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シリーズ公共放送インタビュー

　アメリカの放送界は，ケーブルテレビや衛星放
送が全国に浸透し，長い伝統を持つ地上放送局
の影響力が低下する一方で，最近ではインターネッ
トを利用した多様なコンテンツ配信が爆発的に増
えるなど，“メディア激変”のまっただ中にある。
そうした中で，アメリカの公共放送は今，いくつ
かの点で転換期にさしかかっている。
　プラスと考えられる点は，長引く不況で多くの商
業放送局の経営が圧迫され，人員や予算が削ら
れ放送にも影響が出る中で，全米各地に展開し，
景気の動きに比較的左右されにくい公共放送の役
割が見直されているということがある。また，既存
の公共テレビ（PBS）や公共ラジオ（NPR）に加
えて，インターネットを主舞台とする NPO 系の「プ
ロパブリカ（ProPublica）」がピュリツァー賞を受
賞するなど，新しい形態のジャーナリズムが“公
共的メディア”としての存在感を高めていることも，
公共的な報道機関の再評価につながっている。
　一方で，公共放送に対するマイナス面の動きと
して，昨年 11月の中間選挙で，公共放送への政
府補助金の分配に反対してきた共和党が大勝し
て議会下院の多数派を占めたことや，Tea Party

（茶会）運動などオバマ政権の政策に反発する保
守派勢力の勢いが増し，内容がリベラルだと指摘
される公共放送のニュース番組への圧力が一層強
まっていることなどがあげられる。
　そうした状況で，公共放送はどんな役割を果た
せるのか，あるいは果たすべきなのか。放送・通

信に関する世界で最も古い独立規制機関，FCC
（米連邦通信委員会）1）の元委員長で，今もアメリ
カのメディア界に影響力を持つ2人に話を聞いた。
共和党のリチャード・ワイリー氏は 1974 年から
77 年まで，民主党のリード・ハント氏は 1993 年
から 97 年まで，それぞれ FCC 委員長を務めた。

  リチャード・ワイリー氏

リチャード・ワイリー（Richard E. Wiley）氏は 1934 年生まれ。

FCC 時代は，競争原理の導入と規制緩和の実現に力を入れた。

1983 年に共同で法律事務所を設立し，メディア関係を中心に

ワシントンで最も影響力のある弁護士のひとりとして今も精力的

に活動している。アメリカにおける HDTV の普及にも尽力した。

【 第 9 回・アメリカ 】

リチャード・ワイリー氏，リード・ハント氏
（共に元 FCC 委員長）に聞く

～公共放送の生き残りに必要とされるもの～
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―アメリカの公共放送の現状をどう見ますか？

ワイリー氏：課題は多いと思います。理由のひ
とつは，番組のあり方です。公共テレビ（PBS）
は良い番組を作っていますが，今では PBS の
主要番組のほとんどは，民間のケーブルテレビ
などでも同じようなものを見ることができます。
セサミ・ストリートに代表される子供番組の基
本フォーマットは，もともとは PBS が開発した
ものですが，その後，Nickelodeon や History 
Channel，Discoveryといった，子供番組や自
然番組，歴史番組，ドキュメンタリーなど，特
定の分野に強いケーブルや衛星の専門チャンネ
ルが次々に登場して，PBSのお株を奪ってしまっ
たのです。
　同じ公共放送でも，ラジオの場合は事情が
違います。公共ラジオ（NPR）は，ニュースや
時事問題での優れた報道で，商業ラジオに対
して確固たる優位を占めています。NPR は番
組の質も高く，放送に活気があります。

―公共放送の財源面ではどうでしょうか？

ワイリー氏：公共放送の収入は，連邦政府や地
方自治体からの補助金が大きな割合を占めてい

ます。今，深刻なのは，地域からの補助金の
減少です。特に今のような経済状況の時には，
地元の自治体からの援助が減らされる傾向があ
ります。もともと地方の公共放送局は規模が小
さいため，補助金が減ると運営に影響が出や
すいのです。
　不況に加え，民間でも同じような番組を見ら
れるため，アメリカ国民の中には“なぜ，公共
放送に政府からのお金，すなわち私達の税金
を使わなければならないのか？”と感じる人が
増えています。私個人としては，公共放送の存
在は重要だと思います。しかし，特にテレビの
PBS は，現在のような不況の時には，公共放
送の社会的役割やどんな番組を作るべきかを
改めて考え，さらに公的資金を受け取る必要性
をアメリカ国民にキチンと説明しなくてはなりま
せん。財源が不安定であるということは，アメ
リカの公共放送の大きな課題です。

