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シリーズ  世界の公共放送のインターネット展開

イギリス・BBC
 公共サービス・コンテンツを360 度展開へ

メディア研究部（海外メディア）  中村美子

第 2 回

イギ リスの 公 共 放 送BBCは2007年12月
に，パソコンでテレビ番組をオンデマンドで視
聴できるキャッチアップサービスを中心とする

「iPlayer」を開始した。iPlayerは，完全デジタ
ル化されたイギリス社会のなかで，BBCにとっ
て不可欠なサービスとして構想され，4年をか
けて実現されたものである。BBCがインターネッ
トの可能性に着目したのは1990年代半ばのこ
とで，インターネットが民間利用に開放されて間
もない時期のことだった。その後，ほぼ10年
の間に視聴者にとってBBCのインターネット・
サービスはラジオ，テレビに並ぶほど，価値の
あるサービスに拡充されてきている。

シリーズ「世界の公共放送のインターネット
展開」の2回目は，BBCのiPlayerの 全 容と
iPlayerを含めたインターネット・サービスの戦
略や課題をリポートする。なお，BBCはインター
ネットを利用したサービスを「オンライン・サー
ビス」と称しているが，このシリーズではイン
ターネット・サービスと呼ぶことにする。

1. デジタル環境と iPlayer
（1） iPlayer のサービスとは
（2） iPlayer はなぜ可能だったのか
（3） iPlayer の当面の課題

2. 公共サービス・コンテンツへの転換
（1） 右肩上がりの受信許可料財源

 （2） インターネット再強化計画
（3） マルチプラットフォーム制作で

何が生まれているのか

3. 今後の課題

１.デジタル環境とiPlayer

先進諸国の間では，目前にデジタルテレビとブ
ロードバンド化された世界が確実に控えている。
イギリスもその例外ではない。イギリスの地上ア
ナログ放送は，2007年11月に一部の地域で終了
し，2012年には全国で完全にデジタル放送へ移
行する1）。また，ブロードバンド（パソコン，モバ
イル，ゲーム機）は，2016年には70%に普及し，
利用しているだろうと答えた人を含むと85%に普
及すると予測されている。イギリスの放送と通信
分野の規制監督機関であるOfcom（Office of 
Communications）の調査 2）では，2007年末に
1,830万世帯，全世帯の70%以上がインタ－ネッ
トに接続にしていることが明らかにされており，先
の予測はおおむね間違っていないと言えるだろう。

BBCは，完全デジタル化までをデジタル化の
第2 段階ととらえ，オンデマンド型の番組消費
の拡大，個人のニーズに合わせたサービスへの
期待の増大（読者の感想を参考にして商品を購
入できるamazon.comやニュース速報など），可
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搬型デバイスの利用拡大といった受け手側（こ
こでは消費者であり，視聴者である）の変化を
想定している。変わるデジタル環境，変わる視
聴者にどのようにBBCが同時代的なつながり
を持てるのか。そう考え構想したものの1つが
iPlayerである。

BBCは2002年から，Radio Playerを通じて
ラジオ番組をインターネット経由のオンデマンド
で提供していた。BBCは，音楽ジャンルやリス
ナーの世代，フォーマットなどの観点から10種
類の異なるデジタルラジオ・ネットワークを持ち，
リスナーはRadio Playerを通じて個別の番組を
好きな時間に聞くこともでき，ライブ・ストリーミ
ングされるお気に入りのラジオ局を「ながら聴
取」することもできる。iPlayerは，このサービス
をBBCのテレビ番組に拡大し，ラジオと統合し
た総合プラットフォームとして構築することを目
指したサービスである。さらに，iPlayerの開発
には，ユーザーによる検索やユーザー同士のコ
ンテンツの共有化とインターネットならではの機
能や行動特性を生かすことを基本に，BBCのコ
ンテンツや番組をiPlayer上で発見し（Find），
それを楽しみ（Play），ユーザー同士で共有する

（Share）という3つのアクションを実現すること
が課題とされた3）。

iPlayerは，2004年9月に技術実験を行い，
iMP（integrated Media Player）の名称で
2005年9月からの5か月間，5,000人のインター
ネット・ユーザーが参加した実用化実験を経て，
2007年12月のクリスマスに本格的に開始した。

 （1）iPlayer のサービスとは

iPlayerはBBCのホームページbbc.co.ukか
らアクセスするサービスであり，受信許可料を
財源とする公共サービスとして認められ，無料

で提供されている。インターネットは世界中のど
こにいても利用できるメディアだが，国内の受
信許可料支払い者しかアクセスできない。以下，
iPlayerのサービスの概要である。
●  BBC のラジオとテレビ・サービスのサイマル・

ストリーミング。
●  テレビとラジオのコンテンツを放送後 7 日間

インターネット上に提供し，ユーザーはダウ
ンロードして 30 日間パソコンに保存できる

（キャッチアップサービス）。ユーザーは，こ
の 30 日間にファイルを開いて視聴しなければ
ならない。なお，いったん視聴し始めたファ
イルは，視聴時点から7 日間で消滅する。

●  7 日間まで，ダウンロードしたコンテンツは繰
り返し視聴できる。

●  シリーズ番組については，複数エピソードを
遡ってダウンロードできる（シリーズ・スタッキ
ング）。ダウンロードしてから 30 日間以内に
最初のアクセスをしなければならない。最終
回の放送後 7 日間アクセスできる。

●  放送後期間制限のないラジオ・コンテンツを
提供する。ただし，本の朗読やクラシック音
楽（BBC の交響楽団による演奏で BBC が録
音したものも含む）や商業音楽はダウンロー
ドできない。

