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シリーズ公共放送インタビュー

  BBC を含めた公共サービス放送の課題

― 5 月には政権交代が起きましたが，近年の

BBC や公共サービス放送が直面する課題をど

う考えていますか？

フォスター氏：BBC が直面する課題は数多くあ
りますが，その根本的な問題は，BBC は何の
ために存在するのかという議論です。BBC は，
狭義の「市場の失敗」に取り組む組織である
べきなのか。その場合，BBC は活動の規模を
小さくし，市場が提供しないようなコンテンツや
放送に焦点をしぼったこれまでよりも小さな組
織になります。あるいは，すべての受信許可料
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リスの公共サービス放送：長期的な見解」では，10 年後のメディ

ア環境の変化を予測し，BBC が強力な公共サービス放送の提
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イギリスでは5月に総選挙が行われ，労働党政府か
ら保守・自民連立政府へと政権が交代した。これに伴
い，BBCを含めたメディア政策にも変更が生じている。
新政府は，BBCの独立性を保ち，内容には介入しない
という姿勢を明確にしているが，BBCの運営財源であ
るテレビ受信許可料について，その一部を高速ブロード
バンドの全国普及という政策課題に導入する方針を示し
た。BBCは現行特許状が終了する2016年まで受信許
可料で賄われることを保障されているが，その財源規模
について，あらためて政府と交渉のテーブルに着くこと
になる。

ロビン・フォスター 氏
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支払い者にとっての関心や価値を持つ何かを提
供するためにあるべきか。これは，幅広いアウ
トプットを備えたもので，前者より大きいことを
前提とした組織となります。
　私の記憶にある限り，この議論は長い間続い
ていますが，ことに 2010 年の政権交代によっ
て，この問題が国内議論の最前線に置かれる
ようになったといえます。BBC は政権交代を見
越して，大きな戦略的見直しに取り組みました。

　BBC は，デジタルラジオの BBC 6 Music な
ど一部のサービスを廃止する可能性を示唆して
います。これは，受信許可料支払い者にとって
もっと価値を生み出すような領域に資源を再配
分するためです。しかし，この第 1 次提案は，
将来の課題に取り組むにはまったく不十分であ
るという批判もありますし，公共団体は総じて，
今後数年間にわたって大規模な節減を行うだろ
うという認識から批判する声もあります。
　BBC の抱える問題は，ライバルである商業
放送事業者に比べ，資金手当てが十分あり過
ぎ，成功し過ぎているとみられていることです。
商業放送事業者が，視聴者数の減少によって，
広告収入を失う一方，BBC の受信許可料は毎
年上がっています。したがって BBC は，商業
事業者が財政的に苦闘している市場において，
非常に財源に恵まれ成功した競争相手とみられ
ています。このことが議論の中心となり，BBC

の商業的競争相手から不公正な競争という苦
情を引き起こしています。
　これら 2 つに関連する副次的な課題が，
BBC は十分監督されているか，BBC は人々に
説明責任を果たしているか，という議論です。
BBCトラストの役割の見直しが進行中で，国内
の主要な政党がこれに取り組んでいます。そも
そも BBCトラストは創設当時から，妥協の産
物だというのが一般的な理解です。
　BBCトラストは，BBC に関する効果的な規
制機関であるには独立性が足りず，BBC に対
する効果的なアドバイサー，あるいは支援者に
なるには距離がある。つまり，まったくのところ，
独立規制機関と内部監督機関のどっちつかずと
いう難しい立場にあると考えられます。

― しかし，人々は BBC を支持し，誰も BBC

が小さくなってほしいとは願っていないのでは？

フォスター氏：一般のほとんどの人は非常に支
持しています。私の知る限りすべての意向調査
で首尾一貫して，BBC に満足しています。視聴
者のほぼ 90％という高いレベルで，BBC がな
くなったら困ると答えています。それにもかかわ
らず，おそらく20％の少数派は，受信許可料
を正当化するほど BBC を利用していないと感
じています。かれらは，若い年層で，おそらく
裕福ではない家庭で，BBC のラジオやテレビ
の視聴量が平均以下の人たちです。おそらく衛
星有料放送の Sky などほかのテレビにお金を
払っていて，自分が価値を置かないものに支払
いを強制されていると怒っているような人々で
す。つまり，大多数の人々は BBC 支持派ですが，
受信許可料を支払うことに憤りを感じる少数派
もいるのです。

