地域における公共放送の役割

アメリカ
多メディア時代に問われる役割
第4回

メディア研究部
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厚

アメリカでは商業放送の規模と影響力が大きく，公共放送はそれを“補完する”ものとして機能してきた。公共
放送の特徴として，
「地方が基本」という点がある。各局は地域のために放送を行い，地域の人たちは寄付等で
放送局を支える構図である。放送局の設立母体を見ても，地元自治体や大学，地域コミュニティーなどが主体と
なっており，地域との密接なつながりが見られる。しかし，近年の不況や多メディア化の影響で，地方の公共放
送局では厳しい運営を強いられる所も出ている。
その1つ，カリフォルニア州の公共局 KCSM は，テクノロジーの進化の中で放送局としての役割が縮小し，廃
業も視野に売却交渉を行っている。公共放送といえども，
“市場”に影響されやすいアメリカの放送の特徴が見ら
れる。一方，コロラド州の Rocky Mountain PBS は，地元の公共ラジオ局，非営利ニュースメディアと合併する
ことで地域サービスの拡充を図っており，
「継続性」と「参加」を特徴とした取り組みが注目されている。
来年（2014 年）には，放送事業者の使用する周波数帯域を通信事業者にも開放する「周波数オークション」が
予定される中，各地の放送局の模索が続いている。

1. はじめに～岐路に立つ地方公共放送
インターネットは，メディアの在り方を大きく

テレビも例外ではない。ピュー・リサーチセ
ンター（Pew Research Center）が発行するア
メリカの報道メディアに関する最新の年次報

変えた。メディア大国・アメリカでは，従来か

告書『The State of the News Media 2013』

らの地上放送，ケーブルテレビ，衛星放送に

は，同様の「ニュースの劣化，地方への影響」

加え，近年はパソコン，スマートフォン，タブ

が近年，放送の分野にも表れていると指摘し

レット端末での多様な番組やコンテンツ配信

ている 1）。 それによると，CNN ではコストと

が広く普及し，
“メディア激変”とも言える状況

時間のかかる企画リポートの本数が，2007 年

が続いている。メディアの多様化は相対的に，

から2012 年の 5 年間で半分に減った。また，

旧来のメディアの地盤沈下を引き起こした。読

CNN，MSNBC，FOX News の 主 要 ケーブ

者や広告をネットに奪われた多くの新聞は人員

ルニュース局が行った現場中継はこの 5 年で

削減や，場合によっては廃刊を余儀なくされ，

30％減少した一方で，手間のかからないスタ

報道量の減少やニュース内容の低下を招いて

ジオインタビューが 31％増えた。地域放送に

いる。そうした傾向は，特に地方において顕

おいては，ニュース番 組の中でスポーツや天

著に見られる。

気，交通情報が全体の 40％までを占めるよう
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になり，一本一本のニュース時間は短くなった。

