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インターネットの急速な普及とデジタル技術の高度化を背景に，放送・通信融合サービスが世界各
地で始まっている。インターネットを経由したテレビ番組のVOD（ビデオオンデマンド）視聴はその典
型的なサービスで，2007年を境に商業放送・公共放送を問わず，放送事業者のインターネット・サー
ビスの中心にすえられている。しかし，インターネットは視聴者（ユーザー）が好みのコンテンツや番
組をいつでも取り出すことを可能にするだけでなく，様 な々情報を検索し，加工し，発信することも技
術的に可能にする。こうしたインターネットの特性を認識すると，放送事業者はVODという形態にと
どまらず，様 な々サービスの可能性を模索しなければ，自由自在にインターネットを操る視聴者の進化
に置き去りにされるかもしれない。とりわけ，公共放送は，技術の革新と視聴者の変化に敏感でなけ
れば，本来担ってきた「ユニバーサルな提供」という公共的使命を果たすことができなくなるだろう。

日本のNHKは，改正放送法によって2008年12月から家庭のパソコンでテレビ番組をオンデマン
ド視聴できるサービスを新たに始める。また，YouTubeやジューストなどネット配信企業と連携する
など，様々な試行を重ねている。海外メディア研究グループは，世界の主要な公共放送によるイン
ターネット・サービスに関する実態調査を行った。技術革新と普及の速度は予想以上に早く，公共
放送によるインターネット・サービスは日々変化している。このシリーズでは，できる限り公共放送の
インターネット・サービスの現状をリポートするとともに，公共放送が「放送サービス」の概念を越えて，
インターネットをメディアとして取り込んだ時代に，これまで立脚してきた公共放送理念をどのように
再構築するのか，どのような課題が残されているのかを考察する材料を提示したいと考えている。

調査の対象は，

1. アメリカPBS  ～「市民参加の場」としての公共放送へ～
2. イギリスBBC  ～デジタル公共コンテンツを360度展開へ～
3. フランスFrance Télévisions  ～ VODサービスの先駆者～
4. ドイツZDF  ～若年層を振り向かせ，高年層をつなぎとめる～
5. 台湾・公共放送グループ/香港・RTHK  ～“市民記者”に活躍の場を提供～
6. 韓国KBS  ～本放送の補完的役割を担う～

この号よりシリーズ連載で報告する。
（海外メディア研究グループ）

   シリーズ

   世界の公共放送の
              インターネット展開
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 １. はじめに

2008年の今，私たちの日常でインターネット
なしの生活が難しいのと同様に，テレビの世界
でも，インターネットを使わない放送事業は成り
立たないと言っても過言ではない。それは，イ
ンターネット発祥の地・アメリカで特に顕著であ
る。番組のストリーミング配信，ビデオオンデ
マンド（VOD），アーカイブ・サービス，ホーム
ページ（HP）のチャットやブログ，メールといっ
た双方向コミュニケーション，など。アメリカを
はじめ世界の多くの放送局では，番組コンテン
ツをより多くの人に配信する伝送路・プラット
フォームとして，今やインターネットはテレビと
並んで重要な柱に位置づけられている。

シリーズ一回目のこの報告では，まずアメリ
カの商業放送局のネット展開，さらに公共放送
PBSのネット利用の現状と特徴をいくつかの具
体例をあげて検討し，今後の公共放送におけ
るインターネット利用のあり方を考えるきっかけ
のひとつとしたい。

 ２.アメリカ商業放送のインターネット展開

4大ネットワークを中心としたアメリカの商業
放送局は，2006年に番組のインターネット配信
を始めた。現在のネット利用の状況を一言で表
せば，それぞれの局の独自サイトで人気番組を

提供する段階から，外部のメディアと提携・協
力してさらに多様なサービスを展開する段階に
入ったと言える。

各ネットワークでは，自局のサイトで多くの人
気番組のフル・エピソード（短縮版やダイジェス
トではなく，完全版）を提供している。形態は，
無料の広告モデルが中心で，料金をとらない代
わりに，スポンサーのＣＭはスキップできない。
NBCでは，『Heroes』や『The Tonight Show 
with Jay Leno』など20以上の番組をストリー
ミング視聴できるほか，一部ダウンロードでき
るものもある。ABCでは，『Lost』，『Desperate 
Housewives』，『Grey's Anatomy』など20を
こえる人気番組が用意され，一部はHDの高
画質で提供されている。CBSでは，『CSI』，

