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 1. はじめに

アメリカでは，放送がつねに地域コミュニ
ティのニーズに応え，その社会的，文化的
多様性を反映するべきだとする「ローカリズ
ム」が放送制度・放送政策上の基本的理念で
あり続けてきた。しかしこのローカリズムが
今，形式的にも実質的にも変質し，形骸化さ
れつつある。本稿では，今年4月に開催され
たNAB（全米放送事業者連盟）2007年大会
で展開された議論を手掛かりに，アメリカの
放送におけるローカリズムが直面している課
題と展望について整理，報告する。

まずアメリカの放送史におけるローカリズ
ムの歴史的位置づけを，特に放送政策・放送
制度の側面から簡単にレビューしたうえで，
デジタ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の中でローカルテレビ局
が置かれている現状や課題を検討し，最後に
今後に向けた課題と展望をまとめる。

 2. ローカリズムの位置づけとその変遷

1920年代に定時放送が開始されて以来，
アメリカの放送は長い歴史を持つが，そ
の法制度上の骨格は「1934年通信法（The 
Communications Act of 1934）」で形成され
た。周知のように「1996年電気通信法」もこ
の「1934年通信法」を改定したものであり，

「1934年通信法」は今も，アメリカの通信
と放送を規制する基本法としての性格を持
つ。同法は，放送事業者免許の交付要件と
して「公共の便宜，利益又は必要性」（public 
convenience, interest or necessity）への貢献
を掲げ，それと同時に放送が「各州およびコ
ミュニティへの無線サービスの公平，効率的，
平等な分配」を満たすものでなければならな
いとしている（307条（a）（b））1）。つまり公
共財である電波を用いる以上，放送事業者は

「公共の利益」に奉仕する義務を持ち，その
際には地域コミュニティにおける放送サービ
スの公平で公正な分配が重要な意味を持つ，
という論理構成になっている。

ローカリズムの理念はその後，所有規制や
参入規制の形でFCC（連邦通信委員会）の定
める各種の規則やガイドラインに具現化され
ていくことになるが，FCCが初めて放送番組
の具体的内容にまで踏み込んで「公共の利益」
の実現のための基準を示したのが，1946年の

「放送事業者の公共的サービスの責任」（Public 
Service Responsibility of Broadcasting 
Licensees）である（FCC 1946）。表紙の色が
青であるために「ブルーブック」と呼ばれたこ
のリポートは，合衆国憲法修正第一条で保障
された「言論表現の自由」の侵害に当たる検閲
だとの激しい批判を呼んだもので，「FCCの
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規制権ぎりぎりのところまで前進したもの」
（内川 1989：386頁）であった。

同リポートは，「ローカル生番組」（Local 
Live Program）や公共的問題の議論に資する
番組を放送すること，過剰な広告を排すること
等を，公共の利益に寄与する番組編成業務の
要件と定めた。このうち「ローカル生番組」と
は，「地域の利益，活動，才能」を反映した番組，
また宗教的，教育的，市民的な事柄を適切な
時間配分において扱う番組，そして地域の経
済情報，農業情報，市民活動，政治活動など
を取り上げたニュース等を指し，地域コミュニ
ティの利益や活動が放送に適切に反映される
ことが目指されていた（FCC 1946：37）。

これ以後も，例えば1960年の「番組政策
に関する文書」（1960 Programming Policy 
Statement）では，地域コミュニティの住民が
何に関心を持っているかを調査し，そのニー
ズに応えていくことが「公共の利益」に合致す
るとされたほか，1970年代に出された「プラ
イムタイム・アクセス・ルール」や「フィンシン・
ルール」といった一連の諸規則も，放送界に
おいて増大する3大ネットワークの影響力を
牽制しつつ，ローカル局の制作能力を確保す
ることで放送のローカリズムを実現しようと
いう政策的意図に導かれたものだった。さら
に「1967年公共放送法」によって成立した公共
放送ネットワークも，「地域コミュニティにお
ける様々な関係性を涵養し，コミュニティの
ニーズや増大する市民参加に応えるために，
利用可能なコンテンツやサービス資源の創出
に寄与すること」を，自らの大きな使命とし
て掲げている（CPB 2002）。