「シリーズ・スタッキング」は，ドラマやリアリ
ティー番組など11本や13本でシリーズ放送され
るもので，たとえばシリーズ3話から視聴し始め
たとしても，1話まで遡ってダウンロードして視
聴できる。ただし，シリーズ番組の商業価値が
考慮されて15％の数量制限がかけられ，どのシ
リーズをスタッキングするのかというガイドライン
として，「顕著に成功したもの，開始と終了があ
るもの，例外的に大きなインパクトがあるもの，
ジャンルやアピールという観点で幅広い番組を
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カバーすること，など」が示されている4）。
また，ユーザーは，iPlayerを利用する

前に，利用条件に同意し，キャッチアップ
サービスで提供される番組の権利者保護
に必要な「ダウンロード・マネージャー」と
送信システムとしてVerisign Inc.からP2P

（peer to peer）のファイル共有ソフトをイン
ストールしなければならない。
iPlayer のサイトの構造

bbc.co.ukのBBCホ ームペ ージ か ら
iPlayerをクリックすると図１のような画面
に移動する。画面は，当初から黒を基調
にデザインされている。これは，イギリス
で最もアクセス数の高いMSNやGoogle
が白を基調としていることに対する差別化
と，映画を見るような楽しさやわくわく感
を出すことを意図している。

現在のiPlayerホームページは第2世代
版と呼ばれ，8月から本格的に使用されて
いる。なお，図2は2008年3月の画面で，
現在との比較のためを掲載した。第2世代の特
徴をまとめると，次の点があげられる5）。

●  テレビ中心だったものから，テレビとラジオが
平等に統合されたこと

●  テレビ・ハイライトおよびラジオ・ハイライトの右
端の三角マークをスクロールすると20 番組の画
面が現れ，簡単かつ素早く番組を発見できるよ
うにし，Play や Findに直接結びつかない情報
を隠したこと

●  テレビに関しては，BBC の 8 つの各チャンネ
ルのアイコンが iPlayer ホームページに掲載さ
れ，チャンネルへの移動，番組の発見という
動作が短縮されたこと

●  ヘッダーとフッターに bbc.co.uk に結びつく用
語を掲載し，BBC ホームページとのリンク性
を高めたこと

●  「Last Played」を設け，ユーザーが最後にア
クセスした番組を表示すること
このほか，ヘッダーに青少年への有害情報をブ

ロックするための「Parental Guidance」が追加さ
れたことや，iPlayerの使用案内が大きく見やすく
表示されたことも，リニューアルの成果である。

図 1

図 2

この画像はありません

この画像はありません
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番組アクセス方法と実績

ユーザーは，iPlayerサイトの縦軸に掲載され
た各チャンネルの編成表から番組を選択するこ
ともでき，また図1のiPlayer画面のヘッダー真下
の横軸に掲載された「テレビ・チャンネル」「ラジ
オ局」「カテゴリー」をクリックして，それぞれの
サイトから番組を選択できる。「テレビ・チャンネル」
を例にとると，そのサイトでは，8つのチャンネル
のブロックが表示され，さらにBBC ONEをク
リックすると，アルファベット順に並べられた放
送番組の一覧が示され，その中から好みの番組
を選択する。「カテゴリー」は，子ども，コメディー，
ドラマ，エンターテインメント，事実6），音楽，
ニュース，宗教・倫理，スポーツ，オリンピック，
ウェールズ，手話の合計12のカテゴリーに分類
されている（2008年8月現在）。すべての番組が，
12のどれか1つに当てはめて分類されるのではな
く，2つ以上のカテゴリーにまたがっているもの
もある。たとえば，The Apprentice（見習生）を取
り上げてみよう。この番組は，ロンドンの仕立て
職人の息子から，国内有数の企業Amstradを
創業したアラン・シュガー卿とその役員が，若者
たちの複数のグループに毎週課題を与え，創造
力・協調性・リーダシップ・売上げ実績などを総
合評価したうえで，1人の勝利者を決定するとい
うリアリティー番組である。常に人気番組トップ
10に上がるが，これは，エンターテインメントと
事実のカテゴリーに重複分類されている。

BBCで 放 送 され た テレビ 番 組 の うち，
iPlayerでキャッチアップできる番組の量は，次
頁の表１のように，メインチャンネルのBBC 
ONEを例にとると，土・日で39％，週日平均
約54％である7）。キャッチアップできない番組
は，かつて放送した番組で著作権処理ができ
ていない再放送番組や映画，ニュース番組であ
る。しかし，平均して夜7時以降11時までの視
聴好適時間は基本的に新作ものが編成される
ため，ほぼ100％キャッチアップできる。

iPlayerへのアクセス実績を見ると，1週間に
200万人のユーザーがアクセスし，そのうち半分
の100万人がダウンロードあるいはストリーミン
グ再生している。BBCは，この状況を期待した
以上に良いと受け止めている。iPlayerは開始か
ら1年を経ていないため，サービスそのものの
総合的な検証は行われていないが，「4年目の終
りに全世帯の15％が，1日15分利用すること」
を目標としており，1年目の結果を見てその目標
にどう対処するのかを検討する予定である8）。
人気番組から見る iPlayer の特徴

全国紙のThe Guardianによると9），07年12月
25日のスタートから最初の3か月間にiPlayerで
キャッチされたテレビ番組のトップ10は次の通
りだった。