く，番組内容や運営も各局の裁量にまかされ

同報告は，アンケートに答えた人の 3 分の1 が，

ている部分が多い。厳しいメディア環境の中

利用者の要求に応えられない既存メディアを見

で，それぞれの放送局の個性や独自の取り組

放しつつあると厳しい見方を示している。

みを見ることができる。

こうした変化は，アメリカの公共放送にも影

この報 告では， そうした地 域 局が 今 の時

響を及ぼしている。元々アメリカは，商業放送

代に果たす役割を考える。最初にアメリカ型

の規模と影響力が大きく，公共放送は日本の

の公共放 送の仕組みと，PBS の地方局の特

NHKやイギリスの BBC に比べて“小さな公共

徴について概観したのち，多メディア時 代の

放送”として機能してきた。それでも営利を目

中で模索を続ける対照的な 2 つの地方局を取

的としない公共放送は，70 年代から 80 年代

り上げ，検証を試みる。1つは，時代とテクノ

にかけて，教育や歴史，科学，芸術などの分

ロジーの変化の中で放送局としての役割が縮

野の番組で存在感を示し，3 大ネットワークを

小し，廃業も視野に売却交渉を行っているカ

中心とする商業放送と一種の“補完関係”を築

リフォルニア州の公共放送局のケース，もう1

いてきた。しかし，90 年代以降，多メディア

つは，激変するメディア環境に対応するため，

化が進むと，公共放送の独自性が薄れる。す

地元の公共ラジオ局，そして最近注目を集め

なわち，ケーブルや衛星で多くの専門チャンネ

ている非営利のニュースメディアと合併して，

ルが誕生し，商業局でも同じような番組を視

地域サービスの拡充を図ろうとしているコロラ

聴できるようになったのである。

ド州の放送局のケースである。最後に，アメ

それに加えて，元々，財政基盤が弱い公共

リカの今後の放送に影 響を与えると予想され

放送，特に地方局では不景気やメディアの選

る周波数オークションの動きなどについても触

択肢が増えたことで，収入の柱となる寄付や

れる。

協賛金が減り，運営に支障が生じるケースも
出ている。アメリカでは公共放送といえども，
“ 市場の影 響”を無視できない側面が日本や
ヨーロッパより強いと言える。
そうした 一方 で， アメリカの 公 共 放 送 に
は，商業放送と同様に“地方が基本”という

なお，アメリカの公共放送は，テレビの PBS
とラジオの NPR（National Public Radio，全
米公共ラジオ）が別組織として運営されている
ため，公共ラジオについては別の機会に検証
することとしたい。
構成は以下のとおりである。

特 徴 がある。歴史 的に見ると，戦 後，地 域
向けに独自の放送を行ってきた各地の放送局

1. はじめに～岐路に立つ地方公共放送

を，1960 年代後半に設立された PBS（Public

2. アメリカ型の公共放送とは

Broadcasting Service， 公共放 送サービス）

3. PBS 地域局の特徴

がゆるやかに束ねて現在に至っている。NHK

4. 模索を続ける地方公共局

や BBC が本部からのトップダウンの組織であ

4-1. KCSM

るのに比べて，PBS はボトムアップの組織と言

4-2. Rocky Mountain PBS

える。それだけに各地方放送局の自立性は高

5. おわりに～メディアを取り巻く環境変化の中で
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2. アメリカ型の公共放送とは

