使うことの意味」と「具体的なメ

ディア利用をめぐる議論」の２つのブログ

（2007年開始）など，授業でのメディア活用

を支援するための様々な情報が，PBS

Teachersのサイトには続々登場している。

このように，PBSでは，自らの番組や，番

組を部分的に利用した映像クリップが少しで

も多くの全米の学校の授業で役立てられるよ

う，教師向けウェブサイトの充実に力を注い

でいる。その他にも，2006年５月には，すで

にデジタル教材の配信事業で，全米の学校と

の間に強力なネットワークを築きあげていた

Discovery Educationと提携関係を結ぶとい

う戦略の中で，PBS番組の教育利用拡大を図

る動きもみせている。

（4）ニュース・時事番組の教育的利用

イギリスでも同様の傾向を指摘したが，ア

メリカの公共放送でも，近年，多角的なもの

の見方を育成するねらいで，ニュースや時事

番組を教材として学校に提供する例が増えて

いる24）。

アメリカの公共放送では，子ども向け・テ

ィーン向けニュース番組の全国放送は行われ

ていないが，PBS メインニュース T h e

NewsHour with Jim Lehrerでは，一般向けと

は別に，中学校・高等学校向けのオンライ

ン・サービスOnline NewsHour Extraを提供

している。生徒向けには，最新ニュースをわ

かり易く示して，様々なテーマについて議論

することや，自分の意見をまとめて文章化す

ることを推め，教師向けには，授業案やワー

クシートを提供している。関連するニュース

映像へのアクセスも可能であり，ウェブサイ

ト上には，生徒たちの成果を掲載できるコー

ナーも設けられている。

2001年９月の同時多発テロ事件の際，この

サイトは，いち早く対応をみせていた。心の

ケアに関するアドバイスや，授業を進めるに

あたっての情報提供を行った他，事件をめぐ

って実際に行われた高等学校でのディスカッ

ションの様子をウェブ上で紹介（動画）して，

多くの学校で参考にされた25）。

その他にもWGBHの社会派ドキュメンタ

リー番組Frontlineでは，Teacher Center，

WNET担当のニューズマガジン番組NOW on

PBS では，NOW Classroom（2008年３月開始）

が，それぞれ，中・高校での授業向けに，番

組のもつ膨大な情報をデータベース化した教

材と，幅広いカリキュラムに対応した授業案

を組み合わせて提供するという，教育サービ

スを行っている。

また，放送ではないが，小学生向け（4～6

年生）には，WNETが開発したオンライン・

アニメ週刊ニュースNews Flash Fiveが，内

デジタル時代の教育放送サービスをめぐる一考察
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外の情勢や科学，スポーツなどを提供する新