1. The Apprentice （BBC ONE 2008 年 3 月26日　事実）

2. Louis Theroux （BBC TWO 2008 年 1 月13日　事実）

3. Ashes to Ashes （BBC ONE 2008 年 2 月7日　ドラマ）

4. Torchwood （BBC THREE 2008 年 3 月21日　ドラマ）

5. Dawn Gets Naked （BBC THREE 2008 年 1 月16日
エンターテインメント）

6. Torchwood （BBC TWO 2008 年 1 月16日　ドラマ）

7. Doctor Who （BBC ONE 2007 年 12 月25日　ドラマ）

8. Torchwood （BBC THREE 2008 年 2 月20日　ドラマ）

9. Gavin and Stacey （BBC THREE 2008 年 3 月 23 日
コメディー）

10. Dawn Goes Lesbian （BBC THREE 2008 年 2 月
21日　エンターテインメント）

＊（　）内は，波と放送日，ジャンルThe Apprentice（BBC ホームページより）

この画像はありません
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このデータから見ると，テレビ視聴シェアでは
1％しか獲得していない若もの向けチャンネルの
BBC THREEの番組が5本も入っている。また，
OfcomがBBCのテレビ放送とiPlayerの人気番

組に関する独自の比較を行って
いる（図3）10）。放送のトップ20
はすべてBBC ONEで放送さ
れた番組だが，iPlayerの場合
は，BBC ONE 11本 /BBC 
TWO 3本/BBC THREE 6本
と，iPlayer視聴に波の広がり
が示されている。また，ジャン
ルを見ると，BBC ONEの放送
では，ドラマ19本/事実1本に
対し，iPlayerでは事実12本/
ドラマ8本だった。番組タイト
ルの種 類については，BBC
ONEでは4本，iPlayerでは11
本が入った。つまり，iPlayerの
ほうによく見られる番組のカテ
ゴリーや個別番組の多様性が
広がっている。BBCの担当者
の話によると，芸術や教養中
心のBBC FOURは視聴シェア
0.4％のチャンネルだが，iPlayer
では番組へのアクセスも相対
的に多くなり，iPlayerは，放
送でもメジャーな番組のアクセ
スだけでなく，特定の興味や
関心を訴える番組の訴求効果
もある。
iPlayer のユーザー像

BBCは，2004年からの実
験段階では，インターネットの
ユーザーの特性として，技術

をよく理解している「初期採用者」，25歳から
35歳の間くらいで，女性よりも男性，というユー
ザー像を抱いていた。したがって，実験のマー
ケティングでは35歳以下の男性で技術的知識

図 3　BBCトップ 20（2008 年 4 月）

表 1　BBC ONE iPlayer 編成表
日付 放送時間 番組名 番組ジャンル／説明 可能
7.28

（月）
6:00am Breakfast ニュース ×
9:15am Heir Hunters 事実 ○

10:00am Escape to the Country 事実（07.12.05 放送） ○
11:00am Homes Under the Hammer エピソード 6 事実 ○
11:30am Cash in the Attic 事実（07.09.17 放送） ○
12:15pm Bargain Hunt 事実（08.02.14 放送） ○
1:00pm BBC News at One ニュース ○
1:30pm BBC London News ニュース ×
1:45pm Doctors ドラマ ○
2:15pm Step Up to the Plate エピソード 6 料理 ○
3:00pm BBC News ニュース ×
3:05pm Jakers:The Adventures of Piggley Winks 子ども向け（05.04.27 放送） ×
3:25pm Time Warp Trio 子ども向け（06.09.25 放送） ×
3:50pm Skunk Fu 子ども向け（07.08.06 放送） ×
4:05pm Roar エピソード 13 子ども向け（アニメ） ○
4:30pm Thumb Wrestling Federation アニメ ○
4:35pm Grange Hill 子ども向け（ドラマ） ○
5:00pm News round ニュース ○
5:15pm The Weakest Link クイズ ○
6:00pm BBC News at Six ニュース ○
6:30pm BBC London News ニュース ×
7:00pm The One Show トーク ○
7:30pm After You're Gone ドラマ ○
7:57pm BBC News ニュース ×
8:00pm East Enders ドラマ ○
8:30pm Panorama ドキュメンタリー ○
9:00pm New Tricks エピソード 4 ドラマ ○

10:00pm BBC News at Ten ニュース ○
10:25pm BBC London News ニュース ×
10:33pm BBC Weather 天気 ○
10:35pm River Police ドラマ ○
11:05pm Frida 映画（07.04.06 放送） ×
1:00am Weatherview 天気 ×
2:05am Olympic Dreams 事実 ×
2:50am Britain's Lost World エピソード 2 ドキュメンタリー ○
3:50am Joins BBC News ニュース ×

0

20

40

60

80

100%

Eastenders
16

Apprentice
5

Drama
19

Factual
12

BBC One
20

BBC One
11

Dr Who
2

放送

番組名 ジャンル 放送されたチャンネル

iPlayer 放送 iPlayer 放送 iPlayer

Drama
8

BBC Three
6

BBC Two
3

Casualty 1
Apprentice 1 Pg 3 teens Factual 1

Glamour girl
Torchwood
Dawn goes..
Top Gear
HIGNFY
Penguins
Amy: my body

Gavin & Stacey
3

Dr Who
4
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の豊富な人を対象とした。しかし，BBCの任
務は新しい技術を導入し，それをできるだけ多
くの人たちに行き渡らせることにあるため，当
初の想定よりも年齢を高めに設定したという。

BBCが開始後初めて行った大規模調査で，
iPlayerのユーザー像が明らかになっている。
これは，08 年5月に2,027人を対象としたウェ
ブ調査で，このうち，901人がiPlayerを利用
したことがあると答えた。さらに，グループイ
ンタビューを行った結果，典型的なユーザー
像が，次のように描かれた11）。

このほか，この調査では，iPlayerの繰り返
し利用が多く，1回しか利用しなかった人は
13％であること，テレビ画面でiPlayerを視聴し
ている人は5％，ダウンロードしたことがない人
が42％，ほとんどの人が家族の他のメンバーと