は全国の地方局のネットワーク化を進め，潤沢
なコマーシャル収入に支えられたラジオ放送，

最初に，FCC（連邦通信委員会）がまとめ

テレビ放送を強力に展開して多くの視聴者を

た全米の放送局の概要を示しておく。2012 年

つかんでいった。こうした動きに対して政 府

6月末現在，全米には 1,783 のテレビ局があり，

は，各地で“個別に”放送を行っていた公共

そのうち商業放送局は 1,387 局で 78％を占め

放送の存在意義を高め，ネットワーク化により

ている。一方，非商業局は 396 局あり，このう

組織面，財政面，番組面での支援を行うため，

ち 350 局余りが PBS のネットワークに加盟する

1967 年に公共放 送法（Public Broadcasting

メンバー局で，これに属さない独立系の公共

Act of 1967）を制 定した。 そして， この法

局もある（独立局については後述）。

律を施行するための組織として，68 年に CPB

アメリカは，調査 会社のニールセンが定め

（Corporation for Public Broadcasting，公

た 210 の テ レ ビ 市 場（DMA＝Designated

共放 送機 構）が 作られた。公共放 送に対 す

2）

Market Areas）に分かれている 。世帯数

る政府からの補助金は全て CPB に交付され，

や中核都市をもとに分けたもので，上位 5 位

そこから全国のメンバー局に配分される 4）。さ

は，ニューヨーク，ロサンゼルス，シカゴ，フィ

らに 放 送 を 担う実 働 組 織 として 1969 年 に

ラデルフィア，ダラス－フォートワースである。

PBS が作られ，翌 70 年にラジオの NPR が設

州の大小により違いはあるが，単純計算すると

立された。

50 州 200 余りの市場に約 400 の公共放送局が

PBS は首都ワシントンに隣接するバージニア

あり，1 州平均で 8 局，1市場あたり2 局の公共

州アーリントンにあり，職員数は約 300。その

3）

局があることになる 。この中には，PBS の看

主要な役割は，全米の放送局やプロダクショ

板番組を数多く作り数百人の職員を擁する大局

ンが制作した番組を調達し，各地のメンバー

から，最小限の制作機能だけを持った数人の

局に配信することである。自分たちでは番組

局まであり，その規模や形態は様々である。

制作は行わない。60 年代後半に PBS を作る
時に主体となったカーネギー委員会（Carnegie

アメリカでの公共放送の成り立ちを見ると，

Commission）は，各地の放送局の独立性を

1920 年代に，全米各地の大学や地域コミュニ

尊重して PBS に権限が集中しすぎないようにし

ティーが運営する非商業教育ラジオ（公共ラジ

たが，現実には番組の配信を通して PBS はメ

オの前身）が，それぞれの地域向けに教育目

ンバー局に大きな影響力を持っている。

的で小規模な放送を始めたのが最初である。

公共放送を財源面から見てみる。アメリカに

戦後にはテレビ放送も始まり，1953 年にテキ

は日本やイギリスの「受信料」のような単一の

サス州のヒューストン大学が開設した KUHT

制度はなく，公共放送は複数の財源で成り立っ

が非商業教育テレビの第 1号となった。しか

ている。CPB によると公共放送の歳入（2009

し，ラジオ・テレビともに予算や機材は貧弱で，

年度）は，テレビ・ラジオを合わせた公共放

放送の規模は小さかった。

送 全 体で約 27 億ドル（1ドル100 円換算で約

一方で，NBCや CBS などの大手商業放送
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2,700 億円）である。内訳を見ると，最も多い

のが個人からの寄 付金で 28％，7 億 3,000 万

入れる。個別の商品や価格などを紹介するこ

ドルを占めている。続いて，アンダーライティ

とは禁じられている。社会貢献活動の一環と

ング（underwriting）と呼ばれる企業からの

して参加する企業が多いが，商業放送の広告

協賛金（16％，4 億 3,000 万ドル），連邦政 府

と変わらないとする批判もある。

交付金（15％，4 億ドル），州政府からの交付

連邦政府交付金が全体に占める割合は 15％

金（12％，3 億 2,000 万ドル）となっており，こ

程度だが，特に寄 付や企業 協賛金の少ない

の 4 つでほぼ 4 分の 3を占めている。このほか

地方の小規模局にとっては，重要な財源となっ

に財団や大学，地元自治体からの資金がある。

ている。しかし，公共放送の在り方に批判的

公共放送の歳入内訳（2009 年度）
（単位 1,000 ドル）
政府基金 3%
私立大学 2%
79,027
51,499
その他大学 1%
地元自治体 4%
22,168
99,475
州立大学
216,831
8%
個人寄付金
28%
財団
729,383
計
8%
209,863
2,659,720
その他 3%
100%
99,475
12%
16%
州政府交付金
317,259

企業協賛金
434,740

15%

連邦政府交付金
400,000

な共和党は，政府からの交付金を政治的圧力
の手段として使うケースが多い。ブッシュ政権
時には，大 統領側から交付金の削減案が毎
年提案され，公共放送擁護のためのロビイ団
体 APTS（Association of Public Television
Stations，全米公共テレビ連盟）がロビイ活動
を行い，予算を獲得してきた経緯がある。
アメリカでは，ケーブルや衛星などの有料放
送に契約していない，あるいは，契約できな
い低所得者層や移民世帯，高齢者，遠隔地住

CPB

ウェブサイトより

民にとって，無料の地上放送，特に公共放送

主なものを見てみる。

は貴重な情報源となっている。しかし，その

個人からの寄付は，アメリカの公共放送を

公共放送は，不安定ないくつかの財源を集め

支える基幹部分と言える。各地の放送局は地

たものの上に成り立っているという実態がある。

域のために放送を行い，地域の人たちは寄付
で放送局を支えるという関係である。PBS や
各地のメンバー局は，放送の中やウェブサイト

3. PBS 地域局の特徴

上でひんぱんに公共放送の理念をPRし，視

次に，全米に 350 余りあり，実際に放送を

聴者に財政的支援（寄付）を求める。インター

担っている地域局（メンバー局）に目を向ける。

ネットが普及してからは，手続きが簡単なオン

その規模や放送内容，財源構成などは様々だ

ラインでの寄付も盛んに行われるようになって

が，設立母体の面から見てみる。

いる。しかし，
“公共局はいつもお金を乞うて
ばかりいる”と冷ややかに見る人もいる。

FCC から「非商業教育局（non-commercial
educational station）」として免許を与えられて

企業協賛金は，アメリカの公共放送に特有

いる被免許付与者（licensee）は，大きく，①

のシステムで，民間企業などがスポンサーにな

州や地元自治体，②大学などの教育機関，③

り協賛金を出す代わりに，番組の始まりや終

地域コミュニティー，の 3 つに分けられる。

わりにその企業名や企業理念などをスポットで

州政府や州都などの地方自治体が設立母体
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となっている局は，ほとんどが教育行政機関

