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イギリスBBCに続き，今回はドイツの国際放
送について取り上げる。

イギリスBBCは，NHKと同じように国内
放送と国際放送の両方を実施している公共放
送機関で，第二次大戦前の1932年以来の長
い国際放送の歴史と伝統を持つ。一方，ドイ
チェ・ベレは国際放送専門の公共放送局で，
戦後の1953 年，新生ドイツの新たな放送局と
して誕生した。

連載2回目はドイチェ・ベレの現状と戦略を
現地取材の結果および BBCとの比較も交えて
報告する。

 1. はじめに

国際放送が，大きな変革の時を迎えている。
メディア環境の急激な変化によって，情報発
信が多種多様な形で行われるようになり，ま
た，発展途上国の国際放送が急激に存在感
を増している。その一方で，欧米の国際放送
局が軒並み経費の削減を余儀なくされている。

国際放送をめぐる競争が激しさを増すな
か，欧米諸国の放送局は今なぜ財政的な苦
境に陥っているのか。そして，各局はそうした
事態にどう対処しようとしているのか。前回の

国際放送を取り巻く状況が世界的に大きく変わりつつある。新しいメディアの登場で情報発信の形態が急速に
変化を遂げ，新興の国際放送局が次 と々誕生する一方，歴史ある欧米の国際放送局が軒並み財政難に直面して
いる。

ドイチェ・ベレは，ドイツ政府の交付金を主要な財源とする国際放送専門の公共放送機関で，第二次大戦後の
1953年に誕生した。ドイチェ・ベレは政府から独立した存在で，ドイツへの理解促進と，国際社会における意見
交換と相互理解の促進を活動目的としている。発展途上国のジャーナリスト教育など国際協力にも力を入れている。

ドイツ政府の財政緊縮策を受け，ドイチェ・ベレは2011年7月からサービス改編に乗り出した。短波による放送
時間を1日のべ260時間から55時間に減らすという大幅削減とテレビ放送の拡充が主な柱となっている。ドイチェ・
ベレは，今後のサービス展開を「グローバルアプローチ」と「リージョナルアプローチ」という2本立てで進めようと
している。グローバルアプローチとは，4言語によるテレビ国際放送の拡充で，英語，スペイン語，アラビア語とド
イツ語によって，世界中のより多くの視聴者に情報を届けるというもの。一方，リージョナルアプローチは，主にイン
ターネットで各地域のニーズに即した情報を発信するという戦略である。

変革期の世界の国際放送
～効率化の中のメディア戦略～
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 2. ドイチェ・ベレの概要

ドイチェ・ベレは，BBCの国際放送「ワール
ドサービス」やフランスの国際放送機関AEF1）

などと並んで欧米の代表的な国際放送機関で
ある。正確で信頼度が高い放送局として国際
的に多くの人から評価を得ている。

ドイチェ・ベレは第二次大戦後の1953 年，
旧西ドイツのケルンを拠点に放送を開始した。
ナチスドイツの時代とは一線を画し，政府か
ら独立した放送機関として誕生した。短波放
送で世界中にあまねく放送を行い，1969 年か
ら1999 年までは日本向けに日本語放送も行っ
ていた。東西ドイツが統一された後の1992年
にはベルリンを拠点にテレビ国際放送も開始
した。さらに1994 年にはドイツの公共放送機
関としては初めてインターネットでも配信を始め
るなど，歴史的に新メディアの導入に積極的
な放送局である。現在では，テレビ，ラジオ，
インターネットにより，合計30言語で情報発信
を行っている。

ドイチェ・ベレは，2003年に本拠地をケルン
からボンに移した。国内には，ボンの他にベル
リンにも拠点がある。従業員は1,500人で，そ

の他に数百人のフリーランスのスタッフがおり，
その国籍は60か国に及ぶ。

海外の拠点としては，EU（ヨーロッパ連合）
の本部があるベルギーのブリュッセルや，ロシ
アのモスクワ，アメリカのワシントン，アルゼン
チンのブエノスアイレスの合計4か所にいずれも
テレビスタジオを備えた支局があり，ニュース
の発信などを行っている。

　