―財源が不安定とのことでしたが，日本やイギ

リスでは受信料制度が採用されています。似た

ような制度を，アメリカで導入することはない

のでしょうか？

ワイリー氏：あまり現実的ではないと思います。
かつて，それに似たものが提案されたことはあ
りましたが，議会の反対などで採用されません
でした。私は FCC 委員長を退いてからは，弁
護士として多くの商業放送局の顧問やアドバイ

アメリカの公共放送は，テレビ（PBS＝Public 
Broadcast ing Serv ice）と，ラジオ（NPR＝
National Public Radio）に分かれており，2つは全
く別の組織になっている2）。アメリカの公共放送は
1920年代に地域コミュニティー向けに始まったが，そ
の後3大ネットワークなどの商業放送が大きな影響力
を持つようになった。しかし，一部に低俗な番組が増
え，子供に悪影響を与えるという指摘もあったことか
ら，1967年に「公共　放送法（Public Broadcasting 
Act of 1967）」が制定され，1969年にPBS，翌70
年にNPRが設立された。PBSは番組の調達や配信
が主で，番組制作は行わないが，NPRは独自に取材
や制作を行っている。

アメリカの公共放送の財源は，大別すると▽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，▽連邦政府や州政府，地元自治
体からの交付金，などに分けられる。2008年度を
例にとると，テレビ・ラジオを合わせた公共放送全
体の収入は約28億5,000万ドルで，内訳は，寄付
金26％，アンダーライティング18％，連邦政府交付
金14％，州政府交付金12％などとなっている。
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ザーを務めてきましたが，公共放送には商業局
にはない特質や役割があるとして，一貫して，
その存在を擁護してきました。しかし，インター
ネットの普及でメディアが多様化し，競争が
激しくなっている現在，アメリカの公共テレビ
PBS は非常に難しい時期に来ています。
　公共ラジオ NPR については，商業ラジオが
真似できない現在の路線を強力に推し進めてい
くのがいいと思います。

―公共放送，特にテレビが生き残っていくため

には，具体的にどうしたらよいとお考えですか？

ワイリー氏：アメリカの公共放送は 1920 年代に
始まって以来，商業放送の台頭，ケーブルテ
レビや衛星放送の普及などで競争相手が増え，
いくつもの困難に直面してきました。最近では，
インターネットの普及にテレビ業界全体が押され
ており，経済状態も依然として厳しいままです。
今，公共放送に一番必要とされているのは，小
さな地方局同士が合併などをして力を蓄えるこ
とです。この点に関しては，FCC の動きは鈍い
と言わざるをえません。FCC は放送の“多様性

（diversity）”を重視するあまり，放送局の生き
残りについて打開策をとってこなかったのです。
　ここ数年，商業放送局，特に地方のラジオ
局はどんどん淘汰されています。民間では，小
さな放送局同士が合併や吸収を行って一定の
数の雇用を守り，地域向けの放送を維持しよう
と悪戦苦闘しています。このような努力が，公
共放送に関しても求められる時期に来ているの
ではないでしょうか。

―ジャーナリズムの観点から，公共放送は内

容の公平・公正に重点を置いています。しかし，

最近，FOX や MSNBC など右派・左派の党

派色を鮮明に出す放送局が多くなっています。

この状況をどうお考えですか？

ワイリー氏：公共放送は，番組内で特定のイデ
オロギーや政治色を出すことは，法律で禁じら
れています。PBS や NPR で働く人達は，その
点で日々苦労しています。
　私の基本的な考え方は，“選択肢は多い方が
よい”というものです。FOX が保守的な考え
方を打ち出し，MSNBC がリベラルな内容を志
向してもいいのです。もちろん，PBS や NPR
には公正さが求められています。しかし，それ
を FOXや MSNBC に求める必要はないので
す。様々な番組や報道があれば，視聴者がそ
の中から選ぶことができます。全体として多様
な選択肢が用意され，視聴者が自由に選べる
ことが重要なのです。そこでは，政府の介入は
少ないにこしたことはありません。

―アメリカ国民は，将来も公共放送を必要とす

るのでしょうか？

ワイリー氏：そう願います。そうでないと，アメ
リカの放送は商業的成功だけが価値判断の基
準となり，貧弱な内容のものになってしまうで
しょう。
　改めて強調したいのは，ケーブルや衛星，通
信会社などが次々に放送に参入しているという
ことは，多様な選択肢を提供するという意味で，
視聴者のためになっており，歓迎すべきことで
す。そうした中で，公共放送としては，将来的
にもっと地域共同体（local community）に特
化した放送にするべきでしょう。地域向けのキ
メの細かいサービスに力を注ぐべきだと思いま
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す。連邦議会も，その趣旨で法律を作ったわ
けですし，FCC もその理念のもとに各地の放
送局に免許を発行しているのです。地域の課題
に向き合った番組を作る，それを地道に行うこ
と以外にアメリカの公共放送の生き残りはない
と思います。