『Late Show with David Letterman』など，
現在放送中の30以上の番組が見られるほか，

『Perry Mason』，『The Twilight Zone』など
の懐かしの番組にアクセスすることもできる。
FOXも，『Bones』，『The Simpsons』など20
余りの人気番組を出している（いずれの放送局
も，フル・エピソードへのアクセスはアメリカ国
内からのみに限定）。番組コンテンツをテレビ，
インターネットなどあらゆる伝送路で展開して，
たくさんのユーザーに接してもらおうという狙い
からである。

そして，ここ1 ～ 2年の新たな傾向として
は，それぞれの放送局がほかのメディアとパー

アメリカ・PBS
～「市民参加の場」としての公共放送へ～

メディア研究部（海外メディア）  柴田　厚

第 1 回
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トナーシップを結び，より多様なサービスを始
めていることがあげられる。ABCは，報道部
門のABCニュースが去年，ソーシャルネット
ワーキング・サービスの「Facebook」と提携し
た。全米3,500万人のFacebook利用者にABC
ニュースへアクセスしてもらうのと同時に，大統
領選挙の世論調査やディベート番組などへの協
力を得やすくする狙いもある。

NBCは去年，FOXと共同で動画配信のた
めの合弁会社「hulu」を作り，今年3月から
正式にサービスを開始した。huluは，NBC，
FOXに加え，ワーナーブラザースやMGM，ソ
ニーピクチャーズなど50 社以上から提供され
る多くのテレビ番組や映画，ビデオクリップな
どをすべて無料で配信する。視聴者からの投
稿ビデオが中心のYouTubeがしばしば著作権
で問題になるのに比べて，huluは映像の合法
性，質の高さを売り物にしている。

CBSは去年8月，「Audience Network」とい
うサービスを開始した。これは，CBSの番組を
見るためにCBSのHPにアクセスしてもらうので
はなくて，逆にユーザーが普段利用しているサ
イトにCBSのコンテンツを展開させていくもの
で あ る。AOLやMSN，Yahoo!，YouTubeな
ど300以上のサイトと提携していて，それぞれ
のサイトからCBSの7万本以上のコンテンツに
アクセスすることができるようになっている。

このように，アメリカの商業放送局では，番
組配信については，有力コンテンツを企業や業
種の壁を越えてあらゆる形で露出・展開させて
いく戦略が一般的になってきている。

また，そうした番組を媒介にして，ユーザー
同士のコミュニケーションをはかる仕組み作り
にも力を入れている。映像再生ウィンドウの横
にはメールやブログ，チャットなどのアイコンが

つき，前出のhuluには“embed”という機能
が付加されている。embedでは，自分のブロ
グなどに気に入った番組やビデオの一部を埋
め込むこと（embed）ができ，それを多くの人
に見てもらい，視聴者層を広げたり，話題に取
り上げてもらうことを目的にしている。

このように，放送以外のプラットフォームを
使ったコンテンツ展開，さらにその内容を媒介
にして，ユーザー同士の話題作り，コミュニケー
ション支援を行うといった形で，アメリカの商
業放送局のネット利用は活況を呈している。

 ３. PBS（Public Broadcasting Service）

  3-1. 小さな公共放送　

次に，公共放送について見てみたい。アメリ
カの公共放送でも様 な々インターネットサービス
が行われている。一般に「公共放送」という時，
日本のNHKやイギリスのBBCとあわせて，ア
メリカのPBSを思い浮かべる人も多いと思うが，
前2者と，PBSは大きく異なる。その違いを一
言で表せば，NHKやBBCが「大きな公共放送」
であるのに対して，PBSは「小さな公共放送」
ということである。それは，商業放送局と比較
した場合，成立の歴史や財政規模，視聴率な
どから明らかである。

放送の歴史で見ると，日本，イギリスでは，
1920 年代にNHKとBBCの母体がラジオ放送
を開始し，商業局がそれに続いた。これに対
してアメリカでは，大学や地域コミュニティが
運営する各地の非商業教育ラジオ（公共放送
の前身）が地域向けに小規模な放送を行って
いたが，本格的なネットワーク放送はNBCと
CBSが第二次大戦前から開始した。その後テ
レビ放送が始まり，1954 年にはNBC，CBS
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ともにカラー放送も始めたが，非商業テレビ局
の連合体としてPBSが設立されたのは1969
年のことである１）。

事業収入の面で見ると，日本ではNHKの
7,371億円に対して，民放のフジテレビが5,754
億円，日本テレビが3,421億円（いずれも2007
年度）など，公共放送が上回っている。イギリ
スでもBBCの46 億3,210万ポンド（約9,820 億
円・2006年度）に対して商業局のITVは20 億
8,200万ポンド（約4,413億円・2007年度）と，
BBCが倍以上の規模となっている。一方，ア
メリカPBSの場合，2005年度の公共放送の総
収入は約24億ドル（約2,592億円）で，CBS
の約140 億ドル（約1兆5,120 億円）をはじめ，
NBCやABCのネットワークに比べると，財政
規模の差は歴然としている。