 3. 視聴実態
　
ドイチェ・ベレの発表では，2010年の調査で

テレビ，ラジオ，インターネットを合わせた週間
視聴者・ユーザーの数は，世界で8,600万人 2）

にのぼる。これは，イギリスBBCの国際放送
の2億2,500万人 3）には及ばないが，AEFが運
営するフランスの国際放送の9,000万人とほぼ
同じである（図1）。

ちなみに上記3つの機関のサービス言語数
は，図2のようになっている。

言語総数では，ドイチェ・ベレが30言語，
イギリスBBCが28言語，フランスAEFが13
言語となっている。

図 1　欧州の国際放送機関の週間視聴者・
ユーザー数（万人）

ボンのドイチェ・ベレ本部

※ドイチェ・ベレは 2010 年の調査。フランス AEF は 2011 年 11 月の数。
BBC は英語のワールドニューステレビを含む数で，2011 年度。
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このうちテレビでは，ドイチェ・ベレが4言
語（英語，ドイツ語，スペイン語，アラビア語）
のほか，フランスAEFは3言語（英語，フラ
ンス語，アラビア語），イギリスBBCも3言語

（英語，アラビア語，ペルシャ語）で放送して
いる。

3局とも英語とアラビア語のチャンネルを持っ
ていることが注目される。英語チャンネルで世
界に広くあまねく発信するとともにアラブ諸国へ
の発信を重視していることがわかる。

 4. 制度と組織

次に，公共放送であるドイチェ・ベレの存在
と活動を規定している制度と組織を見てみる。

4－1．ドイチェ・ベレ法
（Deutsche-Welle-Gesetz/Deutsche Welle 
Act）

ドイチェ・ベレの存在を規定しているのは，
連邦法である「ドイチェ・ベレ法」である。

ドイチェ・ベレ法には，第1条第1項でドイ
チェ・ベレが国際放送を行う非営利の公共放
送機関であることが規定され，第1条第2項で

運営の独立が保障されている。
また，第4条で，活動目的が次のように具体

的に規定されているのも特徴である。
「ドイチェ・ベレのサービスは，ヨーロッパ

の伝統に根ざした文化的国家および自由で民
主的な法治国家としてのドイツのイメージを普
及することを目的としている。（中略）異なる文
化と国民の間での意見の交換と理解を促進す
る目的を持ち，とりわけ政治，文化と経済の
分野における重要なできごとに関するドイツの
視点および他の視点をめぐる対話の場を提供
するものである。その際，ドイチェ・ベレは，
特にドイツ語の普及に努めるものとする」

言いかえると，次の3点がドイチェ・ベレの
存在理由ということになる。
（1）ドイツへの理解促進
（2） 異なる文化と人々の意見交換と相互理解

の促進，および意見交換の場の提供
（3）ドイツ語の普及
このほか，ドイチェ・ベレ法には，ドイチェ・

ベレが政府の交付金を財源とすることも規定さ
れている。さらに，国家の監督を受けないこと
も明記されている。

4－2．組織
ドイチェ・ベレの実務組織は，テレビ，ラジオ，

インターネットによる情報発信を行うドイチェ・
ベレと，発展途上国のジャーナリスト教育など
を行うドイチェ・ベレ・アカデミーから成り立っ
ている。

ドイチェ・ベレの組織は，会長以下の執行
部をはじめとする実務組織と，執行部の業務
を監督する放送評議会と管理評議会から成り
立っている。これを図式化したものが図3であ
る。

図 2　欧州の主要放送機関の使用言語数

※ テレビで放送している言語の中には，インターネットやラジオでもサー
ビスを行っているものもある。
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ドイツには公共放送を監督する連邦政府機
関は存在せず，それに代わって放送局内部の
放送評議会と管理評議会が執行部の業務や
経営を監督しているが，ドイチェ・ベレも基本
的に同様の構造となっている。経営や報道内
容への国の介入を排除し，独立を担保する制
度である。

ここで，ドイチェ・ベレの各組織の概要を見
てみる。

①放送評議会

（Rundfunkrat/broadcasting board）

国民の代表としてドイチェ・ベレを監督する
最高意思決定機関。番組・編成に関わる意思
決定をしたり，会長を選出したりする。

メンバーは17人で，以下のように選出される
ことが決まっている。
a） 議会 4）による指名：4 人
b） 連邦政府による指名：3 人
c）  宗教，民族，文化，経済，スポーツ，教育