BBCは3月 に「 質 の 優 先 」（Putting Quality 
First）という文書を発表し，オンラインサービスの
支出を2013年までに25％削減することや，2つのデ
ジタルラジオの廃止やスポーツ放送権予算の削減な
ど商業事業者と競合する領域について縮小姿勢を
示した。しかし，これに対しBBC幹部の給与が閣
僚よりも高いと指摘されるなど，見直しが不十分と
いう批判が投げかけられた。
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　視聴者の支持が継続することは，政治的議
論が起きた場合はいつも BBC の強さになりま
す。それにもかかわらず，この議論に影響力を
発揮する利益団体がいます。BBC の商業的な
競争相手や自由市場主義者や，一部の政治家
など BBC が嫌いで，その規模を縮小したいと
思っているような人たちです。つまり，イギリス
国内には国民的な支持はありますが，その一方，
反 BBC のロビイ活動をするさまざまな集団もい
るのです。

  公共サービス放送の業績評価

― かつて，公共サービス放送に関する論文の

なかで，自己評価・検証が公共サービスを維持

し続けるために不可欠なものだと主張されまし

たが，そう考えた理由は何でしょうか？

フォスター氏：私は，業績評価は公共サービス
放送事業者の説明責任を確保するうえで重要だ
と考えています。それが正しく行われているな
ら，公共サービス放送事業者は，自ら提供す
る価値を主張することができ，政府が設定した
多様な諸目的を効果的に達成していることを示
し，存在価値をより強力に主張する手助けとな
りえます。
　私は，正しい測定基準を作ることの重要性に
ついてさまざまな機会をとらえ指摘してきました。
しばしば，KPIs（key performance indicators）
と呼ばれるものですが，これは，BBC に期待す
る幅広い目的や目標を反映するものです。
　業績を評価するうえで最も難しいことは，公
共サービス放送事業者が多面的な目的を持っ
ていることです。商業企業は，株主に利益を
還元することを第 1 の目的とします。それに対

し BBC は，毎週多くの人たちに到達しなけれ
ばならず，誰も取り残されたと感じないようにす
るため，多様な視聴者のセグメントに到達する
努力をしなければなりません。他の事業者が肩
を並べることができない何かを市場に付加し，
個々の消費者の利益と同様に社会的な利益を
提供するような番組やコンテンツを提供しなけ
ればなりません。また，番組を効率的に制作し
ていることやお金に見合った価値を実現してい
ることを示さなければなりません。だから，幅
広い目的を持ち，その 1 つ1 つについて注意深
く取り組み，実際にうまくやっていることや受信
許可料支払い者にとって実質的な価値を生産し
ていることを示さなければならないのです。

   公共的価値という概念

― BBC は特許状更新議論で，公共的価値の

構築をビジョンにうたいました。しかし，「価値」

という言葉にはお金につながっているイメージ

があり，業績を数字で評価するということは，

簡単に計算できない「質」の議論としっくりい

かないような気がします。質は公共サービス放

送の中心にあるはずですが。

フォスター氏：公共的価値という概念は，BBC
が使用してから，その後国内のその他の公共
サービス機関について語るときに使用されるよ

BBCは現行特許状の更新に際し，民主主義的価
値，文化的価値，教育的価値，社会・コミュニティ
の価値，国際的価値といった5つの公共的価値を
あげ，放送を通じてこれらの価値を生み出すことが
普遍的な目的であるというビジョンを示した。また，
公共的価値とは，個人的価値・社会的価値・経済
的価値を総合したものであると説明している。
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うになりました。
　これは，費用や料金の測
定基準，すなわち，お金にか
かわる狭い価値から離れるこ
とを意図したものでした。公
共サービス放送事業者のア
ウトプットを数値化するのに，
たやすくないやりかたに挑戦
しようとしたのです。
　たとえば，公共サービス
放送事業者が，正確で独立
した有益なニュースサービス
を提供し，視聴者が世界の
出来事を理解する手助けとなるなら，民主主
義の過程に参画するための社会的能力を作り
出している。情報を十分に供給された市民が
いるなら，相対的に推進力のある民主主義
を手に入れるチャンスが大きくなる。そして，
ニュースに関する公共的価値とは，ただニュー
スがよく見られるという事実ではなく，独立し
たニュースを提供するということが全体として
社会に生み出すより幅広い効果そのものです。
それと同じように，公共サービス放送事業者
が非常に興味深く，質の高いドキュメンタリー
を制作し，それが世界の出来事に対する理解
を深める助けとなったり，科学や歴史に関する
知識を増加させたりするならば，公共的価値
は，知識の社会的蓄積を増やし，それによっ
て社会をもっと住みやすい場所にすることがで
きるでしょう。
　公共的価値のアプローチが持つ大きな恩恵
は，公共サービス放送事業者が何をすべきか，
実際にやるべきことを行っているのかについて，
これまで以上に明快でかつ構造化された方法
で考えるようになったことです。