しいサービスとして，PBSの子ども向けサイ

ト，PBS KIDS GO! に登場した（2007年１月）。

授業での利用も想定して，ニュースの読み取

り方に関する学習や，ニュース制作体験学習

を行うにあたって役立つ教師向けの詳細なレ

ッスンプランも提供されている。

３　PBSの子ども，親向けサービス

（1）PBS Ready to Learnプロジェクトの

開始

2000年を目標としたアメリカの教育改革の

第一目標として掲げられていたのは「すべて

の子どもが就学時までに，学ぶための準備を

完了できる環境を整える（ready to learn）」

ことであった。PBSでは，これに呼応して，

1994年７月に，PBS Ready to Learnプロジ

ェクトをスタートさせていた。

全米各地のPBSメンバー局が，質の高い子

ども向け教育番組を多数放送するだけでな

く，各放送局を拠点に，地域の専門家（教育，

発達心理など）や専門関連機関と連携して，

ニューズレターの配布，ワークショップの開

催，さらには普及し始めていたインターネッ

トによるサービスなどを通じて，番組の教育

目標の達成を推進しようという，総合的な教

育活動である。親や教師・保育者たちに，

PBSの番組を活用して，子どもたちに学ぶこ

との楽しさ，すばらしさを知らせる手助けを

行うのがねらいである。

読み書き，健康，問題解決，多様性・異文

化理解，メディア・リテラシーなどがテーマ

として取り上げられ，90年代半ば以降今日に

至るまで，様々な番組とウェブサイトの開発

が繰り広げられてきた。番組と番組の間に

様々な教育メッセージをスポットとして放送

して，PBS KIDS のロゴマークの登場とも合

わせて，子どもたちに楽しく学ぶことをアピ

ールする工夫なども行われるようになった。

【1999年PBS年次大会で発表された，子ども向け

サービス強化計画５項目】

１．デジタルチャンネルPBS Kids の開始

２．公共放送としての質の高い番組の新規開発

３．オンライン・サービスPBS Kids!の拡張

４．Ready to Learn サービスの推進

５．PBS子ども向けサービスのブランド戦略

PBS Kids Channelは，PBSで最初のデジ

タル専門チャンネル（幼児～12歳対象）として，

1999年９月，週７日毎日24時間放送で開始。

幼児向け自然・動物番組Zoboomafooを対象

に，デジタル放送ならではの双方向番組も登

場した。 この試みは，PBSとインテルの共同

開発によるもので，放送と同時に送出される

番組関連データを受信して，画面上のアニメ

ーションを通して双方向のやり取りが可能な

しくみになっており，番組視聴中に，同じ画

面上で，子どもがゲームを楽しめる仕掛けが

組み込まれていた。「ゲームを通して幼児の

動物に対する知識と理解を高め，その過程で

問題解決能力を育成する」という明確な趣旨

のもと，番組の基本コンセプトからゲームに

よる双方向の内容に至るまで，一貫して制作

者自身が担当するという理想的な環境で開発

が行われた例であった。

このような双方向番組をデジタルチャンネ

ルに次々登場させることは容易でないもの

の，子ども向け番組のウェブサイトでは，イ

ンターネット・ブロードバンド環境の進展も

想定しつつ，様々な双方向サービスの試みが
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登場することとなった。

（2）番組・ウェブサイトの充実を目指す

PBS子ども向けサービス

Ready to Learnプロジェクトが展開される

中，公共放送の幼児向け・小学生向け番組の

開発は急速に進められた。家庭へのインター

ネット普及にも合わせて，番組企画時点から

オンライン展開を組み込んだ番組が増え，子

ども向けだけでなく，保護者や教師・保育者

に向けての詳細な情報提供が，続々登場する

ようになってきた。

番組の教育的なねらいや効果的な視聴のし

かたに関する詳細な説明だけでなく，教育効

果を検証した研究結果等の情報にもアクセス

できるよう，縦横なリンクが設けられている

ことも，PBS子ども向け番組のウェブサイト

の重要な特徴といえる。次に挙げるBetween

the Lions，ZOOM，Cyberchaseは，番組企

画当初からウェブサイトが重視されてきた代

表的な例である。

■Between the Lions

2000年放送開始。４～７歳を対象に，本を

読むために必要な基本的な知識を楽しく伝え

る言葉の基礎に関する30分番組。WGBHが外

部プロダクションと共同で，専門家による入

念な研究に基づいて開発した，読む，書く，

聞く，話す力の育成をねらいとする番組。

番組を介した親子の関わりを重視してウェ

ブサイトを充実させてきたことも，重要な特

徴である。番組視聴後，親子で一緒に本を読

んだり，歌を歌ったり，発音を学ぶことがで

きるよう，様々な情報とアドバイスが提供さ

れている。「子どもと一緒に本を読もう」「図

書館訪問」「パソコンで読み書きを」など２

～３分の動画による親向けコーナーが，番組

開始時点から準備されていた。

■ZOOM

1999年放送開始。WGBHが小学生向けに放

送しているZOOMは，マガジン形式のテレビ

番組とウェブサイトが車の両輪となってい

る。学校の勉強に苦手意識を感じている子ど

もたちに，学ぶことの楽しさを実感させるこ

とをねらいとしている。ウェブサイトには，

科学を中心に，学校教育の内容に役立つ学習

素材も多数蓄積されている。暗記型の学習で

はなく，考えるプロセスを大切にし，子ども

が自分の考えを表現することも重視している。

番組では，子どもたちにウェブサイトやフ

ァックス，手紙など多様な方法で意見やアイ

デアを送るよう呼びかけ，実際に，そうした

声を反映させた番組制作が行われている。ま

た，子どもたちの声や番組で取り上げた情報

が，検索し易い形でウェブサイトに掲載され，

そこから子ども同士のコミュニケーションを

広げ，互いに向上し合うしくみも，早い段階

から設けられてきた。子どもが自主的に学ぶ

ことを重視したウェブサイトの充実は，国際

的にも高い評価を得ている（「日本賞」では，初

めてウェブ部門を設けた2002年に優秀賞を受賞）。

2001年９月の同時多発テロに際しては，番

組ウェブサイトに全国の子どもたちから様々

な書き込みがあったことがきっかけとなり，

緊急特別番組が制作されている。

■Cyberchase

2002年放送開始。小学生（８～12歳）に楽

しく算数を学ぶ機会を提供するねらいで

WNETが開発した，ストーリー仕立てのアニ

メ番組とウェブサイト。家庭学習向け，学校

での授業向けの双方が想定されている。各番
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組の学習内容に連動したオンライン・ゲーム