など社会の各分野を代表する10の主要団体 5）

からの指名：各 1 人×10 ＝10 人

②管理評議会

（Verwaltungsrat/administrative board）

番組・編成には関わらず，主に財務・人事・
総務関係の監督をする。

メンバーは7人で，以下のような構成。
・議会 6）による指名：2人
・連邦政府による指名：1人
・ 放送評議会による指名を受けた c）の団体
の代表：4人

③会長（Intendant/Director General）

ドイチェ・ベレ全体の業務執行の責任者。
任期は6年で，現在の会長は2001年に就任し
たエリック・ベターマン氏。2007年に放送評議
会によって再選され，現在二期目。

④ ドイチェ・ベレ（実務組織・放送関連部門

/Deutsche Welle）

実務組織の中心となる放送機関で本部はボ
ンにあり，ラジオやインターネット関連業務もボ
ンに集中している。一方，テレビはベルリンで
生放送を中心とした大部分の制作業務が行わ
れているが，ボンでも一部の収録業務などが
行われている。

図 3　ドイチェ・ベレの組織

ドイチェ・ベレのベルリンオフィス

放送評議会 管理評議会

ドイチェ・ベレ
（実務組織・
放送関連部門）

ドイチェ・ベレ・
アカデミー

（実務組織・教育部門）

会　長
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⑤ ドイチェ・ベレ・アカデミー（実務組織・

教育部門 /Deutsche Welle Akademie）

ボンのドイチェ・ベレ本部内に事務局がある。
1965 年に設立され，発展途上国のメディア開
発や技能訓練，ジャーナリスト教育などを行
う機関。ドイチェ・ベレ法でも，「（ドイチェ・
ベレは）国際協力と外交促進の枠組みのなか
で（海外の）メディアの人材教育・訓練にいか
に貢献するかを業務計画に盛り込むべきこと」
と規定されている。アカデミーによる国際協力
事業は，ドイチェ・ベレにとっては放送による
情報発信と並ぶ大きな事業の柱となっており，
毎年3,000人ほどの海外のジャーナリストに教
育・訓練を行っている。

ドイチェ・ベレ・アカデミーは，ドイチェ・ベ
レの放送関連部門とは財源が異なり，事業（プ
ロジェクト）ごとに，経済協力開発省や外務省，
EU・ヨーロッパ連合などから拠出される交付
金や公的資金で運営されている。

　
4－3．政府との関係

ドイチェ・ベレは，ドイチェ・ベレ法によっ
ても政府からの独立が保障され，また，組織
上も業務の監督は放送評議会や管理評議会
が行うこととされ，政府の干渉は受けない構
造になっている。予算については連邦政府か
らの交付金 7）を主な収入源としているが，政府
と直接交付金をめぐって交渉することはなく，
政府と情報交換はするものの，政府の意見に
従う必要はないことがドイチェ・ベレ法にも明
記されている。交付金の額は，毎年連邦議会

（Bundestag）が決定する。
この点について，ドイチェ・ベレの国際関係

部長のアーデルハイド・ファイルケ氏 8）は次のよ
うに語っている。

「我々にとっ
てきわめて重要
なことは，我々
の活 動や 組 織
は 政 府に依 存
していないとい
うこと。 政 府
がどうなろうと
ジャーナリスト
としての我々の
独立性は変わら

ない。会長が代わるわけでもないし，誰か他
の人が代わるわけでもない。政治とはとても
距離を置いている。これがとても重要で，信
頼を得る鍵だと考えている」

かつてナチスドイツの時代に当時の国際放送
機関が政府のプロパガンダ機関と化してしまっ
た歴史への反省も込めて，ドイチェ・ベレは政
府との関係には慎重である。

 5. 財源問題とサービス改編

5－1．財源問題
ドイチェ・ベレは，連邦政府からの交付金を

主な財源として運営されている9）。
交付金の額は，ドイチェ・ベレが作成する「4

か年業務計画」にもとづき，連邦議会で決めら
れる。この計画は，政府や連邦議会の意見を
参考にしながらドイチェ・ベレが最終決定する。
4か年業務計画によって，ドイチェ・ベレは4年
間，一定規模の予算を確保できる仕組みとなっ
ている。ただし，毎年業務計画を見直すことが
求められ，交付金の額も微調整が加えられて年
度 10）ごとに連邦議会の承認を受けて決まる。