このようにローカリズムはつねにアメリカ
の放送政策，放送法制度における柱のひとつ

であり続けてきたが，1980年代のレーガン
政権下でその風向きが徐々に変わりはじめ，

「96年電気通信法」とそれと前後して進行し
たFCCによる所有規制緩和によって，その
変化は決定的となる。特に段階的に進められ
た所有規制の緩和は，放送のローカリズムの
実現という観点からすれば大きな後退を意味
するものであった。「96年電気通信法」での主
要な改正点は，放送局の複数所有の上限の撤
廃（従来12まで）と，全米視聴世帯への到達
率制限の25%から35%への引き上げ，同一テ
レビ市場内でのテレビ所有局数にかかわる規
制緩和，ケーブルシステムとネットワークの
相互所有の容認などであった。さらにFCCは
所有規制についての新規則を相次いで発表 2），
市場競争・自由競争を基礎とする競争政策に
よって放送業界，メディア界の大幅な垂直的
統合が促進されることとなる 3）。

こうした中，ネットワークとローカル局の
利害対立が次第に表面化していく。すなわち
所有規制緩和を求め，直営局の拡大による「規
模の経済」「シナジー（相乗）効果」を志向す
るネットワーク（=大手メディア資本）側と，
ローカル放送市場の権益やローカル放送の機
能を守ろうとするローカル局側の対立である。
この対立を端的に反映したのが，2000年から
2001年にかけて相次いだ4大ネットワークの
NABからの脱退である。NABは長きにわたっ
てアメリカの放送業界の利害を代表する団体
としてFCCや議会に対するロビー活動を行っ
てきたが，放送市場やメディア環境が変化す
る中で，ネットワークにとってNABに加入し
ていることのメリットが薄れたとの判断によ
るものであった。「同一業種がまとまっての
ロビー活動（水平的ロビー）からメディア資本
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単位によるロビー活動（垂直的ロビー）」への
転換（音 2001：138頁）が起こったのである 4）。
所有規制緩和を巡ってはその後，FCCの新規
則（2003年）にフィラデルフィア高裁が修正を
求める判決を出すなど二転三転が続く一方，
放送のデジタル化や「放送と通信の融合」も急
速に進展し，放送のローカリズムを取り巻く
状況はまさに混沌としている。

 3. 放送のローカリズムを巡る主要な論点

こうした中で開催された今年のNAB2007
年大会（4月16日～19日）では，ここ数年
の例に漏れず，携帯端末向け番組配信や
IPTV，その他「融合型」のサービスモデルや
ビジネスモデルが注目されたが，その一方で
ローカル局が今向き合っている課題はどのよ
うなものか，今後どのように生き残っていく
のか，といったテーマを扱うセッションも幾
つか開かれた。ここではそうした中から幾つ
かの論点を取り出し検討する。
①「融合」時代のローカル放送局

デジタル化やインターネットの普及が進む
中，アメリカのローカル局では，通常の放送
とは全く異なるサービスを地上デジタル放送
やネット上で行う試みが注目されている。

全米各地の地上ローカル放送局は，アメリ
カの地上波を支える主体として，一方では
ネットワークから配信される番組を放送しつ
つ，他方で地域のニュースや情報をローカル
ニュースや情報番組の形で放送し，全米のテ
レビ広告市場の約半分の市場を維持してき
た。特にローカルニュースは長らく「金のな
る木」（Mindich 2005：79）と呼ばれ，ロー
カルテレビ局にとってのドル箱的存在であっ
た。そして今なお，ローカルニュースは人々

に最もよく利用されるニュース媒体であり続
けている。例えばニュースディレクターの
職能団体であるRTNDA（Radio-Television 
News Directors Association & Foundation）
が去年10月に発表した調査報告書によると，
ニュース情報源として利用するメディアの第
1位がローカルテレビニュースで65.5%（以
下，ローカル新聞28.4%，ネットワークテレ
ビニュース28.3%，ローカルラジオニュース
14.7%，インターネット11.2%など）となって
いた（RTNDA 2006）。

しかしローカルテレビニュースの視聴者は
過去10年以上にわたって減少傾向が続いて
いる。独立系の社会調査機関，ピューリサー
チセンターの調査結果によると，ローカルテ
レビニュースの「定期的視聴者」は，1993年
の77%から2006年の54%へと13年間で23%
も減少している（The Pew Research Center 
2006）。そして同報告書は，こうした背景に
ブロードバンドの普及と，それに伴う視聴者
の情報行動の変化があるとしている。アメリ
カの4大ネットワークはここ2～3年の間に
インターネットへの番組やニュースの配信を
本格化させてきたが，ローカル局にとっても
またインターネット（ブロードバンド）時代，
デジタル時代を見据えた生き残りの方策を考
えることが緊急の課題となっている。