の充実，日々更新され子どもたちに繰り返し

学習の機会を与えるウェブサイトの仕掛け，

教育カリキュラムに準拠した教師向けコンテ

ンツの充実など，教育ウェブサイトとして総

合的な評価が高い（2004年「日本賞」ウェブサイ

ト部門のグランプリ受賞）。

長寿番組のウェブサイト展開

Sesame StreetやMister Rogers’ Neighborhood

のように，放送局ではなく子ども向け教育番

組の専門機関が制作して，公共放送で長年全

国向けに放送されてきた番組でも，新しいメ

ディアの時代に入ると，番組のウェブサイト

が充実をみせ，PBSのウェブサイトからもア

クセスし易い形で発展してきた。いずれの場

合も，番組に直結した情報や教材だけでなく，

長年の経験を生かして，広く幼児教育全般に

わたる情報や，過去の映像も活かした各種教

材の提供という面で，子ども，親や保育者に

とって重要な役割を果たしている26）。

そのことは，2001年９月の同時多発テロの

際の素早い対応でも顕著であった。全米の子

どもや親に親しまれ，信頼されてきた番組の

登場人物やキャラクターを登場させて，親子

の心のケアに努め，ウェブサイトに，子ども

への対処アドバイスや，心を落ち着けるため

の幼児向けゲームを登場させるなど，教育的

に極めて優れた対応が行われ，公共放送サー

ビスの評価を高める結果となった。

２つのPBS子ども向けポータルサイト

公共放送の子ども向け番組のウェブサイト

が成長をみせる中，PBSでは，2004年，幼児

対象のPBS KIDS と 小学生対象のPBS KIDS

GO! の２つのポータルサイトを独立させて，

次の段階へ向けての充実を目指すことになっ

た。個別番組に対応した内容の他に，テーマ

別の情報や教材を提供したり，さらに小学生

については，PBSブランドの安全なサイト内

で，子どもの相互コミュニケーションの場を

広げる環境が整う結果となった（イギリスの

BBCでは，2002年から幼児対象と小学生対象のそれ

ぞれに向けたサービスを始めていた。p235）。

繰り返される学習テーマ：読み書き

以上みてきたような子ども向けサービス

は，PBS Ready to Learn プロジェクトの一環

として進められてきたものが多い。内容面で

は，すべての学習の基礎になる“読み書き”

が，繰り返し重要テーマとして取り上げられ

てきた点が特徴といえる。

2008年１月に始まったPBS Kids Raising

Readersという5年間イニシアティブは，２

～８歳（とくに低所得家庭を中心に）を対象

に，読み書き力の促進を目指すというもので，

最先端の研究成果を学習プロセスに取り入れ

ながら，子どものリテラシー構築を目指そう

というものである。

SUPERWHY! やWord Worldなど新番組を

開発すると同時に，この分野ですでに実績を

あげてきたBetween the LionsやSesame

Streetなどの番組も含めて，総合的な学習の

場をウェブサイト上に展開している。子ども

向けには，双方向ゲームを楽しむことができ

るPBS KIDS Islandという場を無料で提供

し，様々な角度から読み書きに接する機会を

増やし，親・保育者・教師向けには，このテ

ーマの学習の重要性と子どもの学習促進へ向

けての具体的なアイデアを，多くの事例を含
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めて提供している。