ドイチェ・ベレもイギリスBBCなどと同様，

アーデルハイド・ファイルケ氏
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これまでたびたび交付金削減への対応を迫ら
れてきた。現在は，2010 年から13 年までの
4か年計画の期間内であるが，2010 年に発生
したギリシャの財政危機を発端とする連邦政
府の財政緊縮策を受け，同年11月には，ドイ
チェ・ベレのベターマン会長がサービス削減の
方針を発表した 11）。

こうして，ドイチェ・ベレに対する交付金は
2010年度には当初計画より200万ユーロ減の
2億7,300万ユーロ（273億円）となり，2012
年度には2億7,100万ユーロ（271億円）にとど
まっている12）。

5－2．サービス改編
政府交付金の削減が見込まれるなか，ドイ

チェ・ベレは2011年5月にサービスの大幅な改
編計画を発表した 13）。

ドイチェ・ベレが発表した計画は以下のよう
なものであった。

①短波放送の削減

世界的な聴取者の減少を受け，2011年11
月から，ドイツ語，ロシア語，ペルシャ語，
インドネシア語での短波放送を廃止。英語は
アフリカ向けのみに縮小。短波放送の1日当
たりの放送時間をのべ260 時間から55時間に
削減。ただし，短波放送は廃止しても，イン
ターネットなど他のメディアでの情報発信は存
続させるため，サービス言語数は30を維持す
る。

②短波送信所の閉鎖と売却

短波放送の削減により，ポルトガルとスリラ
ンカに所有している短波送信所を閉鎖・売却す
る。あわせて，送信所の人員整理を行う。

表1　ドイチェ・ベレの言語別利用メディア

言語名 テレビ 衛星
ラジオ 短波 オンライン 携帯

アルバニア語 ○ ○ ○

アムハラ語 ○ ○ ○ ○

アラビア語 ○ ○ ○

ベンガル語 ○ ○ ○

ボスニア語 ○ ○ ○

ブルガリア語 ○ ○

中国語 ○ ○ ○ ○

クロアチア語 ○ ○

ダリー語 ○ ○ ○ ○

英語 ○ ○ ○ ○ ○

フランス語 ○ ○ ○ ○

ドイツ語 ○ ○ ○

ギリシャ語 ○ ○ ○

ハウサ語 ○ ○ ○ ○

ヒンディー語 ○ ○

インドネシア語 ○ ○

スワヒリ語 ○ ○ ○

マケドニア語 ○ ○ ○

パシュトゥー語 ○ ○ ○ ○

ペルシャ語 ○ ○

ポーランド語 ○ ○

ブラジル向け
ポルトガル語 ○ ○

アフリカ向け
ポルトガル語 ○ ○ ○ ○

ルーマニア語 ○ ○

ロシア語 ○ ○

セルビア語 ○ ○

スペイン語 ○ ○ ○

トルコ語 ○ ○ ○

ウクライナ語 ○ ○

ウルドゥー語 ○ ○ ○ ○

言語数合計 4 16 10 30 29

SEPTEMBER 2012
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③ FM 放送の削減

ドイチェ・ベレが放送対象国で送信免許を
取得するなどして行っているFM放送の規模を
縮小する。東ヨーロッパおよびギリシャでは規
模を縮小し，将来的に廃止する。アフリカ，中
東，南アジアでは，現地の提携FM局からの
再送信へ移行する。

④インターネットとテレビの拡充

インターネットでの発信を強化し，4言語によ
るテレビ放送を拡充する。

このように，短波放送の規模をおよそ8割
削減するというかつてない大規模な体制見直
しとなっており，この計画によって短波送信所
のおよそ150人の従業員の解雇や，多数のフ
リーランスの番組制作スタッフの削減も行うこ
とになった。