ローカルテレビ局のインターネット利用
は，これから本格化するという段階であるが，
今回のNABの会期中に行われたRTNDA
主催のセッション「News.2.0： Leading and 
Succeeding in the New Journalism World」
では，幾つかの方向性が提示された。特に4
大ネットワークのように番組をネット上に配
信・販売するようなモデルとは別の形で利用
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者・視聴者をどう取り込めるかに焦点が当て
られた。番組の単純なネット配信や販売では，
コンテンツの質，量，人気，知名度の点でネッ
トワークや大手メディア企業との競争には勝
てないと考えられているからだ。

パネリストの一人でビデオジャーナリスト
のM.Rosenblum氏は，「（インターネット時
代・デジタル時代の到来とともに）古い世界
が終焉し，安価なカメラと使いやすい編集機
材によって，高品質の映像を作成するという，
かつてテレビ局だけが排他的に持っていた地
位は無意味化された」と指摘，「たった十数
分のニュース原稿を読むためだけにニュース
キャスターに支払う何百万ドルもの金があれ
ば，数十人の優秀なビデオブロガーを雇用す
るべきだ」とした。そして，ニュース制作の
プロセスを広く市民に開放し，ブロガーや外
部のビデオジャーナリストを活用したり，地
元に住むブロガーが作るコミュニティサイ
ト，SNS等と連携しながら地域のきめ細かい
情報を収集していく体制（=News2.0）を確立
すべきだと主張した。

このほかにも幾つかの試みが注目されてい
る。例えばノースカロライナ州にあるNBC
系のローカル局WITNでは，Webサイト上
で地域の不動産情報を扱っている。地元で売
り出されている住宅等のビデオ案内「Video 
Home Tours」というサービスである。また同
局はニュースキャスターが同行するパッケー
ジツアーの販売等の試みもWebサイトを使っ
て行っており好評を得ている。一方，ロサン
ゼルスにある公共テレビPBSのメンバー局
KLCSでは，地元の中学・高校向けに教育教
材用の映像クリップを地上デジタル放送の帯
域を使って配信するサービスを行っている。

これはインターネットと地上デジタル放送と
を活用したシステムで，利用する教員は同局
のサーバーで使いたい映像クリップを検索・
視聴したうえで決定すると，KLCS側のサー
バーから地上デジタル放送の帯域を使って映
像クリップを受信することができる。

このようなネット独自のコンテンツやサー
ビス，またデジタル放送を組み合わせたサー
ビスなど様々な試みは，いずれも新しい伝送
路やプラットフォームを利用して人々の支持
を獲得したり，自局のPRをしたりすること
を通じて，放送の視聴者を少しでも回復させ
ようというものである。
②ローカルサービスの拡大を阻む

  「ケーブルマストキャリー」問題

アメリカでは1998年11月に地上デジタル
放送が開始され，比較的順調に放送エリアが
拡大してきた。NABによれば2007年6月現在，
全米211の市場で1,600の局（放送局全体の約
95%）がすでに地上デジタル放送を行ってお
り，ほぼ100%の世帯で視聴可能な状態となっ
ている。アナログ放送の終了も2009年2月17
日とすることが決まり，現在，地上デジタル
放送を巡っては，全米1億1,000万の世帯に
デジタル受信機を期限までにどう普及させる
か，という点に議論の焦点が移っている 5）。

地上デジタル化については当初，設備投
資が嵩

かさ

む一方で，それに見合った収益を見
込めないとして，特に小規模ローカル局や
公共放送のローカル局の間では消極的な事
業者が多かった。しかしここにきて地上デ
ジタル放送で可能となる多チャンネル放送