（3）PBS Parents： 親向けサイトの充実

前節でもみてきたとおり，PBSで放送され

る幼児・子ども向け番組のウェブサイトに

は，それぞれ，親向けや教師向けのコーナー

が付随している。番組に関する詳細な情報だ

けでなく，子どもにとって，番組やウェブサ

イトが教育効果をもたらすために，周囲の大

人が力になれるよう，様々な情報やアドバイ

スが，番組ごとに，相当量提供されている。

2002年９月には，PBSの各番組への入り口

となるだけでなく，広い観点から子どもの学

習や生活指導に役立てるための情報やアドバ

イス，PBSの子ども番組も含めた各種教材，

ディスカッションの場も提供する，より総合

的な親向けのウェブサイトとしての PBS

Parentsが登場して，公共放送による家庭向

け教育サービスをさらに一歩進めることとな

った。スペイン語でアクセスできるコーナー

が徐々に増えていることも，アメリカの教育

サービスでは重要な点といえる。

「積極的に子どもと話し合うためのアドバ

イス」「子どもの発達年齢に応じたメディア

との関わり方に対するアドバイス」などは，

早い時期から，PBS Parentsに登場していた

項目である。その他にも，「小学校入学」「栄

養と健康」「男の子の育て方／女の子の育て

方」などをめぐる情報提供や，「雨の日の遊

び方」「活動的な子どもにするには」「自然に

親しむには」「けんかをやめるには」など具

体的に親を助けるコーナーなどもある。そし

て，様々な形で，PBSの番組とウェブサイト

の活用例が紹介されている。

子どもの発達や教育の専門家たちの協力を

得た子育てQ&Aコーナーの開発，ブログの

登場で若い親たちをひきつける工夫，子ども

向けのサイトとの密接な連動など，改良を続

けながら，PBS Parentsは発展を続けている。

以上みてきたとおり，“PBSの子ども向け

教育サービスは，教師向けサイト，子ども向

けの２つのサイト，親向けサイトが，それぞ

れ密接な関連性をもち，その中核にはPBS各

局が制作している子ども向けおよび一般成人

向けの放送番組が存在している”状況と整理

することができる。そして，各公共放送局が

それぞれの地域のニーズに応じて，地元の自

治体や民間団体，教育現場とも連携しつつ，

公共放送の番組とウェブサイトの効果的な利

用を促進するためのワークショップを実施し

ていることも，重要な特徴である。

（4）新時代の親・保育者向けプロジェク

ト：A Place of Our Own

Sesame Street（1969年放送開始）は，幼児

教育の全国普及を緊急の課題としていたアメ

リカが，国を挙げて研究・開発した教育番組

で，テレビというメディアが子どもの学習に

いかに効果的であり得るかを，今日まで多く

の研究事例で世界に示してきた番組である。

その時ほどの規模ではないが，2000年代に

は，カリフォルニア州で，別の観点から幼児

教育の充実を支援する興味深いプロジェクト

が登場している。PBSのReady to Learn サー

ビスには90年代から積極的に取り組んでき

たロサンゼルスのKCETが，2004年９月に登

場させたA Place of Our Own/los Ninõs en su

Casa である27）。カリフォルニア州では，有

資格保育者が十分いない，経済状況が原因で
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保育施設に子どもを通園させられない家庭が