さらに，アメリカでは視聴率についても商業
放送がリードしている。2006-2007シーズンの
プライムタイムの平均視聴率は，FOXを含め
た4大ネットワークが5.5 ～ 7.4％なのに対して，
PBSは1.4％にとどまっている２）。後発で，財
政的，視聴率的にも商業放送よりスケールの
小さなPBSは，「小さな公共放送」と言うこと
ができる。

  3-2. 組織と財源　

それは組 織のあり方についても言える。
NHKやBBCは，それぞれの首都にある本
部局が十分な取材・制作体制と放送設備をも
ち，各地にある放送局を統括する中央集権的
な組織で放送を行っている。しかし，アメリカ
の公共放送は大きく異なる。一口にPBSとい
うが，PBSという放送局はない。PBS（Public 
Broadcasting Service）は，全米各地にある
非商業放送局（メンバー局）のゆるやかな連合

体の総称である。PBS本部はワシントンDCに
近いヴァージニア州アーリントンにあり，本部で
は番組制作は行わない。本部の中心的な業務
は，全米の放送局やプロダクションが制作した
番組を調達し，放送を行うメンバー局に配信す
ることである。

実際に番組を作り，放送するのは，全米に
355（2008年7月現在）あるメンバー局で，代
表的なものとしてはボストンのWGBH，ニュー
ヨークのWNET，ワシントンDCのWETA，
ロサンゼルスのKCETなどがある。それぞれの
放送局は自主性・独立性が高く，番組編成や
放送局の運営方針などは各局が独自に決める。
アメリカという国の成り立ちと同様に，まず各
州（各メンバー局）の自治（放送）が最初にあり，
連邦政府（PBS本部）は，地方の独自性を尊重
しつつ，国家（公共放送）として全体をまとめよ
うとする。このようにアメリカの公共放送の組
織は，中央に機能と権限が集中する日本やヨー
ロッパの公共放送と異なり，脱中心的・分権的
であるところが特徴である。

さらに，PBSの財源についても触れておきた
い。アメリカの公共放送には，日本やイギリス
のような受信料制度はない。公共放送の財源
は，個人からの寄付金，アンダーライティングと
呼ばれる企業からの拠出金，CPB（Corporation 

PBS本部
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for Public Broadcasting，公共放送協会）を
通じて受け取る連邦政府交付金，州や地方自
治体からの交付金，財団からの拠出金など多
岐にわたっている。2005年度で見ると，公共
放送全体の収入は23億9,523万ドルで，この
うち最も割合が多かったのは個人からの寄付
金で26.5％を占める。さらに，連邦政府交付金

（16.3％），アンダーライティング（15.3％），州政
府交付金（12.5％）などが続く。

このうち連邦政府交付金については，税収
の状況や時の政権の意向によって左右される
ものであるため，公共放送側は財源の不安定
さに常に悩まされてきた。現にブッシュ大統領
になってからの8年間は毎年，政権側から公
共放送に対する政府交付金の削減が提案され
てきた。これに対して，公共放送の利益を代
表してロビー活動を行うAPTS（Association 
of Public Television Stations，全米公共テレ
ビ連盟）が押し返すことで，一定の交付金を確
保してきた 3）。また，個人寄付金やアンダーライ
ティング（企業拠出金）を増やし，財源を安定
させるため，PBSの各メンバー局は地道な努力
を続けている４）。

  3-3. 視聴者からの評価　

財政面や視聴率で課題のあるPBSだが，放
送局としての評価は高い。毎年いくつもの番
組が，エミー賞など権威のある賞を受賞して
いる。2007年の1年間で見ても，『NOVA』や

『FRONTLINE』，『Masterpiece Theatre』，
『Sesami Street』をはじめとする番組が，エ
ミー賞34部門，アカデミー賞1部門，ピーボ
ディー賞8部門 5）などを受賞した。

PBSがどのくらいアメリカ国民の支持を受け
ているかについて民間の調査会社が行ったア
ンケートでは，裁判所など7つの公共機関の中
で，PBSが「最も信頼できる組織」という結果
が出た。さらに，テレビ報道機関の部門では，
4大ネットワークなどの商業局を抑えて信頼度
でPBSがトップだった。一方で，回答した人
の半数以上が，政府からPBSへの財政援助
は「少なすぎる」と回答している 6）。多くの人が
PBSの業績を評価し，財政的な安定を望んで
いることがわかる。

このようにアメリカのPBSは，世界の中では
やや特異な形の公共放送として，様 な々課題を
克服しつつ，アメリカ国民の支持を得て，独自
の存在感を示してきたと言える。