（Multicasting）による新たな視聴者獲得の期
待が寄せられている。すなわち，地上デジタ
ル放送ではデータ圧縮技術によって，一局が
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持つ6メガヘルツの帯域の中で，SD（標準解
像度）放送であれば最大4チャンネルまでの
送信が可能であるため，従来よりも多くの情
報，きめ細かいサービスが可能となり，その
結果より多くの広告収入が期待できる。NAB
は，多チャンネル放送が「視聴者により多く
の選択をもたらし，より多くのローカル放送，
ローカルサービスを可能にする」とし，その
具体例として以下のような例を挙げている 6）。
・24 時間の気象情報
・ローカルニュースの更新や再放送
・地域の大学や高校のスポーツ中継
・地域の出来事に関する地方政府の会議な

どの情報
・超ローカル（“hyper local”）なニュース

や気象情報
・地方の音楽やコンサートの映像
多チャンネル放送は，すでに全米で600近

い局が始めているが，ネックとなっているの
が地上波再送信の問題である。ケーブルテレ
ビや衛星放送の普及が進んでいるアメリカで
は地上放送を直接受信している世帯はおよそ
2,100万世帯と，全テレビ視聴世帯の20%弱
に過ぎない。多くの世帯はケーブルテレビや
衛星放送経由で地上波を受信している。特に
ケーブルテレビ加入世帯は全テレビ視聴世帯
の60%近くに上る。従ってケーブルテレビ
が地上デジタル放送の多チャンネル放送を再
送信しなければ，各地上放送局にとっては多
チャンネル放送のメリットが活かせない。

FCCは地上波再送信については，2001年1
月，デジタル放送への移行期間中の措置に関
する規則を制定し，ケーブルテレビ事業者の
判断で，アナログ放送かデジタル放送のいず
れかの主要1チャンネルを選択し再送信する

ことを義務づけ，2005年2月にもFCCはこ
の義務づけを再確認している。つまり，デジ
タルとアナログの両放送の再送信は義務づけ
られず，仮にある局が4チャンネルの多チャ
ンネル放送を行っても義務として再送信され
るのは1チャンネルのみという状況である。

この，いわゆる「ケーブルマストキャリー問
題」を巡ってはNABとケーブルテレビ事業者
の間で激しい対立が続いてきた。今年のNAB
では恒例の会長基調講演でレア会長がこの問
題に触れ，地上テレビ局が放送する様々な番
組，地域向けに無料で提供されるサービスへ
の接触機会を視聴者から奪い取り，地上デジ
タル放送の可能性を著しく制限していると厳
しく批判した。一方，ケーブルテレビ事業者
側は1チャンネル以上の再送信の義務づけは，
ケーブルテレビサービスの伝送容量を大きく
圧迫するばかりか，事業者の「言論・表現の
自由」を侵害するものでもあるとして一貫し
て反対している。ケーブルテレビ事業者の業
界団体NCTA（全米ケーブルテレビ事業者連
盟）は，地上デジタル放送の多チャンネル放
送すべての再送信を求めるNABを「契約者か
らの加入料によって維持されているケーブル
テレビシステムへの“タダ乗り行為”」だと反
批判している（NCTA 2005）。

FCCはこれまでのところ，この問題は決着
済みとのスタンスを取っており，公共放送の
団体APTS（公共テレビ放送協会）とケーブ
ルテレビ業界が多チャンネル放送の再送信に
道を開く協約を2005年1月に結んだことを挙
げ 7），商業テレビ局も自主的・個別的な交渉
によって解決すべきだとしている。ローカル
局にとってこの問題は今後，死活問題となり
かねないだけに，NABは今後もFCCや議会
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に継続的に再検討を働きかけるとしている。
③XM・シリウス合併問題とローカル放送

ローカルニュースや情報の提供はローカル
局の専売特許ではなくなりつつある。これ
まで全国向けのサービスが中心だったケー
ブルテレビ業界でもここ数年，地域向けの
ニュースや情報番組枠を少しずつ増やす動
きが出ている。これは地域向けサービスが
できない衛星放送に対抗する意味があるほ
か，アナログからデジタルへのサービス転換
を進めていくうえで，デジタルサービスによ
る付加価値を視聴者にアピールする必要もあ
るからだ。例えば，最大手のコムキャストは
ここ数年，サンフランシスコベイエリアにお
いて，ローカル情報を充実・強化する取り組
みを進めている。コムキャストのベーシッ
クパッケージに入っているCNNのチャンネ
ルでは「Headline News」放送後の毎時54分
から5分間，「Comcast Local Edition」という
ローカル放送枠が設けられている。この枠で
は地元の政治家や地域のリーダーなどへの
インタビュー番組を放送，2003年にスター
トして以来延べ1,000人へのインタビューを
行っている。また，2005年9月に電話事業
者であるベライゾンが始めたIPTVサービス