多いなど，保育・幼児教育環境面で深刻な状

況をかかえている。そこで，幼児教育や心理

学の専門家，地元の育児支援組織，企業の協

力も得て，公共放送局がリーダーシップをと

って，毎日30分のテレビ番組，ウェブサイ

ト，ワークショップの３者を組み合わせた子

育て支援の総合的な教育サービスを企画した

のである。公共放送の財源の一部となる連邦

政府交付金からの財政支援も受けたプロジェ

クトである。40年前の「セサミ・ストリート」

は，幼児自身を中心対象としたものであった

が，今回は，保育に関わる様々な大人（親だ

けでなく，祖父母や兄姉など家族のメンバーやベビ

ーシッター，保育資格取得を目指す人，すでに保育

機関で保育に携わっている人も含める）が主要対

象である。

テレビ番組，ウェブ，ワークショップのそ

れぞれが英語とスペイン語で準備されている

ことも重要な点である。番組も，毎回のテー

マと基本的な構成は共通だが，進行役は別人

であり，スタジオ参加者や番組インサートの

映像も必要に応じて別立てで準備され，それ

ぞれの文化に応じた番組が制作されている。

ウェブサイトは，毎日の放送概要を蓄積し

た膨大な情報量を有するもので，子どもとの

遊びに利用できる動画クリップも，多数含ま

れている。想定される利用者の中には，イン

ターネット利用を得意としない層が含まれる

ことを配慮して，シンプルで使い易いつくり

にすることが重視されている。この点は2006

年「日本賞」でも高く評価され，ウェブサイ

ト部門の最優秀賞を受賞している。ウェブサ

イトは，子育ての内容が奥深いことを印象づ

け，番組の視聴を促したり，自主的な学習を

勧める役割も果たすものとして位置づけられ

ている点も注目される。番組とウェブサイト

の効果的な利用促進に向けて，最初の2年間

で500回を超えるワークショップが，州内で

開催され，共通の課題をもつ人々を直接結び

つけて学習の輪を拡大することにも貢献し

た。当初カリフォルニア州向けに放送されて

いたテレビ番組は，2007年から全米向け放送

となり，ワークショップも地域の実情に合わ

せて展開されるという広がりをみせている。

４　新しいメディア環境の教育利用展

開とアメリカの公共放送

PBSと各地のメンバー局による子どもの教

育・学習をめぐる取り組みは，90年代以降

様々な展開をみせてきたが，アメリカ公共放

送にとっては，ここしばらく“新しいメディ

ア環境をどのように教育サービスに活かして

いくか”という点が，引き続き重要テーマと

なる様相をみせている。2006年から５年間の

PBS Kids Next Generation Media Initiative

でも，この点が強調されている。

（1）2008年PBS子ども向けサイトの進展

2008年は，PBSの子ども向けウェブサイト

に続々，新サービスが登場している。まず，

2008年３月には，幼児向けサイトPBS KIDS

に，幼児教育カリキュラムの内容に対応した，

有料のオンライン教育ゲーム PBS KIDS

PLAY! が登場した。１か月で9.95ドル，１年

間契約の場合は79ドルで，契約料には，数々

の幼児向け番組をオンライン上で視聴できる

サービスも含まれている。親たちに信頼され

ているPBS子ども番組のブランドで，子ども

の興味を育て，世界を広げるために，新しい
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メディア環境を活用しようというねらいをも

つ新しい教育サービスである。子どものレベ

ルに合わせたゲームの難易度の調整や，学習

進 状況の把握も可能になっている。

2008年9月には，小学生向けサイトPBS KIDS

GO! にも，新たなサービスが登場した。サイ

ト上のvideo playerで，14の番組（番組フルバ

ージョン）と数百にのぼる映像クリップのス

トリーミング配信が，Windows，Macいずれ

でも，また画面一杯のサイズで可能な状況と

なった。映像クリップは，今後，それぞれ明

確な目標のある教育ゲームの素材として活用

される予定である。CPBの資金援助を受けて

いるPBS KIDS GO! video playerプロジェク

トでは，これから３年間に，様々な開発が計

画されており，例えば，番組を見ている最中

にゲームができるような双方向ビデオ環境を

設けることも予定されている（p256で，PBSデ

ジタルチャンネルの双方向番組の試みとして紹介し

たZoboomafooのような環境を，PBS KIDS GO!のウ

ェブサイト上に設けるというものである）。

（2）デジタルメディアの教育利用をめぐ

る研究と公共放送の今後の展開

2009年１月には，1970年代の子どもたちに

親しまれていたテレビ番組Electric Company

が，21世紀の６～９歳児向けの読み書きを支

援する番組と双方向性に富むウェブサイトと

して再登場する（制作はセサミ･ワークショップ）。

2008年 1月に始まった PBS Kids Raising

Readersプロジェクトの一環でもある。開始

当初は，テレビ番組とワークショップ，ブロ

ードバンド環境でのインターネット利用を中

心とするが，引き続き，書籍などの活字メデ

ィアや，携帯，ゲーム機などを用いたサービ

スの検討も進められるという。

セサミ・ワークショップでは，2006年に，

読み書き学習のワンポイント・アドバイスの

メッセージを親の携帯に送信して，関連する

コンテンツを子どもに見せるという8週間に

わたる実験を行い，携帯の利用が，読み書き

学習のコンテンツの教育プラットフォームと

して効果的なツールになり得ることも確認し

ている。また，2007年秋には，４～７歳向け

の異文化学習用ウェブサイトを開設して，子

どもたちがアバターを作成し，そのキャラク

ターを通じてバーチャルスペースで他の子ど

もたちと交流しながら，異なる文化について

学ぶという新しい空間を設けている。このよ

うに，公共放送と縁の深い教育番組制作機関

でも，新しいメディアを取り入れた様々な試

みが進行している。

そうした中，2007年12月，セサミ・ワーク

ショップの中に，象徴的な形でJoan Ganz

Cooney Centerが開設された。Joan Ganz

Cooneyは，幼児教育にテレビの力を活用す

ることを提案して，『セサミ・ストリート』

の開発研究・制作母体となる非営利組織

CTW＊設立（1968年）の立役者となった人物

である。
＊Children’s Television Workshopは，幼児，小学生

を対象に数々の教育番組を研究に基づいて制作し

て，その多くを公共放送で提供してきた。2000年，

Sesame Workshopに改称。

40年後に登場したCooney Centerは，「新

しいメディアを子どもの学習にどのように役

立てることができるか」という，テレビ時代

に投げかけた問いを，21世紀に置き換えて，

現代の子どもが直面している教育的課題に対

応することを目的としている。子どもが様々
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な力を身につけるにあたって，インターネッ