共有のパソコンでiPlayerにアクセスしているこ
と，などがわかった。

この結果から，iPlayerが若い人たちだけで
なく，35歳から44歳の人たちもひきつけている
ことがわかり，新し物好きの初期採用者だけで
なく，利用の層が広がっていることにBBCは
満足している。

 （2）iPlayer はなぜ可能だったのか

iPlayerは構想から約4 年の時間をかけて実
現した。メディア環境が急変する状況を考慮
すると，準備期間の長さは，デジタル化の波
に乗り遅れているのではないかと，機動力の
無さを指摘する声もあった。しかし，本来業
務としてiPlayerを行うには，制度的な承認，
著作権処理問題を含む外部関係者との調整な
ど，解決すべき諸課題があった。

（2）－ 1　公共的価値の審査

BBCのインターネットを利用したオンライ
ン・サービスは，1996 年に発効した前特許状

（2006 年末まで有効）によって，放送を所管す
る文化メディアスポーツ相の承認を条件に，受
信許可料を財源とする公共サービスとして規定
され，本来業務としての法的地位を確保してい
る。しかし，現行特許状下では，新サービス
の提案や現行サービスの大幅変更を行う場合
に，BBCの監督機関であるBBCトラストによ
る公共的価値の審査を行うことが義務づけら
れた（中村  2008）。公共的価値の審査は，ト
ラスト事務局が行う視聴者/消費者の公共的
価値の評価測定とOfcomが行うメディア市場
に対する影響評価で構成され，BBCの監督機
関であるBBCトラストがサービスの可否につい
て最終判断を下す権限を持っている。

・ 40 歳男性，常勤，パートナーはいるが子ども
はいない。自宅で高速ブロードバンド接続で
利用。夜間にデスクトップ型 PC でアクセス。

・ 自分 1 人で利用するが，ときにはパートナー
と一緒に見る。

・ 何かあるか見つけようというよりも，特定の
番組を探そうとする傾向がある。

・ 欲しい番組を見つけると，フルスクリーンで
ストリーミング再生する。ダウンロードする
時間は待てない。

・ iPlayer で見ることができるので，テレビ放
送でわざわざ見ようとしないことがある。し
かし，見たい番組が iPlayer にないことを後
で知ることがある。

・ 7 日間をもっと延長してほしいと思っている。
・ iPlayer を本当に気に入り，自分の友人にも

利用を勧めている。
・ Wii や可搬型のデバイスでは利用したことが

ない。
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iPlayerは新特許状の下で公共的価値の審査
第1号となったサービスである。BBCトラストは，
執行部提案を受け2006年8月末から審査を開
始し，翌2007年1月に条件付き承認を与え，4
月に正式承認を与えた12）。この間に，視聴者お
よび業界関係者に対する広範な意見募集が2
回行われた。

この審査では，意見を寄せた視聴者の79％
がiPlayerに賛同し，受信許可料で制作された
コンテンツはできるだけ無制限にオンデマンド
で提供されるべきだと考えていることが示され
た。一方，利害関係にある業界関係者からは
当然の事ながら，BBCによるオンデマンドの無
料提供に制限を設けるべきであると主張した。
BBCトラストの最終決定を基に，前掲のような
iPlayerのサービスが構築されたが，ここでは，
BBCトラストが，BBC執行部，視聴者，業界
関係者のそれぞれの主張や評価から，最終判
断を下すのに何を問題にしたのかをあげておく。
●  デジタル・ライツ・マネージメント（DRM）の

利用
BBC は 7 日間のキャッチアップサービスを行
うために DRM を利用することとした。7 日間
を過ぎるとダウンロードしたファイルが使用不
可となる技術で，受信許可料によるコンテン
ツは無制限にアクセスできると考える視聴者
からは問題視されたが，BBC のコンテンツの
二次的価値（商業的価値）の将来性や権利
に関わる第三者を考慮して，DRM の利用を
妥当とした。

●  プラットフォームの中立性
DRM は，マイクロソフトの技術に依存する
もので，ユーザーは Windows XP 以上の機
種とWindows Media Player を使用する必
要がある。DRM はストリーミング型と異な

り，可搬型のデバイスによるオフライン利用
が可能となる利点があるため，Real Media，
Adobe，Apple などと協力して 2 年以内に中
立性を確保するようBBC に求めた。

●  シリーズ・スタッキング
シリーズものを初回から最終回までキャッチ
アップできることについては，業界関係者から
反対が強かったが，視聴者の圧倒的支持を得
て公共的価値が高いと BBCトラストは判断し
た。しかし，既述のようにシリーズ・スタッキン
グの割当量を15％にするなど制限を設けた。

●  パソコン上での保存期間
BBC 執行部は，保存期間を13 週間にするこ
とを希望したが，業者関係者は 7 日間に限定
すべきと主張した。一方，視聴者は保存期間
無制限か，BBCトラストが中間見直しで示し
た 30 日間が妥当という2 つの意見に分かれ
た。BBCトラストは市場へのマイナス効果と
視聴者の意向とのバランスを考慮し，保存期
間を 30 日間とした。

●  音声ダウンロードの制限
BBCトラストは，権利処理済みのラジオ番
組の非 DRM 化による無制限提供という執
行部提案について，朗読とクラシック音楽を
サービスから除外することを決定した。朗読
に関する視聴者の関心が低かったことと CD
販売に与える影響を考慮したためである。ク
ラシック音楽のダウンロードは公共的価値が
高いと評価したが，業界の不安定さを考慮し
て除外した。ただし，両者ともストリーミン
グによる7 日間キャッチアップサービスは許
可されている。

