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シリーズ公共放送インタビュー

2006 年秋までドルト

ムント大学教授。専

門はメディア政策，メ

ディア 経 済，メディ

ア法。現在は国際的

ジャーナリズム研究

グループの指導に当

たっている。日本とも

関 係 が 深く，1972-

74 年，故内川芳美教

授（東京大学）の共

同研究に参加，現在

は外国人招へい研究

者として，日本学術振興会のプロジェクトに携わっている。著編書

に，Medienhandbuch Deutschland (2006), Innovation in Journalism 

Training (1993) など多数がある。また，小所が刊行していた『放送

学研究』第 48 号（1998 年，「特集・デジタル時代の放送」）に，「デ

ジタル時代における公共放送の将来的選択肢」を寄稿している。

ドイツにはARD（ドイツ放送連盟）とZDF（ドイ
ツ第2テレビ）という2つの公共テレビ放送局がある。
ARDは，単一の全国組織ではなく，9つの州放送協会
の連合体というユニークな組織形態を持つ。したがっ
て全国放送に関する決定に際しては，全州首相会議で
の合意を必要とする。その背景には，ナチズムの時代
に放送が時の政権に都合の好いように利用された苦い
経験に対する反省がある。

運営の費用は85%前後を受信料でまかなわれている
が，ARDもZDFも6%ほどの広告収入・スポンサー収
入を併用している。

ゲルト・Ｇ・コッパー氏

【 第 6 回・ドイツ 】

ゲルト・Ｇ・コッパー氏  （元ドルトムント大学教授）に聞く
～デジタル移行後の公共サービス放送の課題～

メディア研究部（海外メディア研究）  横山　滋  　

  広がっている公共サービス放送の選択肢

―『放送学研究』に掲載された「デジタル時代に

おける公共放送の将来的選択肢」で，丹念に分

析をしてみれば，公共サービス放送はデジタル化

の時代においても有利に展開しうる選択肢を持っ

ている，そして，このことは，適切な長期的戦略

によって，公共サービス放送が深刻な危機から脱

出できるだけでなく，公共サービス放送の新たな

支柱となるべき高品質番組の開発を可能にする選

択肢なのだ，という意味のことをお書きになってい

ました。

　あれから10 年余りの歳月が流れましたが，今，

どんなふうにお考えですか。

コッパー教授：自慢話のようになってしまうか
も知れませんが，公共放送の将来について，
私は良い予言者だったと言えるのではないか
と思います。私はジャーナリズムが“見えざる
変革コラム①”に直面していると思っていますが，
そのような状況の中でも，ドイツの公共放送
は不動の支柱としての役割を保っています。
公共放送は市場の影響を受けて危機に陥ると
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いうことはありません。もちろん，NHK もい
くつか経験されたように，組織の中から問題
が発生して危機に陥るということはあります。
しかし，そういう事態さえ避けられれば，公
共放送は景気の影響を受けるということはな
いのです。
　もう1 つ，あの論文に書いたことは，デジタ
ル時代におけるアーカイブの可能性でした。こ
れについては，すでにいろいろなことが可能に
なっていますし，その気になれば，アイディア
しだいでもっとさまざまな形で利用できるように
なるでしょう。興味深いことに，ドイツの公共
放送の 1 つである ZDF は 2009 年末から新た
にデジタル・チャンネルの放送を開始しました。
ZDF Neoというチャンネルですが，これは，アー
カイブに保存されている番組だけを放送すると
いうものです。
　もしも私が公共放送から助言を求められたと
したら，あの論文に書いた考え方を今日の状況
に応用して事業を展開することをお勧めしたいと
思います。まだまだアーカイブを有効に利用でき
る可能性は存在しています。副次収入を上げる
という面でも，公共放送の新たな使命を達成す
るという面でも，役に立つと思います。まだ少数
ですが，賢明な人々はそれをやり始めています。
　例えば，ドイツでは，新聞との提携が始まっ
ています。新聞社はコストの問題を抱えています。

ARD 加盟放送協会の1つ，西部ドイツ放送協
会（WDR）は，ルール地方の一大新聞コンツェ
ルンに地方ニュースの映像素材を提供していま
す。そうすると，そのビデオ・クリップが，新聞
社のウェブサイトで見られるというわけです。こ
れはまったく賢明なやり方で，公共放送の側から
すると，これによって失うものは何もありません。
　私などはもうちょっと過激で，公共放送はペイ・
チャンネルの運営を認められるべきだし，また，
そうあって差し支えないと考えていますが，その
考え方に対してはいろいろと批判を受けました。
しかし，将来，きっとその方向に進むことにな
るでしょう。ユーチューブが好い例ですが，今
や個人がインターネット上に自分のチャンネルを
開くことが可能になっていますし，また，誰でも，
それを見たいと思えばそこへ行き，料金を支払
います。私が申し上げたいことは，公共放送も，
アップル社がやっているのと同じように，有料の
インターネット・サービスを開設したらいいでは
ないか，そしてそれを例えばペイ・パー・ビュー
でやってみたらどうか，ということなのです。