トやテレビゲーム（コンピューターゲーム），

携帯などのデジタルメディアをどのように役

立てることが可能かを検証していくための拠

点になろうというものである。読み書きなど

の基礎学力だけでなく，批判的思考力や創造

力，問題解決力，異文化交流する力，メディ

ア・リテラシーなど，“21世紀型リテラシー”

とも呼ばれる広い意味での子ども，とくに小

学生の学力に着目している28）。

この研究センターが目標としていること

は，アメリカ公共放送の子ども向け教育サー

ビスが必要としていることとも一致してい

る。PBSでは，“アメリカの親たちに最も信

頼度が高いテレビ”というブランドを活かし

て，ゲーム，バーチャル世界の構築，ソーシ

ャルネットワークコミュニティーの形成な

ど，インターネット上でも次々新しい展開を

目指しているが，研究機関，教育専門機関等

との連携をこれまで以上に強化し，またPBS

や各地域のメンバー局自身が築いてきた，教

師グループや，教育・保育現場との連携も活

かしながら，教育課題に対応したサービスを

進めることが，これまで以上に求められてい

る。

本稿では，日本，イギリス，アメリカの公

共サービス放送における90年代以降の教育番

組をめぐるサービスの変化の動向について，

それぞれ特徴的な面をクローズアップする形

で，ケーススタディー的に取り上げてみた。

ここでは，その他の国々の例にも目を向けな

がら，今後の公共放送における教育サービス

の可能性と課題について，私見を述べたい。

１　新しいテクノロジーの効果的な活

用の可能性と課題

放送だけに留まらず，インターネットの活

用も含めた放送局による教育サービスの提供

は，本稿で取り上げた３か国はじめ，大陸ヨ

ーロッパ諸国やアジアの国々も含めて，世界

に共通する動向である。

学校教育向けサービスに着目してみると，

BBCのLearning Zone Broadband，チャンネ

ル４のClipbank, WGBHのTeachers’ Domain,

WNETのVITALのような“映像クリップ・ラ

イブラリー/データベース”の開発が，近年

の公共放送の教育サービスのひとつの方向を

示しているといえよう。

これに対して，「NHKデジタル教材」やテ

ィーチャーズTVのサービスは，“映像クリッ

プ・ライブラリー”を目指すのではなく，テ

レビの教育番組が中核に存在していて，学習

の展開を支えるものとして，映像クリップが

その他の教材とともに提供される，という位

置づけである。いずれにしてもインターネッ

ト時代，とくにブロードバンド時代の特性を

活かした新しい教育サービスである。

大陸ヨーロッパでも，新たな国際共同プロ

ジェクトが始まろうとしている。十数か国の

放送機関や大学，関係国の教育省などが参加

して，9,000件にのぼる映像クリップの教材ラ

イブラリーを設立して，ブロードバンド環境

下で，学校など教育機関での共同利用を可能

にしようというものである（EduTube Plus）。
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ヨーロッパでは，90年代半ばに，衛星放送に