●  子どもの保護
BBCトラストは，子どもに不適切なコンテン
ツがオンデマンド提供されることを阻止する
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ための対策を講じることを求めた。BBC 幹部
はこれに対し，Parental Guideline を導入し，
コンテンツの等級化を表示したうえで，保護
者に PIN（暗証番号）によるコントロール方
法を提供することとした。

● iPlayer のマルチプラットフォーム配信
iPlayer をケーブルやモバイルなど多様なプ
ラットフォームで提供することについて，基
本的に賛同を得たが，業界関係者からは
iPlayer 伝送に関わる費用の回収や特別料金
の設定などを原則とすべきだという意見が出
された。しかし，BBCトラストは，現状では
そうした意見を否定し，基本料金に含まれる
サービスにすべきであるとした。

（2）－ 2　著作権処理

iPlayerでは，スポーツと映画やアメリカ制
作のシリーズドラマといった購入番組は基本的
にキャッチアップできない。こうした権利団体
がすでに，地上放送・衛星放送・ケーブルテ
レビ・IPTVといった伝送路や無料・有料・ペ
イパービューなど料金体系で多様な権利販売
の仕組みを作り上げているためである。

これらのジャンルは例外的なもので，内部・
外部を問わずBBCが委託制作した番組はす
べてiPlayerで提供することを条件に権利処理
が行われている。BBCを含め放送事業者が
キャッチアップ・サービスを行うためには，委
託された制作プロダクションとの合意と，番組
出演者や脚本家などと権利に関する契約という
2 種類の処理が必要である。
公共サービス権の導入

イギリスでは，独立系の番組制作プロダク
ションを育成し，テレビを含めたクリエイティブ
産業の振興のため，ネットワークを持つ放送事

業者に放送法でニュースなどを除く番組の25％
以上を独立制作プロダクションに委託すること
を義務づけている。BBCにも，この「25％クォー
タ」の遵守が求められているが，BBC自身はそ
の比率を50％まで拡大する方針を示した13）。
2007年度の実績では，39％が外部への委託制
作である14）。これらの外部委託番組については
2003年放送通信法によって，権利関係で大き
な変化が政策的になされた。BBCは2004年以
後，制作委託した独立プロダクションから放送
権（right of broadcast）を得るが，二次使用権
はプロダクション側が所有するというものであ
る。ただし，二次展開で得られた純利益の
15％はBBCの収入となる。

無料のiPlayerや有料の商業サービス計画に
備え，BBCは，「放送権」から「公共サービス権」
へと概念を発展させ，独立プロダクションの団
体であるPactとの間で，iPlayerを含め公共サー
ビスならどのサービスでもオンエアとオフエアの
両方で提供できるという取り決めを結んだ15）。
この公共サービス権は5年間有効である。
権利所有者との包括契約の締結

BBCは，Equity（出演者），WGGB（脚本家），
音楽家連盟，出版連盟/著作者協会，ポップ・
ミュージシャンが専属するレコード会社，レコー
ド実演会社などの団体や司会者など個人との間
で，iPlayerを含めた包括契約を結ぶ方向で交
渉している。多種多様な権利者に対し，BBC
が作った基準に沿って，内部の制作者と制作
委託された独立プロダクションが，制作過程
で契約を結ばなければならない。支払われる
著作権料は，団体を通じて個別に配分される。
音楽や芸術分野での大物アーティストの間でも，
スムーズに交渉は進むようで，例えば元ビートル
ズのポール・マッカートニーの出演した新年スペ
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シャル番組がiPlayerに載せられたが，なんの
異議も唱えられなかったという。また，スター
級の出演者が難色を示す場合は出演を断る，
という構えで処理している。こうした包括契約
によって，iPlayer用に上乗せする権料は本放
送料に対し，音楽家は10％，脚本家等15％，
番組に使用される写真については50％など基
準が設定されている。iPlayerなどオンデマンド
型のサービスはまだ始まったばかりであるため，
包括契約は1年間の短期の契約とし，少額の支
払いで合意を得ている。年間当たり5万ポンド

（約1億円）程度の支払いとされている。

 （3）iPlayer の当面の課題

iPlayerは，パイロット版の公開まで遡ると，
すでに1年を経過した。前述のように，「公共的
価値の審査」に基づくBBCトラストによる様々
な条件をクリアしてきている。たとえば，プラッ
トフォームの中立性の問題については，ウェブ上
での配信やダウンロードで世界標準となってい
るAdobe社と提携し，マイクロソフト以外の
MacやLinuxでも利用できるように改善してい
る16）。とはいえ，iPlayerに関して当面2つの課
題があると考えられる。iPlayerをテレビのモニ
ターに拡大することと，iPlayerのパーソナル化

（パーソナリゼーション）である。

（3）－ 1　テレビ・モニターへの iPlayer の拡大

iPlayerの任務は，サービス免許で次のよう
に規定されている。

この任務は，つまるところオンデマンドという
方法でラジオやテレビの番組に対するアクセス
あるいは消費を増大させ，そのことで番組制作
にかかる費用の最大効果をねらうこと，そして
番組に接触することでBBCと視聴者の関係性
を維持することである。したがってこの任務を
十分遂行するために，既存・新規を問わず様々
なプラットフォームでiPlayerが利用できること
は肝要である。このため，BBCは2008年に
入り，可搬型のiPhoneやゲーム機の任天堂の
Wii，ソニーのPS3でも利用できるようにした。
さらに，画面の小さいパソコンのモニターだけ
でなく，テレビにも拡大することが重要だと考
えている。対象は，衛星放送やケーブルテレビ，
そしてIPTVのBT Visionといった有料プラット
フォームで，可能な限り基本サービスに含めて
提供してもらうことである。このなかで，ケーブ
ルテレビのVirgin Mediaは，2008年5月から
加入者向けにiPlayerを提供し始めた。家庭の
居間で大画面のテレビ・モニターで，ケーブル
テレビ用のコンソールを使い簡単に操作できる
ことや，350万世帯の加入者というインフラが
確保できたことなど，Virgin Mediaとの提携は
メリットが大きい。さらに，パソコンで利用す
るiPlayerは，番組検索をアルファベット順で行
うが，Virgin Mediaでは，番組名の先頭の単
語を入力すれば，番組が表示されるという検