―今のアメリカの公共放送の状況をどう見ます

か？

ハント氏：様々な問題がありますが，深刻なの
は，公共テレビ（PBS）の視聴者が減って，支
持を失っていることです。特に，若い層の人達
です。彼らの目はインターネットやスマートフォン

に向いています。
最も大きな課題は財源です。アメリカの2つ

の公共放送，PBSとNPRのうち，ラジオの
NPRは充分な自己資金を持っています。ハン
バーガーチェーンのマクドナルドの創始者が亡く
なった時，その夫人が，残された莫大な遺産を，
自分が熱心なファンだったNPRに寄付したの
です。そして，NPRはマルチ展開を積極的に
行っています。音声メディアの特性を生かして，
高い評価を得ている番組やニュースをiPhoneで
も聞けるようにしました。大事なことは，質の良
いコンテンツを“あらゆる媒体”で提供する努力
をしていることです。従来からのラジオに加え，
インターネット，モバイル端末（携帯電話）など，
アナログもデジタルも含めて全てのメディアで，
です。
　残念ながら，テレビの PBS は財源不足に苦
しんでいます。良いコンテンツを作るには，資
金が必要なのです。3D 映画として大ヒットした

『アバター』という映画がありましたが，あのす
ばらしい映像表現には，数億ドルの費用がか
かっています。良いものを作ろうとすれば，お
金がかかるというのは自明の理なのです。

―日本やイギリスには受信料制度というものが

ありますが…。

ハント氏：NHKや BBC は安定した財源があ
るからこそ，質の良い番組を作ることができる
のです。しかし，同じシステムをアメリカで取り
入れることは無理でしょう。現実的な方法とし
て考えられるのは，公共放送が持っている周波
数帯域をオークションにかけて売り，その収益
をコンテンツ制作にあてることです 3）。良質なも
のを作り，あらゆるプラットフォームで配信する

  リード・ハント氏

リード・ハント（Reed Hundt）氏は 1948 年生まれ。ゴア副大

統領が『情報スーパーハイウェイ構想』を打ち出した時期に，ク

リントン大統領に FCC 委員長に任命された。任期中に FCC で

初めて，周波数帯域のオークションを行ったほか，62 年ぶりの

放送・通信に関する法律の大改定となる「1996 年電気通信法

（Telecommunications Act of 1996）」を制定した。黎明期に

あったインターネットを学校や公共施設へ普及させることにも力

を入れた。
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やり方にするのです。重要なのは“コンテンツ”
なのです。

―アメリカでは，そもそも「公共放送」という

ものが必要なのでしょうか？

ハント氏：利益にとらわれず，子供や様々な人
のニーズに応える質の高いコンテンツが提供さ
れる社会は，間違いなく理想的なメディア環境
と言えます。しかし，私が問いたいのは，「で
は，これからの時代にそれが“放送”という形
をとる必要があるのか？」ということです。我々
が必要としているのは“良質なコンテンツ”な
のです。必ずしも，それが電波塔を通してテレ
ビやラジオで供給される必要はないのです。

―党派色を鮮明に出すメディアが目立つように

なる中で，公正さに重点を置くPBSや NPR は，

ジャーナリズムの観点から重要な存在ではない

ですか？

ハント氏：イエスとノーの両方です。良い内容
の番組を作っているという「質的」な面ではイエ
スですが，より多くの人の要望に応えているかと
いう「量的」な視点から言えばノーです。特に，
地域向けの報道（local journalism）は明らかに
不足しています。ここ，首都ワシントンを例にとっ
てみましょう。政府の動きをチェックするという
国レベルの視点では，公共放送の PBS，NPR
はよく機能しています。しかし，例えばアラバマ
州ではどうでしょう。あるいは，ほかの地域で
はどうでしょうか。全米各地にある，地域コミュ
ニティー向けの小規模な公共放送局は満足のい
く報道内容を出しているとは言えません。
　今，アメリカのジャーナリズムで特に深刻な

のは，新聞，特に地方紙の急激な衰退です。
彼らはなぜ，読まれなくなったのか？　アメリカ
人の多くは“良質なジャーナリズム”を要らない
と言っているのではないのです。彼らは，印刷
され，町までトラックで運ばれ，各戸に配達さ
れる“手間のかかる紙の新聞”は要らないと言っ
ているのです。日本のように，人口が多く，そ
れが都市部に集中しているところでは可能かも
しれませんが，アメリカでは戸別配達や町売り
で多くの部数をかせぐ，というのはすでに現実
的ではなくなってきています。