「FiosTV」でも，地域のビデオジャーナリス
トらを活用する「超ローカル番組」を制作し
ている。現在はワシントンD.C.にあるパイ
ロット局での実験段階であるが，契約者獲得
の切り札のひとつになり得るとして順次エリ
アを拡大する予定である。

こうした様々な動きの中，今年のNAB大
会で論点のひとつとして議論されたのが衛星
デジタルラジオ2社の合併問題である。アメ
リカでは地域放送を中心とした地上ラジオ

放送のほかに，有料で全国向けサービスを中
心とした衛星デジタルラジオが，XM，シリ
ウスの2社によって放送されている。XMは
2001年9月から，シリウスは2002年7月から
サービスを開始し，両社ともに月額12.95ド
ル（約1,560円）であわせて300チャンネル以
上が提供されている。自動車などに設置され
た専用受信機を使って全国どこでもCD並み
の音質で聴取できることが人気を呼び，加入
者はXMが約800万人，シリウスが約660万
人である（2007年6月現在）。しかしこの両社
が今年3月，FCCに合併を申請，NABはこ
の合併に強く反対している。

反対には幾つかの理由がある。第一に，す
でに多数の契約者を獲得している両社が合併
し，ローカルサービスを強化させれば全米各
地域の地方ラジオ局にとって大きな影響が出
るのは避けられないこと，第二に，合併が今
後，放送局の所有規制の更なる緩和への呼び
水となる可能性があること，そして第三に，
そもそもFCCは衛星ラジオ放送業界に2社が
併存することを条件に免許を与えたのであっ
て，合併は文字通り業界の独占となり視聴者・
消費者の利益に反すること，などである。

NAB大会では，毎年恒例のFCCの委員を
迎えたセッションにおいて，レア会長がこの
問題を取り上げ，FCCの見解を正した。出
席した共和党のD.テート委員は「この申請に
ついてどう決定するかは非常に重要な問題で
あり，関連資料にできるだけ目を通し，多角
的に検討している段階だ」と述べるに留まっ
たが，民主党のM.コッブス委員は「自分はメ
ディア統合に反対の立場だが，マーティン委
員長にとっても簡単には結論が下せない問題
だと思う」と，FCC内でも見解が分かれてい
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ることをうかがわせた。
現在のところ，テレビ局，ラジオ局の所有

規制問題全般に関しては，規制緩和の後ろ盾
となっていた共和党が中間選挙で議席を大
幅に減らしたこともあって，来年秋の大統領
選挙後までは大きな進展はないと考えられ
ている。またXM，シリウスの合併について
もFCCがこの段階で許可することはないだ
ろうという見方が強いが，所有規制の緩和や
メディア統合の進展は，ローカル局の経営や
サービスに直結する問題であるだけに今後も
予断は許さない。

 4. 課題と展望

NAB大会の会長基調講演で，レア会長は，
地上放送業界の今後の大きな課題のひとつ
は，自らのメディアイメージをいかに再構築

（re-branding）できるかであると強調した。21
世紀に向けて新しい事業展開を図るうえで，
使い古され，力を失った言葉や概念ではな
く，新たな言葉による地上放送の再定義が必
要だというのである。例えば，アメリカの地
上デジタルラジオ方式であるIBOC（In-Band 
On-Channel）は，すでに人口に膾

かいしゃ

炙していた
「HDTV」にヒントを得て「HDラジオ」という
愛称を採用，これによって多くの人々の理解
を促進することに成功したと指摘した。同氏
は「free-over-the-air broadcasting（地上無料
放送）」という概念自体がすでに古びて意味内
容が不明瞭になっており，デジタル化，ネッ
トワーク化が進む今こそ，放送全体に渡る自
己再定義が必要だとした。