　また公共的価値の概念は，BBC 内部の運営
ツールとして非常に重要なものです。これによっ
て，BBC の会長は放送現場の執行部に対し，
番組の到達率ではなく，それよりももっと重要
な何かを実際に行っているのかどうか，商業的
な競争相手が提供しているものとは違うものを
提供しているのかどうかで，業績評価を語るこ
とができるようになります。それはそんなに容易
なことではありませんし，いつもうまく機能する
わけではありませんが，それでも私は，視聴者
の数から，実際に何のために行っているのかへ，
議論のベクトルを変える手助けになっていると
考えています。

  BBC の公共サービスパートナーシップ

― 特許状更新後，BBC は「公共サービスパー

トナーシップ」を戦略上重要視していますね。

フォスター氏：BBC は，公共サービスパートナー
シップ戦略について，非常に大きな仕事をして
きたと思います。過去数年，「BBC は多額の公

大規模改修中のBBC放送会館（ポートランド・プレイス，ロンドン）
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的資金の受取人である」という考えがあります。
BBC は公共機関として，公的資金が業界全
般にわたって最大の効果を発揮するように，メ
ディア業界や放送通信業界と共同で業務にあ
たる責任があると考えられています。たとえば，
BBC が主張するパートナーシップとは，BBC
の新しい技術開発の一部を共有するということ
も含まれ，iPlayer やその他の新しいベンチャー
を立ち上げました。BBC のローカルニュース取
材資源を他のニュース配信事業者と共有すると
いう話もあります。イギリスのメディア産業部門
が世界に番組を輸出することを支援するため，
BBC の海外販売の専門能力を共有するという
こともあるでしょう。

― これは，うまく機能しているでしょうか？

フォスター氏：大きなインパクトを与えているか
と言えば，私は，そうではないと評価しています。
なぜなら，理論と実践に大きなギャップがある
からです。技術のような分野では BBC はパー
トナーたちとの仕事に成功しています。しかし，
ほかの分野では，イニシアティブはまだ緒に就
いたばかりで，克服しなければならない問題が
たくさんあります。
　まず第 1 に，BBC の態度，あるいは文化
の問題です。BBC は，ほかの機関と協働する
ことがどういうことなのかわかっていません。
BBC は，誰がパートナーであるべきかを BBC
が決定し，彼らに何をすべきかを命じるという
見解をとる傾向があります。それは，本当の
パートナーシップにはなりません。パートナー
シップは，一方的に自分の目的を押しつけるの
ではなく，2 つの機関の間のパートナーシップ
でなければならないことを，BBC は時々忘れ

てしまいます。
　第 2 に，市場競争という問題があります。も
し BBC があまりにも多くの主要なメディア組織
とパートナーシップを作り出そうとすると，競争
を抑えようとしている，あるいは市場の競争を
ゆがめているとみなされるというリスクがありま
す。たとえば，デジタル放送の信号を受信する
のと同じように，ユーザーが自分のテレビをイン
ターネットに接続できるような新しいソフトウェ
アのプラットフォームを開発するという提案を
BBC はしています。それは，プロジェクトに参
加したパートナーたちにとっては大きな前進でし
たが，プロジェクトから排除された人たちから
は，潜在的に反競争的な脅威とみなされました。
　そして第 3 に，イギリス国内にはとくに公共
サービス放送の複数性について懸念がもたれ
ています。もし，BBC がほかの公共サービス
放送事業者と，たとえばニュース資源を共有す
るとかといった協力をするならば，市場全体で
ニュース供給の経済を助けることになるかもしれ
ません。しかしその一方で，供給の複数性を
減少させるという逆効果になるかもしれません。
したがってパートナーシップは，原理的には良
い考えですが，急速に進めることは簡単ではな
いと思います。