  財源とサービス内容

―ドイツの場合は，イギリスと同様，見逃した番

組は無料で見られるようになっているわけですね。

コッパー教授：ドイツではこの問題についての規
則が決っていて，放送されている番組は一定の
期間だけインターネットで見ることができるので
す。そういうしくみになっているのは，商業セク
ターとの間に大きな競争が起こらないようにと
いう配慮があるからです。
　そのために，現実には無料で期間限定のサー
ビスとして行なわれているのですが，結果とし

コラム① コッパー教授によれば，競争の激化に
よって商業メディアにおける経費節減圧力が高まり，
ジャーナリスト教育を受けた有為な人材がメディアに
就職できないか，賃金などの条件のために企業の広
報セクションなどに就職するようになっている。こうし
た就職・労働条件などに関する変化が“見えざる変革”
を惹き起こしていて，メディアが本来の機能を果しに
くくなっているという。詳しくは，横山滋「放送経営と
ジャーナリスト再教育　～公共放送の正念場～」，『放
送文化研究所年報 2011』（近刊）を参照されたい。
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て古い番組を見ることができなくなっています。
そこで，これは私の考えですが，法律を改正し
て 3 種類の受信料支払者を作ればよいと思う
のです。A タイプの支払者は今放送されている
番組についてのみ，見逃しサービスを利用でき
る。これは現在と同じで明快です。これに対
して，B タイプの支払者はもう少し追加料金を
払う代りに，1980 年の番組までさかのぼれる，
という権利を持つことにします。そしてこれまで
のすべての番組にアクセスしたい人は“ゴール
デン・カード”の料金を支払う，というものです。

―ドイツの公共放送は，NHK や BBC とは違って，

1 割に満たない額ですが広告収入を併用していま

すね。公共放送の財源として，たしかに受信料は

経済的圧力からは自由だが，政治からの圧力には

弱い面があるので，公共放送の財源としては両者

を併用する方が望ましいのだ，という話を聞いた

ことがあります。この点については，どうお考えで

すか。

コッパー教授：それは放送政策に携わる人たち
の間で有名な議論です。広告収入を併用するこ
とで，多くの視聴者にとって魅力的な番組を放
送してもらいたいと考える人もあります。公共放
送が「すき間産業」的な番組だけに閉じこもっ
てしまうのを防げるというのです。

― 一部の人々に向けた“高尚”な番組ということ

ですか？

コッパー教授：そのとおりです。ARTEコラム②と
いうチャンネルを御存じでしょう。ARTE を見
ている人は，今や全視聴者の 1% を下回って
います。公共放送が自らそういう番組に撤退し

て行くとは思えませんが，商業的諸勢力によっ
て，視聴率 5% 以下の番組だけを制作せよとい
うようなところへ追い込まれて行く危険がないと
は言えないでしょう。広告をとれるような番組を
作り続けていることは，そういう点で予防策に
なると考えられています。それから，必要な広
告価格をとれる接触率を確保できる大衆娯楽
番組が必要だということも明らかです。しかし，
他方，そのことによって，公共放送の番組が公
共放送らしさを失ってしまう危険もあります。例
えば，公共放送が午後の時間帯に放送してい
る番組は，商業放送の番組とほとんど区別の
つかないものになっています。

  若者対策に求められる
      新しい伝送路でのイノベーション

―3 年ほど前に，東京で「公共放送と娯楽番組」

というフォーラムを行ないました（報告は，横山滋「国

際シンポジウム　公共放送と娯楽番組 」として『放

送研究と調査』2007 年 7 月号に掲載）。ドイツの

WDR とイギリスの BBC，それに NHK のパネリス

トが話し合ったのですが，そこで明らかになったのは，

これら 3 つの公共放送がいずれも若い視聴者が少

ないという問題に直面しているということでした。こ

の点について，どんな対策が考えられるでしょうか。

コッパー教授：これは構造的な問題です。つま
り，放送内容とメディア，テレビを利用する目的
と直結しています。日本と韓国では携帯端末の

コラム② ARTE はフランスと共同で運営されている
公共の文化・教養チャンネル。一般向けチャンネル
の番組とは明確に一線を画する番組で支持者を獲
得しているが，文中でも触れられているように，そ
の数はそれほど多くない。
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領域で若者向けの新しいサービスの実施が可
能になっているように思いますが，家庭に据え
付けられている大きな受像器に関しては，重大
な問題だと思います。しかし，デジタル化とい
うのは，以前の論文で触れたように，人々が情
報を入手できる経路を，マルチプレックスによ
る送信以外にも多様に持つようになることなの
です。
　デジタルで送れるようになった新しい伝送路
にも，目配りを忘れてはならないと思いますが，
残念ながら，ドイツではこれまでのところこれ
という進展はありません。4 年ほど前にモバイ
ル・テレビのための番組実験が行なわれたこと
がありますが，うまく行きませんでした。しかし，
こうしたことは，とにかくやってみなければ始ま
らないのです。
　私は，採用された後のジャーナリストには 3
つの再教育が必要だと考えていますが，第 1
は「倫理」，第 2 は「専門技能」，そして第 3 は