この計画に沿って，サービス改編は2011年
の7月から始まった。その結果，現在では，前
頁の表1のようなサービス展開になっている。

メディア別の言語数を見ると，最も多いの
がオンラインサービスで，30言語で実施して
おり，これに次いで携帯電話向けサービスが
29言語となっている。短波で放送を行ってい
るのは10言語と全言語の3分の1にまで減少
している。テレビは，英語，ドイツ語，スペイ
ン語，アラビア語の4言語で言語数は従来と
変わらないが，2012年の2月から編成を大幅
に改めた。また，インターネットのウェブサイト
もこれと同時に刷新した。

地域別の特徴を見てみると，BBCのワール
ドサービスなどと比べて，東ヨーロッパの言語
が多く，アルバニア語，ボスニア語，ブルガリ
ア語，クロアチア語，マケドニア語，ポーラン

ド語，ルーマニア語，ロシア語，セルビア語，
ウクライナ語と10言語に達する。これらの地
域と地理的・歴史的に関係の深いドイツの国
情を反映している。

また，イスラム諸国向けのサービスが多いの
はBBCと共通である。BBCに比べて数は少
ないが，アラビア語，ベンガル語，アフガニス
タンのダリー語，パシュトゥー語，インドネシ
ア語，ペルシャ語，トルコ語，ウルドゥー語，
アフリカ向けフランス語などでサービスを行っ
ている。

英語を除き，テレビで放送をしている言語
はラジオ放送を行っていないことも特徴であ
る。

さらに，今回のサービス改編で大きな柱と
なったのは，海外在住ドイツ人向けのサービ
スを原則として廃止したことである。ドイツ語
のラジオ放送を廃止し，テレビとインターネッ
トのドイツ語サービスは残したが，基本的に
これらはドイツ語が理解できる外国人を対象
にしたサービスである。ドイツ人をサービス対
象から外したのは予算の制約によるものだが，
海外のドイツ人はインターネットで情報を入手
できることを考慮に入れた結果でもある。

 6. 今後の戦略

ドイチェ・ベレは今回のサービス改編にと
もなって，今後はグローバルアプローチとリー
ジョナルアプローチの2つの柱によるメディア
展開を図るとしている。さらに，ターゲットと
すべき視聴者を絞り込む方針も打ち出した。

ここで，これらの戦略について詳しく見て
みる。
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6－1．グローバルアプローチ
グローバルアプローチとは，いわゆるグロー

バルな言語によるテレビ番組の強化策で，ドイ
ツ語，英語，スペイン語，アラビア語の4つ
の言語で，広くドイツの理解促進を目指すとい
うものである。

ドイチェ・ベレは，テレビ国際放送を1992
年から実施していたものの，これまであまり注
目されることがなかった。当初から英語とドイ
ツ語，さらにスペイン語といった複数言語で放
送し，9.11同時多発テロの翌年，2002年8月
にはアラビア語放送も開始した。複数の言語
によるテレビ国際放送としては先駆的な存在で
あったが，1つのチャンネルで時間によって言
語を替えるという1チャンネル編成で，視聴者
にとっては必ずしも魅力的とは言えなかった。

新戦略では，4つの言語で，テレビ放送とオ
ンラインサービスにより時事問題やニュースな
どをカバーし，グローバルな視点による情報発

信を行うことによって世界市場で競争力をつけ
ることを目指すことになった。このような方針
の下，テレビのサービス改編は2012年2月6日
に実施された。

新戦略では，世界の多くの地域をテレビの2
つのチャンネルでカバーすることとした。これ
による新たなテレビ放送のカバー範囲を示した
概念図が図4である。　

グリーンランド北部などの北極圏や南極など
を除き，世界中がカバーされていることがわか
る。

図4をもとに作成したのが次頁の表2であ
る。世界を6つの地域に分け，中南米以外は
すべて英語の24時間チャンネルでカバーして
いることがわかる。そして，サハラ砂漠以南の
アフリカを除き，英語以外のチャンネルでも放
送を行っている。