  イギリスにおける
         公共サービス放送の複数性

― いま，公共サービス放送の複数性について

触れましたが，BBC は，複数性について，組

織の複数性を主張していますね。ですから，イ

ギリスの公共サービス放送を担ってきた ITV が

困っているなら，パートナーシップで協力しま

しょうと。
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フォスター氏：世界はどんどん変わっています。
組織の複数性は，長い間イギリスの公共サー
ビス放送のエコロジー（共生）にとって大変重
要でしたが，この問題がかかえる核心は，ITV
やチャンネル 5 のような商業放送事業者がもは
や財政的に公共サービス義務をまかなうことが
できないということです。
　したがって実際には 2 つの選択肢しかありま
せん。その 1 つは，公共サービス放送が提供
すべきことをすべて BBC に任せるという選択
肢です。もう1 つは，実行するには法律上の議
論がさまざまありますが，もし，供給の複数性
が一部の領域でいまだに非常に重要だと考え
るなら，それを支援するための何か別のメカニ
ズムを見つけなければならないことになります。
前政府による「完全デジタル移行後のイギリス」
という白書では，供給の複数性を継続すべきと
主張できるたくさんの領域があるとされ，たと
えば教育番組や子ども番組などがそれです。し
かし，資源は限られているため，現在の最優先
はニュースです。
　ことにローカル・地域ニュースは商業放送事
業者に多大な支出を強いています。BBC 以外
のローカルニュースを保護するために，白書は，
IFNC と呼ばれるようなものがあるべきだと提
言することになったのです。IFNC が国内のさ
まざまな地域に設置され，公的資金のほんの
一部を割りあてるべきだ，というものです。こ
のコンソーシアは，BBC と競い合うようなオル
タナティブなローカルニュースサービスを提供す
るように要請されます。
　しかし，新政府は，こうしたアプローチが正
しいと納得していませんから，ローカルテレビ
ニュースを活性化するために別の選択肢，公的
資金を投入しない方法を検討するでしょう。検

討される選択肢は，ローカルメディア事業者に
対する所有規制をどの程度緩和したら，ローカ
ルニュースをこれまでよりも豊かにできるかとい
うことです。たとえば，新しい企業がその地域
でラジオや新聞，オンラインやテレビを所有す
ることができるようになれば，ローカルニュース
を提供するようになるかもしれません。

  これからの規制のあり方

― 最後の質問ですが，より良い規制とは何で

あると思いますか？ とくに放送やコンテンツに

ついて。

フォスター氏：非常に難しい質問ですね。すべ
ての規制システムに適するようなものは 1 つもな
いことは確かだからです。それは，過去から現
在に至る経過の中で何が残されたのかというこ
とや，これから何を達成したいのかによって異
なります。
　別の方法で答えさせてください。公共サービ
ス放送は重要で保護し強化すべきものだと考え
るならば，その目的を達成するのに最適な規
制の環境は何かを問わなければならないでしょ
う。私にとっては極めて明らかなことがいくつ
かあります。まず 1 つは，明確で透明な説明責
任が重要で，それによって公共放送は価値を提
供していることを示すことができるということで
す。ですから，公共放送事業者にとって適切な

I F NC は I ndependent ly  Fu nded  News 
Consortiaの略称。前政権は経済不況とインターネッ
トの普及という複合的要因で経営難に陥る地域ロー
カルメディアを救済するため，テレビ受信許可料の
一部を利用する直接支援策を推進したが，政権交
代でこの計画は白紙に返った。