「イノベーション」です。これは，経営のプロセ
スに関するもので，どうやって効率的に，ムダ
を省いて制作するかなどなどと関係しています。
この「イノベーション」の再教育が欠落していま
す。「番組のイノベーション」のための再教育が
必要なのです。
　ドルトムント大学での私の重点テーマの 1 つ
に「メディア・イノベーション」がありました。
まだジャーナリスト教育科目を直接教えていた
頃のことですが，現状を研究するだけでなく，
そもそもどんなものが携帯端末用の映像コンテ
ンツになりうるのかを一年がかりで調べたこと
があります。将来の視聴者になるかも知れない
若い人たちが，自分たちで考え，実際にコンテ
ンツを作って，それがどんなふうに見えるのか
を検証しました。4，5 年前のことで，残念なが

らその後のフォローアップは行なわれていませ
んが，今ある番組を携帯電話に向けて送信する
というだけではダメなのです。極めて小さな画
面で見るわけですから，それで西部劇を楽しも
うという人はいないでしょう。もっとレジャー寄
りの，サービス，スポーツ，実用的な新しいコ
ンテンツなのだろうと思います。

  創造性のための意識改革

―お話を伺っていて，「世界で最も創造的な組織を

めざす」という BBC の意識改革運動のことを思

い出しました。以前，教えていただいたことを手が

かりにして，『放送研究と調査』でも紹介コラム③をし

ました 。

コッパー教授：そうでしたね。あれは BBC の
大変なイノベーション，創造性改革でした。

―BBC は，最近，組織改正を行なって，BBC 

Academy の中に College of Leadership という

教育担当部局を設けました。これは BBC が，リー

ダーシップと創造性を重視していることを示してい

るのだと思われます。

コラム③　グレッグ・ダイクは，BBC の会長に就任
した 2000 年から 2004 年にかけて，組織風土の改
革に取り組んだ。Making it Happen（なぜばなる）
と呼ばれたこの運動は，ダイクが 2003 年のいわゆ
るギリガン事件で引責辞職せざるを得なくなったこ
とで頓挫するが，その名残りは今も BBC のさまざま
な対応に見られる。この BBC 改革については，横
山滋「創造性向上のための Watering Hole の方法」

（『放送研究と調査』2007 年 1 月号），スーザン・ス
ピンドラー「組織変革への自助的アプローチ」（同
2007 年 2 月号），キャロライン・ヴァン・デン・ブル
ル「創造性と視聴者理解はいかにして達成された
か」（同 2007 年 3 月号），横山滋「グレッグ・ダイク
の BBC 改革とコッター経営学」（同 2008 年 9 月号）
で紹介している。
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コッパー教授：私も同感です。そして，これは
非常に重要なことだと思います。メディアに就
職した教え子たちによれば，メディアの編集や
編成に不具合が起っているのは，貧困なリー
ダーシップのせいだというのです。こういった従
来からの問題への対応ももちろん大事ですが，
もう少し長期的に，かつ将来志向で考え，創
造性の向上に寄与するような再教育が必要な
のだということです。どうしたら，これまでとは
まったく違うコンテンツを作り出すことができる
でしょうか，従来とは別種のチャンネルを開設
することはできないでしょうか，その場合，何
が問題でしょうか─そういったことを考える好
い機会だと思います。

―私の見るところでは，うまくミドル・サイズの視

聴者を掘り当てた番組が少ないように思われるの

です。公共放送の場合には，あまねくすべての視

聴者をターゲットにしなければなりません。もう少

し限定された視聴者層に向けたサービスはできな

いものでしょうか。

コッパー教授：デジタル時代には可能です。
ちょっと違うかも知れませんが，商業放送の
CNN がニュース専門のチャンネルとして毎正時
のニュースを始めました。それがきっかけになっ
て，ドイツの公共放送もラジオとテレビ両方で
情報チャンネルを開設しました。私の理解が正
しければ，これは，何のために新しいチャンネ
ルを開設しなければならないのかという問題を
クリアしたのです。というのは，何といっても，
そこにはそれだけの需要があったからです。
　ただ心配なのは，ドイツのような放送制度の
下では，こういった展開がビジネスとの競争を
引き起こし，商業放送が公共放送に対して「お