きなメンバー局が制作している。主なものに

の一部として運営されている。特に南部の州

は，ボストン WGBH 制作の『FRONTLINE』

に多い。

（ドキュメンタリー），同じ WGBH の『NOVA』

大学や短大，公立学校が設立したケースは

（ 科 学 番 組 ）， ニ ュー ヨ ー ク WNET 制 作

教育カリキュラムの一環として運営されること

の『NATU R E』
（自然 番 組），ワシントンの

が多い。学生はそこで放送について学ぶと同

WETA が制作する
『PBS NewsHour』
（ニュー

時に，実際に一部の放送業務にも携わるとい

ス番組）などがある。

う，教育と実践の両面を持っている。

PBS 以外の番組：東部ボストンに拠点を置く

地域コミュニティーが母体の場合は，地元

APT は PBS とは別の組織だが役割は似てお

の非営利の組織が放送局を運営する。公的な

り，PBS が 作られる前の 1961 年から公共放

財政支援を受けない分，前 2 者に比べて政治

送局へ番組の配信を行っている。NHK 国際

的，経済的独立性が強く，活動の自由度が高

放 送制 作のニュース番 組『NEWSLINE』 も

い。ボストンのWGBHなど，PBS の主要な放

APT を通じてアメリカ国内で見ることができ

送局はほとんどがこのケースである。

る。NETA は南部の州を中心に作られた教育

3 つのグループの 割 合はほぼ 3 分 の1ずつ

番組の制作・配信組織である。

で，このほかに，性格がやや異なるものとして，

海外購入番組：代表的なものとしては，イギリ

非営利の宗教団体が所有する放送局もある。

ス BBC が制作した歴史番組やドラマなどがあ

一般に，ひとつのlicensee が複数の放送局を

る。また，最近では中東関連ニュースの需要

運営するケースが多く，現在，FCC が非商業

増加に伴って，アルジャジーラなどの放送局か

放 送として免許を与えているlicensee の数は

ら英語の「ニュース番組」を購入するケースも

161で，放送局数は 353 ある。

見られる。こうした番組は PBS や APT を通
じて配信されることもある。

次に番 組 面から見てみる。PBS の各放 送

独 立プロ制 作 番 組： アメリカ国内の独 立プ

局が放送する番組は，様々なルートで調達さ

ロダクションが制作した番 組を購入して放送

れて いる。 主なものは，PBS からの 配 信 番

する場合もある。PBS を代表するニュースの

組，PBS 以外の公共放送関連グループ（APT

『PBS NewsHour』は，ワシントン WETA と

＝American Public Television，NETA＝

MacNeil/Lehrer Production の 共 同 制 作

National Educational Telecommunications

である。 また， 有名な『 セサミ・ストリート』

Association 等）からのもの，海 外購入番 組，

は，放送局の制作ではなく，旧名 Children's

独立プロダクションの制作番組，そして自局制

Television Workshop，現 Sesame Workshop

作番組，などである。

というプロダクションが作っている。

PBS の 番 組： 最も多 い の が PBS から配 信

自局制作番組：地方局にとって重要なのが自

される番組群である。しかし，前述したとお

局で作る番組である。地域における公共放送

り PBS 自体は番 組制作機能を持たない。主

局の特徴として，デイリーのニュース番組を持

要な番 組は東海岸や西海岸にある規模の大

たないという点がある。これが商業放送局と
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の大きな違いである。地域の商業局（平均的