  3-4. VOD中心のインターネットサービス

では，そうした「小さな公共放送」PBSのデ
ジタルへの取り組み，インターネットへの関わり
はどうだったのだろうか。

PBSのデジタル化の取り組みは早かった。ア
メリカでは1998年にデジタル放送が始まった。
PBSでは，デジタル化について，放送設備の改
修などで財政的負担は増えるが，その一方で，
新しい技術によってこれまでにない様々なサー

個人寄付金
633,875

その他   136,750

CPB交付金
（連邦政府交付金）
 390,000

16.3％
12.5％

15.3％

7.8％

6.8％

5.7％

26.5％

（単位 1,000 ドル）オークション
11,189  0.5%

その他大学
20,834  0.9%

私立大学
38,708  1.6%

政府助成金
66,005  2.8%

地元自治体
81,887  3.4%

財団
163,050

州立大学
187,013

アンダーライティング
365,600

州政府交付金
300,318

計
2,395,229
100.0％

図 1　公共放送の収入内訳（2005 年度）

（出典：CPB Annual Report 2005）
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ビスが可能になるチャンスととらえた。そして，
「デジタルのすべてを使う」をキャッチフレーズ
に，3つの事業にのりだした。すなわち，①高
画質のHD番組，②多チャンネルで多様なニー
ズに対応できるマルチキャスト，③コンピュー
ターなどのデジタル技術と融合した双方向の付
加情報番組（Enhanced Programming）であ
る。人気番組をHDの鮮明な映像で放送した
り，全国向けと地域向けの番組をマルチチャン
ネルできめ細かく提供したり，HP上で放送に
付加価値をつけた情報を載せたりした。

このうちインターネットの取り組みについて，
PBSのサイト「pbs.org」上で展開されているビ
デオオンデマンド（VOD）と情報サービスを具
体例として検討してみる。VODは公共放送，
商業放送を問わず，インターネットを使ったサー
ビスの中心的なものである。

VODは，PBS本部がHP上で行うものと，メ
ンバー各局がそれぞれの地域でそれぞれのHP
で行っているものがある。また，地域のケーブ
ルテレビ会社と提携して，ケーブルにVODを委
託しているケースもあり，形態は様々である。

配信は，無料ストリーミング・サービスと，アッ
プル社の「iTunes Store」などを通じて行う有
料のダウンロード・サービスがある。有料のも
のは，番組1本が1ドル99セントから売られて
いる。無料サービスは，PBSの番組からピック
アップされたものをストリーミング視聴できるよ
うになっている。そして，PBSで特徴的なのが，
番組本編そのものを流すのと同時に，その番
組に関連する多種多様な付加価値情報をイン
ターネットで提供する“情報サービス”である。
これについては，後述する。

PBSのどんな番組がVODサービスされてい
るかを示したのが，表1である。

科学番組で高い評価を得ている『NOVA』
や，NHKのBSでも放 送されて いる『News 
Hour with Jim Lehrer』，歴史と人物に焦点を
当てた『American Experience』，長寿の自然
番組『NATURE』，さらに硬派の社会派ドキュ
メンタリー『FRONTLINE』など，いわば PBS
の“看板番組”で，その数は24にのぼる（2008
年7月現在）。商業放送のVODがエンターテ
インメント性が強いのに比べて，PBSは歴史
ものや科学番組，ドキュメンタリー，公共問題

（public affairs）を扱ったスタジオ番組など，い
わば“硬派”のものが主流である。

実際にVODの画面を開いてみる。PBSの
トップページ左下にあるWATCH ONLINEを
クリックすると，アクセスできる24の番組一覧
が表示される。今回は，ここからボストンの
WGBHが制作している『FRONTLINE』を取り
上げる。去年1年で4,000万件のヒットがあった
人気サイトである〔http://www.pbs.org/wgbh/
pages/frontline/view/〕。

表 1　PBS の VOD サービス　

○ American Experience ○ NerdTV 

○ Antiques Roadshow  ○ The Online NewsHour

○ Art:21 ○ Nightly Business Report

○ Bill Moyers Journal ○ NOVA

○ CEO Exchange ○ NOW

○ EXPOSÉ ○ R&E NewsWeekly

○ FRONTLINE ○ Tavis Smiley 

○ FRONTLINE/World ○ This Old House

○ History Detectives ○ The War

○ Independent Lens ○ Washington Week

○ Julia Child ○ Wide Angle

○ NATURE ○ WIRED Science

     （ PBS  HPより）
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  ４. FRONTLINE Online 