いしいところだけ取って行く」という非難を浴
びせるようになることです。
　もう1 つ，ドイツの場合，新しいチャンネル・
サービスを開始するというようなことは，放送
州間条約に該当する事項で，16 の連邦各州の
合意がなければなりません。これが問題で，そ
こでの議論の際に，いつも商業放送がそれは
われわれにとって営業妨害になると主張するか
らです。

 ドイツの受信料制度の変更について

―各州の合意ということですが，その全州首相会

議が，2010 年 6 月に，受信機所有の有無にか

かわらず全世帯が受信料を支払うという形への制

度変更に合意しましたコラム④。この変更は，公共

放送の将来にとってどのような意味を持つとお考

えですか。

コッパー教授：受信機の所有に対して受信料を
課すのではなく，世帯の負担金としての受信料
という形に制度を変更する最も大きなきっかけ
は，インターネットが広く普及し，スマートフォン
などの携帯端末で受信できるようになってきた
ことです。受信機の所有だけを根拠に受信料を
課するのは，将来的には無意味なことになって
しまいます。

コラム④　ドイツの受信料は放送を受信できる機器
の所有に対して課されているが，PC での受信が可
能になったことなどで，事態が複雑になり，PC の
みを所有している場合の受信料の支払いをめぐって
争われている。今回の変更は，支払根拠から機器
所有を外し，基本料金（ラジオのみ）とテレビ料金
との区別を廃してシステム簡素化を図った。（伊藤文，

「ドイツの全州首相，受信料制度改革に合意　受信
機の有無にかかわらず全世帯が負担」，『放送研究
と調査』2010 年 8 月号，128 ページを参照されたい。）
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　公共放送の財政にとって，この変更が実際に
もたらす深刻な影響というのはないだろうと思
います。しかし，まだ明確になっていない部分
があって，最終的にどれだけの収納額が見込
めるのかは明らかになっていません。失業世帯
に対する収納の免除をどうするかというような
問題が影響してくるからです。それから，結局
のところ，新しい制度で収納できる金額は必要
経費を下回るであろう，という予測があります。
これも政治家にとっては不都合な話です。とい
うのは，公の論議，とりわけ新聞業界からの反
発を受けるおそれがあるからです。
　この変更自体は，新しいコミュニケーション・
テクノロジーへの制度的適応と見てよいと思い
ますが，さらに慎重な舵取りが求められること
になるでしょう。

 日本の公共放送への期待

―最後に，日本の公共放送に対して何かメッセー

ジをいただけますか。

コッパー教授：NHK が直面した組織内の問
題については，キチンとした対処がなされてい
ることと思います。もう 4 年前になりますが，
BBC における意識改革，組織風土の改革の試
みについて紹介できたことを嬉しく思っていま
す。当時の BBC において問題だったことは，
ひとりBBC だけの問題ではなく，他の公共放
送，ひいては NHK にとっても共通の問題だと
考えたからです。
　職員，ジャーナリストの再教育，継続教育は
大切なことだと思います。前々から主張してきた
ことですが，恐竜のような巨大な組織が間違い
なく機能するためには，時々揺すぶって目を覚

ましてやらなければならないという問題があり
ます。それには，例えば，BBC があれだけの
成果を上げたような，そういう方向の努力が役
に立つでしょう。
　そのほかに，最近，視聴者として（日本の）
テレビを観察していて気がついたことは，ニュー
スと少数の報道番組を除けば，番組が顕著に
商業放送化しているということです。NHK の
娯楽番組は依然としてまだちょっと伝統的な
NHKらしさを残しているように思えますが，現
実にはかなり商業放送風の番組に追随している
という印象があります。 すべての放送局が同じ
ような番組にはまりこんで行くのではなく，多様
な，魅力的な番組が必要です。

 インタビューを終えて

　コッパー教授は，現在のメディア状況，とり
わけジャーナリズムの機能についてかなりの危
機意識を持っている。しかし，その半面，公
共放送については，新しい発想で技術の進歩
を取り込んで行けば将来においても社会の基幹
メディアとしての役割を果し続けることができる
と言う。日本から見ると，今回のドイツの受信
料制度の変更は大きな変化のように見えるが，
教授はそれを，新技術への制度的適応にすぎ
ない，と見ている。こういった反応は，かえって，
その根底に，社会の基本的な情報と多様な意
見をあまねく伝えるという公共放送の使命は社
会にとって必要なものであり，それはアナログ
だろうとデジタルだろうと変わりはないという信
念が，揺るぎなく存在し続けていることを感じ
させた。　　　　

（よこやま しげる）