―ハントさんの日常の情報源はなんですか？

ハント氏：家では新聞をとっていますが，ほと
んど読みません。妻が買い物のために主に広告
を読んでいます。私が情報を得るのは，もっぱ
らインターネット，そしてスマートフォンです。ア
メリカ人の多くは，それに加えてケーブルテレビ
でしょう。それが，現在の平均的なアメリカ人
の姿ではないかと思います。公共放送も，マル
チメディア化に積極的に対応していくことが，生
き残りのために必要になっているのです。

  
  インタビューを終えて
　ワイリー氏の，公共放送もたくさんある選択
肢のひとつであり，生き残りのためには商業放
送と同様の経営努力が必要だという考え方は，
ヨーロッパや日本と違う「アメリカの公共放送」
の立ち位置を示す発言として印象的だった。
　また，ハント氏の口調からは，テレビ局・ラジ
オ局は“番組を電波に乗せる”という考え方から
脱し，これからは“インターネットでコンテンツを
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配信する”という発想に転換するべきだという考
え方がうかがわれ，FCC のトップを務めた人に
してこうした意見を持つものかと，急速に変わる
アメリカのメディアの現実を見る思いがした。
　折しも，昨年末にアメリカ政府は，1.4 兆ド
ルに上る巨額の財政赤字を減らすため，国防費
なども含めた聖域のない削減案を提案し，その
中には年間 5 億ドルの公共放送への補助金を
カットする案も含まれている。
　また，公共ラジオ NPR が，番組内でイスラ
ムに関してコメントした内容が不適切だったとし
て解説委員を解雇した問題で，この解説委員
が保守系メディア FOXニュースの解説者も兼
ねていたことから，NPR は言論の自由を認め
ず「リベラルに偏り過ぎている」と保守派から
猛烈な抗議を受け，今年 1 月に NPR の報道
担当の副社長が辞任するなど，最近では公共
放送に強い“逆風”が吹いている。
　アメリカでは，インターネットに押され，放送
や新聞，雑誌などの“オールド・メディア”が，
新しいビジネスモデルを探すことに躍起になっ
ている。そうした中で，アメリカの公共放送が
生き残るためには，いみじくもワイリー氏，ハ
ント氏がそろって指摘したように，地域に根付
いているそれぞれの公共放送局が，長年培っ
てきたコミュニティーでの信頼と人脈を武器に，
地域向けの放送やコンテンツを，インターネット
など新しいメディアの利点を柔軟に取り入れな
がら，地道に発信し続けていくことが最良・最
短の道ではないかと感じた。

（しばた あつし）

〔インタビュー〕
ワイリー氏は 2010 年2月16日，ハント氏は 2月17日，
ともにワシントン DC で実施

次回は，陳韜文教授（香港中文大学）の予定

注：
1）FCC は 1934 年設立。放送と通信全般を所管し，

放送免許の付与や規則の制定などで，放送業界
に大きな影響力を持つ。FCC についての詳細は，
拙稿「シリーズ 国際比較研究：放送・通信分野
の独立規制機関　アメリカFCC ～インターネット
時代の規制とは～」『放送研究と調査』2010 年 8
月号を参照されたい。

2）PBS，NPR は共にワシントン D.C. にあり，公共
テレビ，公共ラジオのネットワークの本部機能を
果たしている。全米各地では，それぞれ独立し
た局（メンバー局）が放送を行っており，PBS の
メンバー局は約 350，NPR のメンバー局は約 860
ある。多くの局は，最初は大学や地域コミュニ
ティーが放送を始め，地元に密接に結びついて
いる。なお，PBS の概要については，拙稿「シ
リーズ 世界の公共放送のインターネット展開　
第 1 回 アメリカ・PBS」『放送研究と調査』2008
年 9 月号，NPR については，同じく「ラジオ局の
枠を超えて～米 NPR マルチ展開の取り組み～」
同 2009 年 12 月号を参照されたい。

3）アメリカでは 1994 年以来，周波数帯域のオーク
ションでの売上げが重要な国庫収入となってい
る。2008 年には，700MHz 帯のオークションで
190 億ドル余りの総売上げがあった。2009 年 6
月の地上デジタル移行（DTV Transition）の際
に実施されたデジタル‐アナログ変換コンバーター
の購入を支援する「クーポン・プログラム」には，
20 億ドル余りのオークション収入が充てられた。