  4-1. 「番組」プラス「情報サービス」　

『FRONTLINE』は時事問題を扱う，PBS
を代表するドキュメンタリー番組で，今年で放
送 25年を迎える長寿番組である。VODとは
いっても毎週の番組がアップされているわけで
はなく，おおむね月平均1本ずつリストに加え
られていて，2001年から現在までのおよそ70
本の番組を見ることができる。今回は，今年
2月に放送された「Rules of Engagement（交
戦規則）」を取り上げる。この番組は，イラク
戦争中の2005年にイラクのハディサで24人の
イラク人が殺害された事件への米軍の関与を
追ったドキュメンタリーである。

番組名をクリックすると，この回（エピソード）
に関してアクセスできる情報が一覧できるページ
に移る。60分の番組本編は8つのパートに分け
られていて，途中からでも視聴できるようになっ
ている。それに加えて，インターネットならでは
の様 な々“情報サービス”にアクセスできるのが
大きな特徴である。その一部を紹介すると，

● Analysis ～番組のポイント
● Quiz ～番組題材についての基礎知識
● Interviews ～番組では一部のみ使用されて

いるインタビューの長編字おこし
● Web-Exclusive Video ～番組では使用され

なかったインタビューのビデオ
● Join the Discussion ～視聴者からの意見の

投稿欄
● Live Chat with Producer ～チャットを通し

て担当プロデューサーに直接質問
● Reading and Links ～関連の文献，リンク

の紹介
● DVD & Transcript ～番組 DVD の購入と

番組コメント全文紹介

● Press Reaction ～新聞や放送など他メディ
アの記事・リポートを紹介

● Journalistic Guidelines ～報道指針

などである。このうちのいくつかについて，少
し詳しく見ていく。

Web-Exclusive Video

その名のとおり，ウェブ上でしか見られな
い映像（インタビュー）である。テレビの常と
して，取材・収録したインタビューすべてを
番組に使用することは不可能で，通常，最も
重要な部分を短く効果的に使うことがほとん
どで，使われずじまいになってしまうものもあ
る。特にニュースでは，収録したインタビュー
を一言だけ使う「サウンド・バイト」という手
法が，発言が短すぎて真意を伝えていないと
しばしば批判の対象になっている。それでも

『FRONTLINE』などのドキュメンタリーは，
当事者の証言を積み重ねていく手法をとるた
めインタビューを重視し，ニュースに比べれば
長めに使われている。Web-Exclusive Video
では，番組からこぼれてしまったインタビュー
を数分単位で，ユーザーに提供しようというも
のである。動画で取り上げなかった人について
は「字おこし」した長文のインタビューを読む
ことも可能である。つまり，「放送プラスα」を
めざしている。
Live Chat with Producer

チャット画面上で，日時を決めて，番組を
作ったプロデューサーに直接意見などを送り，
答えをリアルタイムで聞くことができる。この回
では，放送翌日の2月20日の午前11時から，
番組担当プロデューサーのアラン・ラスが参加
し，視聴者からの質問に答えた。内容は，米
軍・イラク側双方を公平によく取り上げたとい
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うものから，元軍人の意見として，戦闘現場の
実態も知らないくせにといった厳しいものまで
賛否両論が寄せられた。それに，プロデュー
サーがチャットで答えを寄せている。字数や時
間の制約もあり短めの回答が多いが，それで
も，担当者に直接わたりあえる貴重な場であり，
そこには，番組を一方的に「送る・受ける」だ
けではない，よい意味での緊張感がうかがえ
る。チャット終了後は内容が公開され，どんな
やりとりがあったか読むことができる。
Reading and Links

番組で取り上げた出来事についての参考文
献や参考サイト，さらには同じ事件を他のメ
ディアはどう取り上げているかなどを紹介し
ている。興味深い例として，この事件をマガ
ジン形式のドキュメンタリー番組として有名な
CBSの『60ミニッツ』も取り上げており，リン
クが張られて，そのリポートに飛ぶことができ
る。ふつう大きな事件事故では，同業他社が
同じ題材をどう扱うか内心は気になっていて
も，それをHP上のリンクに張りだして比較で
きるようにすることは，日本ではなかなか考え
にくい。そこには，視聴者・ユーザーに多角
的な見方を提供しようという，制作者の姿勢
が見える。さらに，軍関係の資料や公式コメ
ントなども掲載して，ファクトをより多く提示し
ようと努力していることがうかがわれる。
DVD & Transcript

PBSのHPから番組を視聴するのはストリー
ミングのみだが，番組を自分の手元に置いて
おきたいという人は，PBSショップを通じて
DVDを購入することもできる（24.99ドル）。ま
た，番組台本のすべてのナレーションコメン
トも手に入る。オープニングのタイトル・コー
ルから最後のスタッフ全員の名前クレジットま