例えば中東・北アフリカ向けには英語専門
チャンネルのほかにアラビア語のチャンネルで

図 4　ドイチェ・ベレのテレビチャンネルの受信可能地域

（ドイチェ・ベレのウェブサイトから）
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も放送しており，それぞれの地域に応じた言
語でカバーしていることがわかる。中南米につ
いては，ドイツ語メインのチャンネルと，スペ
イン語メインのチャンネルの2つでカバーして
いる。北米とヨーロッパに向けては3つのチャ
ンネルで放送している。

ドイチェ・ベレでは，以前からドイツ語，英
語に加えて，アラビア語とスペイン語でも短い
時間ながらテレビ放送を行ってきた。これを，
今回大幅に拡充した。

アラビア語のテレビ放送拡充について，ド
イチェ・ベレのグローバル・マルチメディア戦
略担当のファビアン・フォン・デル・マルク氏は，
次のように語っている。
「アラビア語のテレビ放送拡充は，9.11同

時多発テロ後の世界の動きに関係しており，
西洋とアラブ世界の間のいわゆる文明間の対
話を目的としている。アラビア語は現在でも1
日10 時間の放送にとどまってはいるが，放送
のメインターゲットである中東・北アフリカ地
域の朝に4時間，また夜のゴールデンタイムに
6時間放送することで，視聴者のニーズに答え

ている」
アラビア語放送では，ニュースのほか，ヨー

ロッパやドイツの市民とアラブ世界の人 と々の
対話番組を放送したり，また旧東ドイツが統
一後どのように民主化していったかをテーマに
した番組を制作したりして，民主化の動きが進
むアラブ世界の人々にとって参考になると思わ
れる情報を提供している。

また，フォン・デル・マルク氏によると，ス
ペイン語の拡充については，ラテンアメリカ
とドイツとの歴史的なつながりの深さや，ラ

テンアメリカに
おけるドイツお
よび西ヨーロッ
パへ の関心 の
高さが 背 景に
あ る。 スペ イ
ン 語 の テレビ
放 送 への反響
は以前から大き
く， 視 聴 者 か
ら放 送 時間拡

ファビアン・フォン・
デル・マルク氏

表 2　ドイチェ・ベレのTV 国際放送の地域別放送言語と放送時間数

チャンネル名 北米 中南米 ヨーロッパ 中東・
北アフリカ

アフリカ
（サハラ以南）

アジア・
オセアニア

DW（英語 24 時間） 24 24 24 24 24

DW　アメリカ
（ドイツ語 20 時間，英語 4 時間） 20 4 20 4

DW　ラテンアメリカ
（スペイン語 20 時間，ドイツ語 4 時間） 20 4 20 4

DW　ヨーロッパ
（英語 18 時間，ドイツ語 6 時間） 18 6

DW　アラビア
（英語 14 時間，アラビア語 10 時間） 14 10 14 10

DW　アジア
（ドイツ語 20 時間，英語 4 時間） 20 4

■英語
■ドイツ語
■スペイン語
■アラビア語

※ 数字は，1 日当たりの言語別時間数
※ チャンネルによって使用している衛星が異なるため，上記の地域ごとのカバーエリアはチャンネルによって若干異なる。
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充への要望が寄せられていたという。
ドイチェ・ベレのラテンアメリカ重視の姿勢

は，今回のテレビ改編に合わせてアルゼンチ
ンのブエノスアイレスに支局を開設したことから
も明らかで，旧宗主国のスペインを除くとヨー
ロッパの他の国際放送には無い特徴である。

番組編成では，4言語による6つのチャンネ
ルすべてで毎正時にニュースを放送しているこ
とが特徴である。どの言語でも，毎正時にな
ると3分から30 分の長さのニュース番組が放
送される。そのほか，4言語に共通して放送さ
れているのは，ドキュメンタリー，ドイツやEU
の動きに関する番組，さらにヨーロッパのライ
フスタイルやドイツのプロサッカーリーグの話
題などである。

ニュースでは，4言語で素材を共有するた
め，ニュースルームは1つに統合され，1つの
ニュースデスクの下，4言語が情報交換を行い，
ニュース素材を共有して効率的な放送を行って
いる。

ニュース以外の番組に関しても，ドイツ語
で制作したものを各言語用にリメイクして放送
するといった素材の共有化を図って，効率的
かつ地域に即した制作体制を実現している。