BBCの公共サービス・ラジオとテレビのア
ウトプットに関する到達率，使用量，費用対
効果を維持することを目的とする。

iPlayerは，受信許可料支払い者が BBC

のコンテンツの利用方法についてこれまで以
上に多くの選択肢とコントロールを与えること
によって，この目的を遂行する。そうするこ
とで，受信許可料支払い者のメディア消費の
パターンが変化するなかで，受信許可料支
払い者にとってBBCが身近であることを維
持する手助けとならなければならない。
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索上の使いやすさの改善がなされている。
しかし，多様なプラットフォームにiPlayerを

広げていくには，BBC自身が異なる技術を使
用するプラットフォームそれぞれに合わせ送信し
なければならず，その経費の負担が大きい。ま
た，iPlayerによってインターネット上のトラフィッ
クが増加することに対し，その費用をインター
ネット・プロバイダーが負担すべきか，ユーザー
が負担すべきか，コンテンツを提供するBBC
が負担すべきなのか，送信に関わる課題が残さ
れている。

（3）－ 2　iPlayer のパーソナル化

インターネットは，個人が何を見ているのか，
何を欲しているのか，といったことが個人のパ
ソコン履歴からログ解析をすることで理解する
ことができ，ユーザー個人に合ったリコメンデー
ションを行い，欲しいものを見つけやすくでき
る。iPlayerでも，そうした機能を積極的に導入
しようとしている。現段階では，過去の利用履
歴「Last Played」を表示するにとどまっている
が，いずれは，アマゾンのサイトのように，「こ
の本を買った人は，こんな本も買っています」の
ようなリコメンデーション機能を付加したいと考
えている。これだけなら，個人の詳細な情報
を持たなくても可能な機能である。BBCはさら
にこれを深め，顧客管理システム（Customer 
Relationship Management）を導入し，ユー
ザー個人をひきつけ，ユーザーにとってコンテン
ツの価値を高めるようなサービスを考えている。
確かに，こうすることで，BBCコンテンツへの
接触を高めることはできる。ただし，これには，
個人を特定できるようなデータベースが必要な
ため，BBCがどこまでこうした情報を入手するこ
とが可能なのか，法的な問題が残されている。

しかし，こうした商品販売上の顧客サービス
をBBCのiPlayerに取り入れる姿勢には，個
人のプライバシーの侵害という法的要素をどう
乗り越えるのかということよりも，公共放送と
してもっと重要な危険をはらんでいるのではな
いだろうか。ユーザー（視聴者）中心という運
動論が，テレビやラジオの番組を商品として
扱うことになり，結果的に公共サービス放送
の社会的目的の遂行と矛盾する行為となるとも
考えられる。より多数のアクセスがあったもの
を，「人気番組」として表示してアクセスに誘
導し，その上ユーザー個人の好みに合った番
組を推奨するとなれば，現在ユーザーが抱え
ている関心と一致しない番組は排除され，結
果的に娯楽番組中心の利用となるおそれもあ
る。前掲した利用データでも示されたように，

「エンターテインメント」でひとくくりにしてしま
えば，このジャンルへの偏りがあるのは明らか
である。放送の分野では，多メディア多チャン
ネルによる競争が，公共サービス的番組視聴
の減少を促し，社会全体の豊かさや寛容さを
損なうという公共放送の危機が指摘されてい
る。視聴率中心主義が引き起こす懸念要因を
ネットが助長することになるとしたら，これは
見逃せない問題と言えるだろう。

2. 公共サービス・コンテンツへの転換

iPlayerは，BBCのホームページから展開で
きるインターネット・サービスの一部である。
iPlayer開始の時点で，BBCのホームページは，
全世帯の50％が利用するまでに普及していた。
BBCのインターネット・サービスの流れを振り
返ると，1997年12月を出発点として見てよいだ
ろう。ここでBBCは，「ニュース」「気象情報」
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「募金」など10種類のホームページを「BBC 
ONLINE」に統一し，ラジオ，テレビに並ぶ中
核的なサービスとして，誰もが利用できるユニ
バーサルなサービスを目指して発展させてきた。
特に，ニュース，スポーツ，学習の充実には目
を見張るものがある17）。なかでも7歳から16歳
の学習サイトBitesizeや，教育カリキュラムに
沿った双方向学習サイトのBBC Jamは，公的
教育を通した人材育成の底上げに貢献する重
要なサービスとしてイギリス政府が後押しする
ものである。

BBCのホームページ利用者は2007年9月現
在で月間1,630万人を超え，国内ではGoogleや
MSNに次ぐ人気サイトとなった。放送文化研究
所の日・韓・英3か国比較ウェブ調査でも同様
の結果を得られたが，ニュースに限定した場合，

どのサイトよりもBBCへのアクセス頻度が高い
こともわかった。また，ネット接続時の最初のサ
イトにBBCを設定している人も，5.2％いる18）。
こうしたインターネット・サービスの構築，そして
視聴者からの評価の高さは，ラジオとテレビの
コンテンツの評価との相乗効果であることは想
像に難くないが，安定した財源とサービス構築
のための組織運営の改革に支えられていると考
えられる。