で公開されていて，印刷すると30ページのボ
リュームだった。

  4-2. 情報へのアクセスを保障　

このように『FRONTLINE』のHPでは，テ
レビの放送時には盛り込み切れなかった多くの
情報が，インターネットの特性を生かして提供
されている。いくつにも枝分かれしていく情報
の網を，あるテレビ関係者は“知の深い森”に
入るようだ，と表現していた。これについては，
25年前の番組開始時から『FRONTLINE』に
関わっているエグゼクティブ・プロデューサーの
デビッド・ファニング（David Fanning）氏の考
え方に負うところが大きい。ファニングＥＰは次
のように述べている。
「番組は，制作過程で集める膨大な情報の

要約に過ぎない。プロデューサーは，収集した

すべての情報に対するアクセスの方法を，視聴

者に提供する義務がある。」７）

つまり，放送で出たものがすべてではないと
いうこと，さらに，番組に関する情報を制作
者が独り占めすることは許されない，とファニ
ング氏は述べているのである。

こうした考え方について，例えば，番組内で
使用しなかったインタビューをネット上に出すこ
とで，視聴者や関係者から「なぜここを使った，
なぜここを使わなかった」と指摘されることも
ある。制作者の見識や価値判断が批判にさら
される。それについてファニング氏は「どんな
番組を作っても，どこを使っても，批判は出る
もの。自分の信じるところを説明し，あとは超
然としていればいい」としている。
『FRONTLINE』の考え方を取り入れるかどう

かは別にして，インターネット時代の番組作りの
姿勢として，そこには多くの示唆が含まれている。
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  ５. Online NewsHour 

  5-1. ニュース番組を「教育教材」に　

インターネットは，教育目的にも利用されてい
る。次は，NHKのBSでも放送されているニュー
ス番組，『News Hour with Jim Lehrer』を使っ
た“教育支援”の取り組みについて見てみたい。
PBSは教育放送局として始まり，長い歴史と
ノウハウを持つが，放送とは別に，「pbskids.
org」，「pbskidsgo.org」，「pbsparents.org」 な
ど，子供とその親を対象にした様々なインター
ネットサービスを行っている。一方，ニュース番
組として高い評価を受けているNews Hourで
は，中学・高校生を対象に，放送した内容を
使って授業を行うための様々な教材をHP上で
提供している。

PBSのHPからNews Hourのサイト，「Online 
NewsHour」にアクセスする。さらに，そこから
News for Studentsのタブを押すと，教育利用の
ためのページ，「Online NewsHour EXTRA」に
移 る〔http://www.pbs.org/newshour/extra/〕。
ここには，最近のニュースの中から，クラスで
のディスカッションや作文などに使用できる素
材が豊富に用意されている。

今回は，キューバのグアンタナモ基地に拘束
されている人に連邦最高裁判所が出した判決
のニュースを例として取り上げる。これは，今
年6月に連邦最高裁が，米軍のグアンタナモ基
地内にある収容施設に拘束されている「敵性戦
闘員」にも，合衆国憲法で認められた「人身保
護令状」を請求して司法の場で争う権利を与え
るべきだと判断したもので，ブッシュ政権にとっ
ては手 痛い判決だった。Online NewsHour 
EXTRAでは，放送内容を元に高校生向けに
わかりやすく書きなおした原稿を用意し，それ

を元に，イラクとアフガニスタンでの戦争の是
非，安全保障と人権擁護のバランス，アメリカ
とキューバの歴史的関係，憲法解釈などについ
て，多角的に討論したり，作文を書くことを推
奨している。そのためにサイトでは，ディスカッ
ションを進める際の注意点や生徒への指導上
のポイントをまとめた教師用テキストとも言える
何通りかの「授業プラン」や，実際に生徒に配っ
て回答を書かせるための「ワークシート」などが
用意されている。さらにインターネットの特性を
生かして，関連サイトや関連する記事のURLが
数多く表示され，その中にはグアンタナモ基地
のオフィシャル・サイトも含まれていた。もちろ
ん，関連するニュース映像を見ることもできる。

  5-2. 多様な題材で多角的な見方を醸成

ユニークなのは，一連の基礎学習が終わっ
た後に，グループ・アクティビティとして「ロー
ルプレイング」が提案されていることである。そ
こでは，生徒たちを，○収容施設に拘束され
ている人，○ブッシュ政権，○人権保護団体，
○キューバ政府，○グアンタナモ基地に拘束さ
れている外国人の政府代表，○テロ犠牲者の
家族，の6つに分けてディベートを行い，それ
ぞれの立場から主張を行うことで，ニュースや
世の中の出来事を多角的に見る訓練を勧めて
いる。