6－2．リージョナルアプローチ
リージョナルアプローチは，グローバルアプ

ローチの対象となる4言語以外の言語による
発信戦略である。主にインターネットにより，
それぞれの地域のニーズに合ったニュースや
話題を紹介するなど，より地域に密着した情
報提供によりユーザーの獲得を目指す。イン
ターネットサービスも，テレビ国際放送の改編
と時を同じくして，2012 年2月からホームペー
ジを刷新した。現在のところ，地域向けのコ
ンテンツはまだ限られるが，将来的にはより
地域性を重視したコンテンツへの移行を目指
している。

ドイツでは，ARDなどの国内向け公共放送
においては，インターネットサービスは放送番
組と連動していなければならないという規制が
あるが，国際放送であるドイチェ・ベレにはそ
ういった規制が無く，そのためインターネット
だけのサービスというものを可能にしている。

さらにリージョナルアプローチでは，テレビ
の番組配信も行う。各言語でテレビのニュー
スショーを週1本程度制作し，現地の提携局
から放送するというもので，将来のEUへの加
盟を目指す東ヨーロッパ諸国を対象に，すで
にルーマニア語などで始めている。今後は他
の言語にも拡大する方針だという。

　
6－3．ターゲット視聴者の絞り込み

ドイチェ・ベレの国際関係部長のファイルケ
氏によると，今回のサービス改編のもうひとつ
の特徴は，ターゲットとする視聴者を絞り込ん
だことだという。今後のドイチェ・ベレは，ド
イツやヨーロッパに関心を持っている各地域
や国々のオピニオンリーダーを主な対象として
サービスを展開していくという。独裁的な社会ドイチェ・ベレのテレビニュースルーム

SEPTEMBER 2012



44 　SEPTEMBER 2012

で民主主義や人権，自由や進歩といったもの
のために立ち上がる人々に対し，ドイツに対す
る理解の促進を図ったり，民主主義に対する
啓蒙的な情報を伝えたりすることで，民主主
義的価値観の普及を図るというものである。

それには，インターネットの活用も含まれて
いる。ドイチェ・ベレは，ドイツ外務省やドイ
ツ文化の普及を目指す民間団体ゲーテ・インス
ティテュートなどとともにカンタラ（Qantara14））
と呼ばれるウェブサイトを立ち上げている。こ
れは，インターネット上でドイツとアラブ世界の
人 と々がさまざまな話題に関して意見交換を行
う場である。英語，ドイツ語，アラビア語の3
言語によるこのウェブサイトには，アラブ世界
からも著名な文化人やオピニオンリーダーが寄
稿するなど，反響が少なくないという。新たな
ターゲット層である地域のオピニオンリーダー
を対象に，まさに，ドイチェ・ベレ法に活動目
的として規定されている「対話の場を提供する」
役割を果たしている。

 7. まとめ

世界の国際放送は，ラジオからテレビやイン
ターネットへというメディアのシフトが急激に進
んでいる。

カナダの国際放送 RCI（ラジオ・カナダ・イ
ンターナショナル）も2012年6月末でラジオ放
送を廃止し，インターネットによる発信に移行
したほか，オランダのRNW（ラジオ・ネーデル
ランド）も，2012年5月にオランダ語，6月に
英語のラジオ放送を廃止するなど，サービスの
大幅な見直しに取り組んでいる。

カナダやオランダの国際放送は，いずれもラ
ジオ専門局で，予算削減に直面して一気に放

送という媒体から撤退ないし大幅な縮小という
方向に進んでいる。

インターネットによる発信は，放送と比べて
経費がはるかに小さくて済むため，経費削減
効果は大きい。ただし，放送メディアに比べて
競争相手が格段に多く，影響力が相対的に小
さくなることは否めない。

このため，比較的予算規模が大きく，従来
からテレビ国際放送の展開も進めてきていた
BBCやドイチェ・ベレなどは，テレビの拡充と
いう方向を目指し，影響力の維持や拡大を図る
という戦略を取っている。

イギリスBBCは1991年に放送を開始した
テレビ英語放送｢ワールドニュース｣に加えて，
2008年のアラビア語，2009年のペルシャ語に
よるテレビ国際放送開始と，ドイチェ・ベレに
比べて一足早くテレビの拡充強化に乗り出して
いた。そのため，現在は，業務の効率化と，
財源の多様化，デジタルメディアの新展開など
に乗り出している。