 （1）右肩上がりの受信許可料財源

BBCが初期の頃から，インターネットに本格
的に取り組むことができた背景には，1996年
特許状で制度的な保障が得られたこともさるこ
とながら，アナログ放送からデジタル放送への
移行期間を通じて，インターネットを含めたデジ
タル・サービス財源として，受信許可料の値上
げが毎年行われていることがある。市場の不透
明な時期に，リスクを顧みずインターネットへの
投資を継続的に行うことができたことは大きい。
図4「コンテンツ支出」は，1997年度から2007
年度までの受信許可料収入，テレビ番組制作
支出，ラジオ番組制作支出，オンライン支出の
推移をグラフにしたものである。コンテンツ配
信およびインフラ支援費は，年度によって明確
に報告されていないため除いている。また，報
道分野については，ラジオとテレビのニュース
収集の一元化が行われており，このグラフでは
その共通費用をテレビ制作に上乗せしている。

過去11年間にインターネットに充てた費用は
総額7億2,890万ポンドで，単純に1ポンド200
円で換算すると約1,458億円になり，年平均
132億円の支出だった。2007年度の単年度で
見ると，コンテンツが1億1,390万ポンド，配信
費1,540万ポンド，インフラ・支援費5,270万ポ

BBC ホームページ（1998 年 7 月）

BBC ホームページ（2008 年 8 月）

この画像はありません

この画像はありません
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ンドとなり，インターネットに関しては，年間1
億8,200万ポンド（約364億円）である。そもそ
も通信ネットワークのインフラ基盤が弱く，マー
ケットとしても未来が予想できない不安定なイ
ギリスで，右肩上がりの受信許可料収入に支え
られたBBCのサービスが，インターネット市場
を育ててきたと言える。

 （2）インターネット再強化計画

iPlayerに象徴されるようなオンデマンド・サー
ビスは，最新技術を利用した“放送”コンテン
ツへのアクセスの最大化をねらうために不可欠
なサービスだが，放送コンテンツの価値を最大
にするには，ラジオとインターネット，テレビと
インターネットを垂直的に連結するだけではな
く，インターネットを軸にメディア間の水平的な
連結の上で，視聴者がコンテンツを主体的に活
用できる仕組みを作る必要がある。実にこのこ
とは，核となるコンテンツの作り手の発想の大
転換と創造性にかかっている。
マルチプラットフォーム展開の組織へ

少なくともBBCは， この 認 識 に 立って，

Creative Future（創造的な未来）プロジェクト
を2005年に立ち上げ，そこから生まれたコンテ
ンツ戦略を実現するために翌2006年に組織改
正を行った19）。コンテンツ戦略には，「ユーザー
生成コンテンツやパーソナル化を備えたウェブサ
イトの刷新」「ブロードバンド，テレビ，ラジオ
を通じた10代向けの新しいブランドの創造」「ス
ポーツ・音楽・知財構築・健康科学といった主
要コンテンツに関し，ブロードバンド・ポータル
経由の簡単なアクセスの創造」「360度のプラッ
トフォーム横断的なコンテンツ制作の開始」「テ
レビ，ラジオ，ブロードバンド，モバイルによる
24時間ニュース配信のための資源の再配置」

「過去100年間の歴史をテーマとした知財構築
プロジェクトEyewitnessの立ち上げ」など12の
課題が含まれている。

これらの課題を実行に移すために，テレビ，
ラジオ，ブロードバンド，モバイルなど全方位
的なプラットフォームに向けたコンテンツ制作部
門として，「ジャーナリズム」（旧ニュース・報道），

「ビジョン」（旧テレビ），「オーディオ＆ミュージッ
ク」（旧ラジオ）を設置し，「マーケティング・視

図 4　コンテンツ支出
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聴者」と「未来メディア＆テクノロジー」（旧ニュー
メディア＆テクノロジー）の2部門が，オンデマ
ンド環境に対応するコンテンツ制作を支援する
ために設置された。（　）内に示したように，伝
統的に使用してきた組織名称を大胆に変更した
のも，そこで働く職員の意識を改革するという
ねらいがある。

さらに，2007年には，「ビジョン」のなかに
マルチプラットフォーム・チャンネル・エディター
という職を新設し，ビジョン傘下にあるBBC 
ONEやBBC TWOなど6つのテレビ・チャン
ネルのそれぞれのアイデンティティがマルチプ
ラットフォーム化する空間のなかで，それぞれ
のウェブサイトだけでなく，インターネット全体
やほかのプラットフォームを活用して，各チャ
ンネル・ブランドに視聴者をひきつけるという
役割を持たせた。また，番組ジャンル別にマ
ルチプラットフォーム展開を担当する上級職位
を設け，番組あるいはネットに関する企画を管
理・発展させる仕組みも設けている。そして，

「未来メディア＆テクノロジー」が「ビジョン」や
「オーディオ＆ミュージック」などアウトプットに
関わるすべてのセクションが参加するアウトプッ
ト・グループ会議を主宰し，制作現場が技術
を理解し，マルチプラットフォーム展開戦略の
具体化に結びつく支援を行っている。
デジタル・メディア・イニシアティブ

また，こうした組織改正と並行し，「デジタ
ル・メディア・イニシアティブ」というプロジェ
クトを立ち上げている。これは，放送のデジ
タル化のなかで，番組アーカイブのデジタル化
を進めている「インフォメーション＆アーカイブ」