News Hourのサイトには，実際に放送され
た様々なニュースを題材におよそ150の「授業
プラン」が常に用意され，1週間におよそ100万
人が訪れている。また，News Hourを題材に
行った授業の感想や作文などは，EXTRAの
Student Voicesというコーナーにメールでフィー
ドバックできるようになっている。多くの中高校
生が顔写真入りで意見を寄せていて，双方向
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性も確保されている。
『News Hour with Jim Lehrer』は，前身

となる番組が 1975 年に始まり，1983 年にアメ
リカで最初の1時間のニュース番組となった。
派手な演出はないが，一つ一つのニュースを
深く掘り下げる手法で，アメリカ国民の高い支
持を得ている。同様に，EXTRAの教育支援
の取り組みは，地味ではあるが，公共放送が
行うべきサービスとして高い質を保っている。

  ６. PBS のめざすもの
     6-1. 「市民参加の場」作り　

ここまで，公共放送PBSが行うインターネッ
トサービスについて，具体例をあげて検討して
きた。PBSがめざす今後のインターネット展開
の基本的な考え方について，PBS本部のインタ
ラクティブ部門シニア・ディレクター，アンジェラ・
モーゲンスターン（Angela Morgenstern）氏に
聞いた。

○デジタル時代に，PBS が行おうとしているこ

とは？

―最終目的は，ユー
ザーの希望に応えて
番組やコンテンツを
テレビやインターネッ
トなどあらゆるプラッ
トフォームで提供でき
るようにすることだ。
その際に，商業放送
が「国民から利益を
得る」ことを第一の目的と考えるのに対して，
PBS は「公共の利益になる」ことを最優先にす
るという点は変わらない。

○ここ１～２年で，特に重視している戦略は？

―2 点ある。まず，VOD サービスの拡充。現
在ストリーミングで行っている番組数，ビデオ
本数を増やして，より多くの視聴者にアクセスし
てもらうこと。もうひとつは，ソーシャルメディ
アの実験（experimentation of social media）
だ。つまり，双方向の技術などを通じて，ア
メリカ人が自分たちにとって重要な問題につい
ての情報を入手し，さらに自分たちの意見を
表現できるようにすること，それを PBS が手
助けしていくことが重要だ。「市民参加（civic 
engagement）の場」作りということもできる。
○具体的には？

―今年は大統領選挙の年なので，例えば，
『FRONTLINE』や『News Hour with Jim 
Lehrer』などで放送したテーマをきっかけに，
市民が意見交換や討論できるような機会を提
供していきたい。そのための HP も作り，現
在テスト版として改良を加えている。

PBSでは市民参加の場として「PBSEngage」
〔http://www.pbs.org/engage/〕を 去 年10月
に開設した。ここには，放送内容やPBSのあ
り方について視聴者から様々な意見が寄せら
れている。そして，それを番組作りに活用した
り，PBSの運営に生かした実践例も紹介され
ている。

Engageの開設に先立ち，視聴者の協力が番
組内容の充実につながった例がある。ケン・バー
ンズ（Ken Burns）監督が制作した『The War

（戦争）』である。『The War』は，第二次大戦
に関わった多くのアメリカ人の証言で構成され
た15時間に及ぶドキュメンタリー番組で，戦場
だけでなく銃後も含めた多くの人の貴重な体験
談を集めた。番組は去年（2007年）放送され，
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過去10年間でPBS最高の視聴率を記録するな
ど高く評価された。制作の過程で，ケン・バー
ンズ監督は，当時を知る人からたくさんの証言
や情報を寄せてもらい，それを番組に反映させ
た。また，PBSが『The War』を全米に配信
するのにあわせて，各地のメンバー局はそれぞ
れの地域での第二次大戦に関わる体験談を募
集・取材し，その地域に向けて，いわば『The 
War 地域版』として放送し，好評を得た。

番組作りにおいて，視聴者との双方向性が
うまく生かされた例であり，同時にPBS 本部
と地方のメンバー局が，戦争というテーマで
多角的な番組展開をした好例と言える。PBS 
Engageでは，こうした事例をさらに増やすこ
とを目的としている。

このほかにもEngageでは，気軽に意見交
換ができるblogを利用して，PBS会長兼CEO
のポーラ・カーガー（Paula Kerger）氏をはじ
めとする経営幹部，さらに著名なPBSキャス
ターたちに，率直な意見や質問をぶつけ回答し
てもらう試みを行うなど，放送が利用者に影響
を与え，利用者が放送を変えていく「開かれた
メディア＝市民参加の場」としての公共放送の
可能性を追求している。