こうした指摘は，裏を返せばアメリカの地
上放送業界，とりわけ地方のテレビ局やラジ
オ局が置かれている困難な現状の表現にほ

かならないと言える。アメリカのローカル放
送局は，放送と通信の融合やデジタル化への
対応，所有規制の緩和，視聴者離れ等，様々
な大きな課題に直面し，次の時代に向けた明
確な将来像が描けないでいる。そしてそれは
アメリカの放送における「ローカリズム」の
理念自体を揺るがしてもいる。“Rich Media, 
Poor Democracy”などの著書で知られるイリ
ノイ大学のR.マクチェスニーは，NHKのイ
ンタビューに答えて次のように言っている。

「アメリカは連邦制度の国であり，同じ程
度の発展を遂げた世界の他の国々と比べ，地
方政府の役割が大きい。そのためローカル放
送局の役割は極めて重要だ。～（中略）～ロー
カル局はアメリカの政治体制がどのように機
能するかに大きな影響を及ぼしている。それ
ゆえにアメリカのローカルジャーナリズムの
危機は，アメリカのテレビにとって最大の危
機になっている。」8）

無論，こうした危機を招いた原因のひとつ
は当のローカル局自身にあるという指摘も少
なくない。例えばD, Mindichは，行き過ぎ
た商業主義的傾向の結果として，ローカル番
組の質が極端に低下し，そのことが視聴者離
れを招いているのではないかと指摘している

（Mindich 2005：81）。そして，どのローカル
ニュース番組を見ても「残虐場面，殺人事件，
レイプ，暗殺，その他もろもろの犯罪のオン
パレード」になっており，地元地域の政治社
会的問題を正面から扱うニュース番組は殆ど
なくなっているという。

また，先にも紹介したRTNDAの調査に
おいても，テレビニュースが「どれも殆ど同
じに見える」という回答が60.4%と，「異なっ
ている」の36.3%を大幅に上回っており，特
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にこの傾向は若年層ほど強いという。そして
多くの人が，ビジネスや広告がテレビニュー
スに影響を与えていると考えており，ローカ
ルテレビニュースのあり方を改善する方策と
して，「取り上げるローカルニュースの量を
増やす」37%，「より深い調査報道を増やす」
32%，「中核都市のニュースだけでなくより
広い地域をカバーする」10%などが挙げられ
ている。こうした結果からも，ローカル局が
今後もローカリズムの担い手として生き続け
るためには，メディア環境の変化に対応し，
様々な取り組みや戦略を模索するだけでな
く，地域の人々が必要とする本当の意味での
ローカルサービスとは何かということが再度
吟味される必要があると言える。
 

日本でも地上ローカル民放局の経営状況の
悪化が指摘され，いわゆる「マスメディア集
中排除原則」の緩和がここ数年議論の対象と
なってきた。ローカル局とネットワーク（キー
局）の力関係やそれぞれの広告市場の規模，
また地上波と衛星放送・ケーブルテレビなど
有料多チャンネルサービスとの関係など，日
本とアメリカとでは事情が大きく異なる面も
ある一方，デジタル化やインターネット（ブ
ロードバンド）の普及を背景にした「放送と
通信の融合」の進行，地上波の地位の相対的
縮小といった状況には一定の共通性もある。
アメリカの放送の多様性を担保するものとし
て位置づけられてきたローカリズムがこれか
らどのような変遷を辿ることになるのか，日
本の地上放送業界の今後のあり方を考えるう
えでも継続的に注目していく必要がある。

（よねくら りつ）

注：
1）通信法条文の邦訳については，以下の文献を参

考にした。財団法人国際通信経済研究所『米国
通信法対訳』1997 年

2）1999 年のラジオ・テレビ相互所有規制に関す
る新規則や 2003 年の到達視聴世帯の上限を
35% から 45% に引き上げる新規則など。詳細
は池田正之（2005）を参照のこと

3）ディズニーによるABC の買収（1995 年），バイ
アコムによるCBS 買収（1999 年）など。他にも
AT&TによるTCI の買収（1998 年），タイムワー
ナーとAOL の合併など（2001 年），大手メディ
ア資本同士による再編，合併などが続いた

4）その後，2005 年に ABC が，また今年 4 月には
NBC が NAB に復帰した

5）アメリカの地上デジタル化に関する詳細は，隈
部（2007），米倉（2007）等に詳しい

6）NAB, About Multicasting, NAB Homepage, 
http：//www.nab.org/

7）APTSのプレスリリース（05年1月30日），同（05
年 2 月 2 日）など参照

8）NHK スペシャル取材班によるインタビュー
（2005 年 3 月）
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