48 　AUGUST 2010

公共的価値の枠組みを非常に強調しました。
　2 つ目は，コンテンツの基準や競争に関する
独立規制機関があることは助けになると思いま
す。公共サービスコンテンツの提供者が説明
責任を適切に果たせるようにするための存在で
す。イギリスでは Ofcom がこの役割を大いに
果たしています。
　そして第 3 に，公的資金の使われ方を監督
するために，明確で効果的な責任があるべきだ
と思います。これは，公共サービス放送事業者
を同意した規則に縛りつけるという意味での規
制の役割ではありません。むしろ，放送事業
者がその目的に沿い，実質的に公共的価値の
何かを生産することを保障するために，視聴者
に代わって行動する機関が必要です。この機関
の仕事は，公共サービス放送事業者と幅広い
戦略や投資について協議することや，長期的に
見て公共の利益に沿って活動しているかどうか
について合意に達することです。これは規制者
の仕事ではなく，非常に異なった専門能力が必
要とされます。どちらも，放送事業者に任すこ
とはできないことです。
　第 4 に，公共サービス放送の複数性を助長
し，その過程に競争を取り入れようとすること
に関しては，理想的で資金が豊富な世界であ
れば，そういう議論も活発にできたでしょう。
しかし，いまよりも厳しく資金に限界のある世
界では，公共サービス放送の長期的な強さは，
必要なチェック＆バランスを備えた 1 つの機関
が継続的に公共サービス放送を提供することに
かかっているのではないでしょうか。イギリス
は，これまで公共サービス放送提供者の数が
多いという世界で，むしろ難しい立場にありま
す。その数は徐々に減少していますが，我々は，
BBC があるだけで満足か，それとももっと幅広

くあることのほうがよいのか，決めることがで
きないでいます。おそらく最悪の結果は，BBC
とそれに加え 1 つあるいは 2 つくらいの小さな
組織がバラバラに存在しているという状況です。
それではまったく意味がないと思います。それ
では，正しい複数性を提供しないし，公的資
金の支出効果を薄める危険があります。また，
説明責任を監督するには，そのシステムにかか
る経費が高くなる恐れもあります。
　最後に，これは私の個人的な見解ですが，
公共サービス放送に費やす資金の量を常に拡
大しようとしてはならないと思います。NHKや
BBC のような強力な公共サービス放送にとっ
て説得力のある論拠はありますが，公共サービ
ス放送と並んで商業市場を繁栄させる努力を
しなければなりません。私は，中心的な公共
サービス放送事業者の周辺に，公的資金で制
作された番組やコンテンツをあちこちに追加し
始めたら，2 つの結果が生じるのではないかと
心配しています。1 つは，人々が放送を支援す
るのに必要だとする公的資金の量を押し上げ
てしまい，これは良い考えではありません。と
くに経済的に困難な時期には。第 2 に，BBC
や NHK のような主要な放送事業者に与えられ
る資金の量を侵食し始めることになります。こ
れも良い結果にならないと思います。これから
公共サービス放送システムを作り上げようとして
いるのなら，組織や資金をばらばらにするアプ
ローチの論拠も十分あるでしょう。たとえば，
数多くの異なる提供者が利用できるように資金
の入札制を行うことなどです。しかし，BBC の
ように成功した公共サービス放送組織という強
力な財産がある場合，少しずつその組織を解
体することは意味がありません。
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　BBC にとって，特許状を更新し，次の 10 年
間の存続を維持することは大仕事である。しか
し，2012 年の地上デジタル放送への完全移行
という転換点に加え，政権交代という政治状況
の変化も起こり，特許状有効期間の半ばを待
たず BBC は事業規模と財源の妥当性という議
論に直面しつつある。前担当相のテッサ・ジョ
ウエル氏は，特許状更新時の閣内で BBC 支
持者は本人だけだった，と最近になって発言す
るなど，BBC をとりまく政治状況はいつになく
厳しさが予想される。
　フォスター氏が言うように，受信許可料によ
る BBC と制度上いくつもの公共サービス義務
を課せられた広告財源による地上テレビ 3 局

（ITV，チャンネル 4，ファイブ）による“公共サー
ビス放送”体制を，メディアの市場化が進むな
かで果たして継続できるのか，イギリスは選択
の時期に差し掛かっている。そうした状況だか
らこそ，受信許可料収入の一部を入札制で公
共サービスコンテンツ制作者支援へ分配するシ
ステムの必要性に説得力が増している。前政
権の IFNC のロジックはまさにその路線にあっ
たと言える。フォスター氏は，この意見には与
しないものの，今後社会全体で維持できる公
共サービス放送機関は 1 つであると予想したう

えで，BBC の存在を維持するには，商業的ラ
イバルへの配慮と受信許可料の管理をするた
めの特殊な外部監督機関が必要であると主張
している。
　BBC が自らイニシアティブを発揮して発表し
た「質の優先」に対し，意見の募集は 5 月に
締め切られたが，監督機関である BBCトラスト
は 6 月現在，まだその総括を発表していない。

（なかむら よしこ）

〔インタビュー〕
2010 年 2 月16 日　ロンドン

次回　台湾の公共テレビ前理事で政治学者の翁秀
琪氏。