これに対しドイチェ・ベレは，テレビ国際放
送においてはBBCと同様に先駆者的な立場
にありながら，長らく1つのチャンネルで複数
の言語による放送を行うといったサービス体
系にあり，国際的にも注目度が高いとは言い
難かった。

しかし，新興国際放送局が次々と誕生し，
テレビの多言語多チャンネル展開が主流になる
など，テレビ国際放送の競争が激化する様相
を見せるなか，ドイチェ・ベレもついに本格的
なテレビの拡充に乗り出した。

今後，メディアもインターネット接続テレビな
どの普及によって多様化し，世界の国際放送
はますます変貌を続けていくと思われる。こ
れまで世界の国際放送をリードしてきたBBC
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やドイチェ・ベレは，いずれも困難な状況のな
か，大胆な改革に踏み切り，より有効な発信
体制への移行を遂げようとしている。

　　　　　　　　　（さいとう まさゆき）

＊あとがき
今 回の取 材に際しては， ドイチェ・ベレの

Mr. Thorsten Karg, Ms. Xiaoying Zhang, Mr. 
Michael Münz, Ms. Bettina Binder, Mr. Heinz-
Peter Friedrichにもご協力いただいた。改めて感
謝申し上げる。

注：
1）La société Audiovisuel Extérieur de la France

（フランス海外放送会社）。フランスのテレビ
国際放送局フランス 24，ラジオ国際放送局ラ
ジオ・フランス・アンテルナシオナルおよび
アラビア語ラジオ局モンテカルロ・ドゥアル
ヤを運営する機関

2）ドイチェ・ベレの視聴者数に関するデータは
2010 年時点のものが最新のデータであるとの
こと。

3）BBC グローバル・ニュース局長のピーター・
ホロックス氏が 2012 年 7 月 6 日にモスクワの
世界メディアサミットで公表した最新の視聴
者総数は，2 億 3,600 万人

4）ドイツ国会は二院制で，連邦議会（Bundestag）
と連邦参議院（Bundesrat）から成り立ってい
るが，両院がドイチェ・ベレの放送評議会の
メンバーを 2 人ずつ指名する。

5）10 団体の内訳は，福音派教会，カトリック教
会，ユダヤ人中央評議会，ドイツ経営者連盟・

ドイツ商工会議所連合，主要労働組合連合組
織，ドイツスポーツ連盟，ドイツ国際協力協会，
ドイツ文化院，ドイツ言語・文化アカデミー，
大学学校長会議

6）連 邦 議 会（ B u n d e s t a g ） と 連 邦 参 議 院
（Bundesrat）が各 1 人ずつ指名する。

7）政府の文化・メディア担当相（Staatsminister 
fur Kultur und Medien ま た は Beauftragter 
der Bundesregierung fur Kultur und Medien
と呼ばれる）から支給される。同相は，実務
組織を持たない国務相である。

8）ファイルケ氏の肩書は取材時点のもの。氏は，
2012 年 7 月 1 日付で文化部長に就任した。

9）ドイチェ・ベレ・アカデミーを含むドイチェ・
ベレ全体の 2010 年度の収入のうち，交付金な
どは 2 億 9,100 万ユーロ（291 億円）で，利子
や広告など，その他の収入が 1,400 万ユーロ（14
億円）であった。

10）ドイツの会計年度は，暦年と同じ 1 月から 12 月。
11）ドイツの地方紙 Neue Osnabrücker Zeitung

のウェブサイト 2010 年 11 月 5 日版（http://
www.noz.de/deutschland-und-welt/kultur/
fernsehen/48910745/deutsche-welle-baut-
stellen-ab）

12）ドイチェ・ベレの放送部門への政府からの交付
金額で，ドイチェ・ベレ・アカデミーへの交付金
は含まない。

13）ドイチェ・ベレのウェブサイト2011 年 5 月18 日版
（http://www.dw.de/dw/article/0,,6529299,00.
html）

14）アラビア語で『橋』を意味する言葉
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