（I&A）が中心となるプロジェクトで，多種多様
な機器を使って制作されるコンテンツをBBC
全体で素材として共有できるようにすることを

目的としている。このために，管理と保存，移
動を完全テープレスで行うようなシステムを作り
上げようとしている。I&Aは，組織改正で「未
来メディア＆テクノロジー」に統合され，制作
現場との連携を強めた。I&Aは，コンテンツ
制作完成後ただちにメタデータや情報を取り込
み，制作者やBBC内外の番組制作提案の決
定を行うコミッショナーが各自のデスクトップ
PCで利用できるように開放することを最終目
的にしている。その利用者には，視聴者も視
野に入っている。デジタル・メディア・イニシア
ティブは，アーカイブのデジタル化という技術
的側面だけでなく，I&Aの職員に対し，これ
までのような単に完成された番組の保存者か
ら，総合的な資産管理文化の担い手への意識
改革を促しているといってよいだろう。このプ
ロジェクトは，2008年度までにシステムそのも
のを完成させ，2014年度にはBBCのすべてに
行き渡ることを目標としている。

 （3）マルチプラットフォーム制作で
何が生まれているのか

組織改革やインフラ整備，そしてWeb 2.0時
代に対応した「Find，Play，Share」のフレーム
ワークで，これまでの放送を超えた新たなサー
ビスがどう実現できているのだろうか。コンテン
ツ戦略の課題の1つにあげられた「10代向けブ
ランドの創造」では，BBCのサイト上に10代を
対象としたホームページの「BBC Switch」で具
体化された。ここでは，若者に人気のあるロッ
ク音楽専門のラジオ局Radio 1との連携，番組
の情報，10代の関心分野であるゲーム，マンガ，
タレント情報，イベント情報，自作の音楽や作
品の投稿など，若者の広場となるような組み立
てを行っている。さらに「The Surgery」（診療
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室）という別サイトを設け，若者のホームレスが
社会問題となっていることを背景とした貧困問
題や，人間関係・健康に関する情報を提供し，
このコンテンツの制作はBBC SwitchとRadio 1
と共同で行うという試みを行っている。

また，番組をベースとして制作されたサイト
としては，『White Season』があげられる20）。

『White Season』は，多民族・多文化化するイ
ギリス国内で，これまで見過ごされてきた白人
労働者階級の人々の貧困や社会不安，焦燥感
を焦点化したシリーズで，今 年3月にBBC 
TWOで放送された。同一テーマでドキュメン
タリー，ドラマなど異なるジャンルの番組を並
べ，サイトでは制作者や番組出演者の考えや
視聴者の意見を交錯させる場を設けた。そし
て，シリーズ期間に寄せられた合計4,183の意
見を「怒り」「癒し」「幸福」「混乱」「苦痛」「恐怖」
の感情レベルに分類し，個々の意見に賛同す
るかどうかを投票し，視聴者の間の議論を深
める仕組みを作っている。このサイトでは，南
アジアや東欧から増加する移民労働者への排
他的な意見もそのまま掲載するなど，BBCが
関与せずに視聴者の主体的な議論の空間を設
営した意欲的な試みと言える。

3.今後の課題

世界のどの公共放送も，リニアの放送サービ
スを維持しながら，オンデマンドへの世界へ踏
み出している。この回ではBBCの新たなサービ
スであるiPlayerとインターネット全体への取り
組みをリポートした。今回の各国比較では，「公
共放送ならではのインターネット活用はどうある
べきなのか」「公的資金で制作されるコンテンツ
はデジタルの世界でどう活かされうるのか」とい

う視点を持って，調査を行っている。このリポー
トでは，後者の視点に関係するBBCの「クリエ
イティブ・アーカイブ構想」について触れること
ができなかった。これは，BBCが2004年に発
表した次期経営ビジョンで，iPlayerによる公共
サービスとコンテンツの商業オンデマンド・サー
ビスの展開と並行してあげたプロジェクトで，視
聴者が BBCの公共サービス・コンテンツを使っ
てオリジナルな創造性を開かせる究極的なサー
ビスである。しかし，残念ながら，トライアル
が行われたもののビジョンの域を出ていない。

BBCのマーク・トンプソン会長は，マルチプ
ラットフォームに対応する組織改革を行う際に，
こう述べて職員を鼓舞した。

「BBCはもはや，みずからをテレビやラジオの放送

事業者であると考えてはならない。われわれは，あ

らゆるメディアにのせて，自宅であっても移動中で

あっても我々の視聴者にとって意味のあるデバイスに

向けて，公共サービスコンテンツを届けることを目指

さなければならない。我々は，もっと多くの公共的

価値を届けることができる。もし，我々が，すべて

のプラットフォームを考慮し，視聴者が自分にとって

これまでよりずっと関係があるものと思え，有益で，

価値をもたらしてくれるような最良のコンテンツを発

見する方法を考えるならば。」（Thompson 2006）

まさにこの方向に向かって，BBCは動き出し
ている。しかし，そのために必要な技術的解
決と伝統的なコンテンツ制作集団による創造的
な解決にはまだギャップがあると言える。また，
すでに指摘したが，公共サービスコンテンツへ
のアクセスを向上させることを目的に設計され
たiPlayerが，技術的特性を最大限に利用する
あまり，マーケット中心の思考に陥るのではな
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いかという思わぬ落とし穴も忘れてならないと
考える。オンデマンド時代に，公共財源から生
み出される「価値の最大化」とは何を意味し，
それをどのように評価して次のサービスにつな
げていくのかという問題は，引き続き検討すべ
き課題として残されている。

（なかむらよしこ）

なお，このリポートにあたって，2008年5月
に筆者による現地調査のほか，NHKスペシャ
ル「放送記念日特集：新動画時代　メディア
が変わる」取材班，NHK「著作権・契約部」，
NHKエンタープライズ「NOD事業」による海
外調査結果もあわせて利用した。
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