よる「ヨーロッパ教育チャンネル構想」，

2000年代前半には，映像データバンクの設立

と共同利用の企画も検討されてきたが，いず

れも本格的な運用にまで発展していない。今

回の企画も，国を超えた利用をめぐる著作権

処理等の問題や実質的な運営など，解決が必

要な課題がいくつもあるが，各国がすでに保

有している映像を，今度こそ有効に活用した

いというところであろう。

また，これは，テクノロジーの問題ではな

く，むしろポリティカルな問題といえるが，

BBCのデジタルカリキュラム「BBC Jam」の

差し止めをめぐる一連の問題を分析してみる

と，公共放送が新しい分野へ進出するにあた

って，同業他社との間に生ずることが予測さ

れている問題にどう対処するか，その難しさ

を改めて認識させられる。大規模な予算を使

い，最新のテクノロジーを用いて優れた教材

として完成させたものが，実際に教育の場で

活用されない状況のままという異例の事態が

生じる結果となったこの事例から，他国の公

共放送機関も学ぶことは大きいのではないだ

ろうか。

２　放送＋インターネット＋対人コミ

ュニケーションによる学習

個々の番組ベースのプロジェクトであった

り，教育サービス全般であったり，事例のレ

ベルは異なるが，３か国の公共放送のいずれ

の場合にも，「放送＋インターネット＋直接

コミュニケーション型のワークショップやイ

ベント」という組み合わせで，教育サービス

展開が行われている点は，重要といえる。

BBCで最近スタートした子ども･学校参加型

の教育イベント（映像制作体験，ニュース・

リポート体験など）や，ティーンエイジャー

対象のインフォーマルな学習としての創造性

や表現力育成プロジェクト（BBC Blast）で

は，インターネットを駆使して，子どもや学

校へのきめ細かい情報と各種教材の提供が行

われている。その一方で，全英各地でワーク

ショップやイベントも企画されるなど，教育

の基本は対人コミュニケーションにあること

を意識した学習展開に対する工夫がみられる

が，こうした配慮は，公共放送の教育サービ

スとしては重要な点である。

３　学習の場やメンバーを結びつける

オーガナイザーとしての公共放送

の役割

教育サービスの全体傾向が「フォーマルな

場としての学校での教育」から「あらゆる場

面での個人のニーズに合った学習」へとウエ

イトが移行する傾向は，BBCに限らず，多く

の国に共通した特徴といえる。子どもにとっ

ての教育番組を考える場合にも，「学校で視

聴する番組，利用するコンテンツ」だけでな

く，「家庭での子どもの自発的な学習を想定

した番組やコンテンツ」が注目され，「学校

と家庭を結びつけるものとしての放送機関の

教育サービス」が重要になっているように思

われる。読み書きなどの基礎学力の地道な育

成，また，問題解決力や批判的思考力，創造

力，メディア･リテラシーの育成が重要な教

育課題になっている状況では，自然な流れと

みることもできよう。

学校と家庭という，子どもにとっての学習

の場を結びつけるだけでなく，親（家庭）と

教師（学校）がともに子どもをめぐる教育の
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課題を考えていくコミュニティーを，番組や

ウェブサイト，イベントなどを活用してうま

く形成していくことも，公共放送の教育サー

ビスとして重要なことと考えられる。

４　メディア･リテラシーの育成に関わ

る公共放送の責務

日本も含めて，90年代後半以降世界に共通

した傾向といえるが，メディア･リテラシー

育成のための啓蒙活動や学習促進のための具

体的な教育サービスの提供も，公共放送に期

待される時代になっている。

ひとつには，インターネットや携帯の登場

など新しいメディアへの対応を必要とする状

況があろう。放送機関自身も，インターネッ

トを多用する時代にあって，自らのウェブサ

イトを安全に利用できるものにする責任をも

つとともに，大人に向けても子どもに向けて

も，メディア･リテラシー育成のための教育

サービスを充実させる必要があるという考え

方である。本稿では，BBCやチャンネル４に

よるいくつかの例を紹介したが，メディアに

関わる機関の責務として，また人々に放送も

含めた様々なメディアの理解を広めること

で，教育サービスの提供をし易くするという

意味も含めて，重要なテーマと思われる。

もうひとつ注目されるのは，ニュースをめ

ぐる学習である。自ら取材してリポートする

経験を提供してニュースのとらえ方を学び，

ニュースに対する関心を高めて，世界を広げ，

多角的なものの見方を育てるなど，子どもに

とって，ニュースのもつ意味合いは大きい。

イギリスやアメリカの事例のように，学校の

授業でも取り上げ易いよう，実際にニュース

を制作･提供しているメディアの立場から教

材を提供していく意義は大きいと考えられる。

５　学習喚起，学習手法の自主的な選

択を促す教育・学習キャンペーン

の意義

本稿では，BBCの成人向け学習の例として

取り上げたが，人々が学習として意識する以

前に，放送機関がテーマの重要性に注目して，

人々の関心や意欲を呼び起こし，放送，イン

ターネット，イベントなど様々な手段で学習

の手がかりを提供する教育･学習キャンペー

ンは，今後ますます重要になっていくであろ

う。学習テーマに人々を導くだけでなく，

様々な学習の方法があることを示して，その

中から学習者自身，あるいは指導者が，自分

に適した方法を見つけ出すことができるよう

な道筋を提供することも，公共放送の教育サ

ービスの重要な役割と思われる。

現時点で，多くの人々の関心は，インター

ネットという新しい手段を用いた学習かもし

れない。放送機関自身が，インターネットを

介した情報や教材の提供に力を注いでいる事

実も存在する。しかしながら，ひとりひとり

が，その時点の自分の学習に最も適した方法

を意識的に選択できるように導くこと，メデ

ィアを使うことが目的化しないための工夫

も，「教育サービス全体を設計して提供する」

立場としての公共放送にとっては，重要な使

命といえよう。

６　時代の変化をとらえた研究の必要性

本文の最後で，『セサミ･ストリート』をは

じめとする子ども向け教育番組の制作機関内

に，デジタルメディアの教育効果を検証して，

教育番組やコンテンツの開発に役立てていく
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ための研究拠点が発足したことに触れた。こ