  6-2. PBS 組織内部からの改革　

最後に，最近のPBSの変化を象徴する動き
を紹介する。前述のカーガー氏が会長兼CEO
に就任した半年後の2006年9月，新しくChief 
Content Officer（CCO）という役職が作られた。
これは，それまであったChief Programming 
Officer（CPO）に 代 わ るもの で，PBSが 視
聴者・ユーザーに提供していくものを「番組

（program）」から「コンテンツ（content）」とと
らえ直し，配信ルートもより多様なものに移行

していくということを表している。初代のCCO
には，サンフランシスコKQEDの上級副会長
で，多メディア展開に実績のあるジョン・ボーラ
ンド（John Boland）氏が招かれた。これまで
は，テレビ番組についてはCPOが，インターネッ
トでの展開は別の上級管理職が責任を分担し
ていたが，現在では，メディアの違いにかかわ
らず，すべてのコンテンツ展開はボーランド氏の
管轄のもとで行われるようになっている。PBS
の職員470人中，半分の230人がこのマルチ・
プラットフォーム戦略に従事している。テレビで
放送したものをネットで出すというこれまでの流
れに加えて，ネットで展開したコンテンツを逆に
放送に出す，あるいはネット独自のソフトを制
作するなど，様 な々形の展開を模索している。

  ７. おわりに 

ここまで見てきたように，インターネット利
用は，公共放送・商業放送を問わず，放送
事業者にとって必須となっている。そうした
中で，公共放送 PBSの今後に向けての課題
をまとめる。
１．双方向性の充実～良質な放送を出すことと

同時に，今やその番組コンテンツをきっか
けにして，視聴者間（放送局も含む）に活
発なコミュニケーションを促すことがより重
要になっている。そのための「集いの場」
を提供していくことも放送事業者の責務の
ひとつといえる。PBS でも Engage のペー
ジを開いているが，内容や規模はまだ十分
ではなく，それをいかに充実させていくか
が課題である。

２．サービス精神～ PBS が良質な番組や HP
を提供していることはよく知られているが，
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一方で，視聴者やユーザーに視聴・利用し
てもらうための努力が不足しているという
指摘が PBS 内部にもある。そのため，一
例としてニューヨークの WNET では，HP
上で PBS の「おすすめ」をYouTube のよ
うに画像で見やすく紹介したり，内容は充
実しているがアクセスしにくいという声もあ
る番組 HP を使いやすく改修したりする作
業が進められている。良いものを作っても，
見てもらわなければ意味がないからであ
る。内容と同時に，アクセスやＰＲ活動にも

“サービス精神”が求められている。
３．公共放送としてのアイデンティティ～ VOD

に見られるように，視聴者が望む番組コン
テンツを提供することは必要である。しか
し，それに加えて，公共放送として「これ
を見てほしい」というものをどう提示してい
くかも非常に重要である。放送を出す“主
体”として，視聴者・ユーザーが希望する
ものとの折り合いをどうつけていくかが問
われており，今後さらに議論を重ねていく
必要がある。

デジタル時代にインターネットを利用した公
共放送ならではのサービスとは何か。PBSに
限らず，世界の公共放送にとっても難しい問題
であるが，『FRONTLINE』や『News Hour 

with Jim Lehrer』などの取り組みにヒントが
見られる。すなわち，放送が終わった後でも，
いつでも利用できる「公共的な知的財産」を増
やしていくこと，そして，それを「誰でも使え
るようにしておく」ことである。それが，デジタ
ルのメリットを生かすことになる。そのために
は，これまでは放送終了後にはあまり顧みら
れなかった膨大な放送用の素材や資料を，メ
タデータ化・アーカイブ化していくことが欠か
せない。そして，その「知的財産」を媒介とし
て，市民の健全な議論やコミュニケーションを
呼び起こし，そのための「場」として利用され
ていくことに，デジタル時代の公共放送の意
義が見出されていくのではないだろうか。

（しばた あつし）

注：
1）アメリカ公共放送の草創期の歴史については，

山口秀夫「アメリカにおける公共放送～その生
成と史的展開について」『NHK 放送文化研究年
報　第 24 集』（1979）に詳述されている

2）PBS の HP　CORPORATE FACTS より
3）APTS の HP　Press Release February2008
4）PBS の財源などについては，米倉律「世界の公

共放送・デジタル時代の課題と財源～ PBS が
進める多チャンネル戦略」『放送研究と調査』
2005 年 2 月号に詳しい

5）Peabody Awards は優れたテレビ番組・ラジオ
番組におくられる賞で，1941 年に始まりアメ
リカの放送関係の賞では最も歴史が古い

6）PBS の HP　PBS News 6/10/2008 より
7）2006 年 2 月 16 日 NHK スタッフとのインタ

ビューより