こでの対象は子どもであるが，大人も含めた

多様な学習を視野に入れて，公共放送機関と

しての効果的な教育･学習サービスのあり方

を探るための研究も，重要と思われる。

そうした研究成果も反映させながら，これ

からの時代の公共放送には，メディア環境や

社会の変容によって変化していく教育ニー

ズ･学習ニーズをいち早くとらえて，教育サ

ービス全体を設計していく力が，これまで以

上に強く求められるといえよう。

放送機関と教育現場あるいは学習者自身

が，相互に働きかけ合いながら，さらに充実

した教育･学習サービスを提供していくとい

うプロセスは，時代が変わり，メディアの状

況が変わっても，これまで以上に重要な意味

をもつものと考えられる。

（こだいら さちこ）
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献で紹介している。以下は，長期スパンの分析を

行った主な文献である。

・秋山隆志郎・今泉さち子（1980）「学校放送利用の

推移と現況：利用状況調査30年をむかえて」『文

研月報』30（4），1－20．

・飯森彬彦・河野謙輔・小平さち子（1993）「〈特集〉

変貌する教育現場のメディア利用」『放送研究と調

査』43（5），2－27．

・小平さち子・高橋佳恵（2001）「教育現場にみるメ

ディア利用の新展開：50年を迎えたNHK学校放送

利用状況調査から」『NHK放送研究と調査』51（4），

26－59.

２）飯吉透・菊江賢治（1996）『マルチメディアデザ

イン論：NHKスペシャル「驚異の小宇宙・人体」

のCD-ROMはこうして生まれた』アスキー出版局．

３）稲垣忠・黒上晴夫・堀田龍也・山内祐平（2002）

「学校間交流学習を促進する教師コミュニティーの

形成過程：学校放送番組『インターネットスクー

ルたったひとつの地球』の取り組み」『教育メディ

ア研究』8（2）．1－16．

４）「NHKデジタル教材」の初期の利用校における

授業での活用事例や子どもの変容を紹介した例：

・水越敏行編著（2002）『「おこめ」で広がる総合学

習：NHKデジタル教材の活用』明治図書出版．

・三宅貴久子・伊藤秀一（2002）『子ども米レンジャ

ーと旅する米米ワールド』高陵社書店．

５）渡辺誓司・小平さち子（2007）「学校教育現場の

デジタル化とメディア利用の展開：2006年度NHK

学校放送利用状況調査から」『放送研究と調査』57

（5），22－43.

６）地上デジタル放送の教育利用をめぐる研究例：

・黒上晴夫他（2006）「地上デジタル放送の教育利用

に関する実証実験」『教育メディア研究』13（1）,

37－52．

・デジタル放送教育活用促進協議会（2008）『平成19

年度文部科学省委託　地上デジタルテレビ放送の

教育活用促進事業報告書』

７）鈴木克明他（2004）「NHK高校講座向けWebサ

イトの試作」『教育メディア研究』11（1），1－10．

８）『日本賞』参加番組や関連セミナーにみる，世界

の教育番組の動向については，基本参考文献に挙

げた関連論文のほか，コンクール事務局発行の報

告書およびウェブサイト（http://www.nhk.or.jp

/jap-prize）が参考になる。

９）BBCを中心とするイギリス教育放送の1990年代

までの全体概況については，基本参考文献（1）～

（5），（8）～（10）を参照されたい。

10）BBC.（1998）. The BBC Beyond 2000, pp.40－41

他

11）BBC.（2004）. Building public value：Renewing

the BBC for a digital world, p.13他

（http://www.bbc.co.uk/foi/docs/bbc_constitution/b

デジタル時代の教育放送サービスをめぐる一考察

NHK放送文化研究所年報2009│265

*p211-268_デジタル時代の  09.1.19  3:06 PM  ページ265



bc_royal_charter_and_agreement/Building_Public_
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y/white_paper/bbc_whitepaper_march06.pdf）

多様なメディア形態について人々の経験と理解を
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Learning. New York : The Joan Ganz Cooney Center
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