放送の番組は，速報・情報（フロー系）よりも

には 4 大ネットワークの系列局を中心に 3 ～ 5

分析や解説（ストック系）に力点を置くことが多

局程度）が朝・昼・夕方・夜のローカルニュー

い。ニュースの『PBS NewsHour』を例にとれ

スで視聴率獲得にしのぎを削るのと対照的に，

ば，商業局が事件や事故が起きた時の現場か

公共放送には地域向けのニュース枠がない。

らの中継に力を入れるのに対して，公共局では

記者，カメラマン，アンカー，気象担当などに

生中継はあまり行わず，ニュースの背景説明や

加えて，スタジオや中継の技術要員，さらに

分析に時間をかける。ドキュメンタリー番組の

取材中継車のドライバーなど最低でも十数人の

分野でも，PBS の『FRONTLINE』はワンテー

クルーを抱えるニュース番組はコストがかかる

マで数十分の番組を構成するが，商業局では

ことも理由のひとつである。

マガジン形式と呼ばれる，複数の時事ネタを

その 代わりに公共局が 力を入れているの

雑誌のようにまとめ，キャスターがテンポよく紹

が，地域向けの「番 組」である。特にpublic

介するものが主流である。総じて言えば，公共

affairs や current affairsと呼ばれる，地域の

放送は，科学や自然番組，歴史ものなどに代

課題や時事問題についての番組や，地元の歴

表されるように，ワンテーマをじっくりと追い，

史や文化を扱ったものが多い。放送局の規模

日付けにとらわれず，再放送やオンデマンド視

にもよるが，平均的な局の場合，週に1 ～ 2 回，

聴にも耐えられる番組作りのものが多い。

30 分 サイズの番 組を放 送している。VTR 構

PBS の番組の中には，30 年以上続くものも

成の他に，時事問題の場合は，スタジオに複

ある。それは質の高さを表す一方で，PBS の

数のゲストを招くインタビューや討論形式が多

番組全体に通して見られる“古臭さ”を象徴す

い。番組の構成や狙いはしっかりしているが，

るものだと指摘する声もある。多メディア多チャ

華やかな（時には騒がしい）商業局のローカル

ンネル化の中で，全国・ローカルを問わず，放

ニュース番組などと比較して，公共局の番組は

送に独自性と斬新さをどう出していくかが公共

総じて地味な印象が強い。

放送全体の課題となっている。

地域では，
「商業局はニュース，公共局は番
組」という一種の“棲み分け”がされているが，
両者の番組ジャンルを少し比較してみる。商業
放送が，コメディーやバラエティー，映画，ド

4. 模索を続ける地方公共局
公共放送は一定の評価を得ながらも，財源

ラマ（犯罪もの，医療もの等），トークショー，

面や番組面などで課題をかかえ，多メディア時

リアリティーショー，スポーツ，ニュースなど

代の中で，かつては PBS に価値を見出してい

を主に放送しているのに対して，公共放送は，

た人たちが離れ，特に地方の放送局は危機感

歴史，芸術，科学，自然，子供，教育，ドキュ

を募らせている。ここでは，そうした地方局の

メンタリー，ニュースなどの分野を得意としてい

中から，存続の危機に立つカリフォルニア州の

る。

KCSMと，新たな展開を目指すコロラド州の

もちろん両者で共通する部分もあるが，アプ
ローチに違いがある。ひとことで言えば，公共

Rocky Mountain PBS の 2 つの事例を取り上
げる。
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4-1. KCSM
（カリフォルニア州サンマテオ）

る。 日本の NHK では 基 本 的に「1 県に1 局」

カリフォルニア州北部のサンフランシスコ地

なのに対し，PBS ではなぜ「1市場に1 局」で

域は全米 6 位のテレビ市場である。そこに属す

はないのか。それは，冒頭にも紹介したよう

るKCSM（テレビ・FM 兼営局）は，サンフラ

に，その成り立ちに理由がある。放送局はそ

ンシスコ空港の南，サンマテオ（San Mateo）

れぞれの地域の求めに応じて作られ，問題が

にある。北のサンフランシスコ，南のシリコン

なければ FCC が免許を交付する。大きなグラ

バレーに挟まれた風 光明媚な所で，IT企業

ンドデザインのもとに放送局を作っていくので

も多い。KCSMの所有者は，地元のコミュニ

はなく，いわば「市場まかせ」のところがある。

5）

ティーカレッジ（短期大学）である 。サンフラ

マーケットが大きな場合は，放送局の乱立に

ンシスコ地域には，PBSを代表する局のひとつ

もつながりかねない。この点について，KCSM

KQEDなど公共局が 5 つあり，KCSM は地元

のエグゼクティブ・プロデューサー，ダンテ・

の大学が，それ以外の 4 局は地域の非営利団

ベッテオ（Dante Betteo）氏は，技術の変化

体が運営している。

が KCSMの運営に影響を与えたと指摘した 6）。
同氏によると，1954 年に KQED が最初にサン
フランシスコで放送を始め，さらに南の都市に
2 番目の放送局ができた。中間のサンマテオに
は公共局がなかったためKCSM が作られ，最
終的には 5 局まで増えた。しかしその後，テ
クノロジーの進歩で電波の到達範囲が広くな
り，お互いの放送エリアが重なるようになった。
ベッテオ氏は，
「今では 2 局の PBS 局でこの地

広大な大学敷地内にある KCSM

域は全てカバーできるようになり，我々の存在
意義が薄れてしまった」と語った。

KCSM は 1964 年に放 送を開始し， これま
で教育と放送の両面で地域に大きく寄与してき
た。特に 80 年頃までは番組制作と放送技術で
4 年制大学をしのぐ充実したカリキュラムを提
供し，多くの放送人を輩出した。コミュニティー
カレッジの特徴として，職業訓練や技能習得
の場という側面もあり，KCSM は PBS の番組
を放送する一方で，放送を含む様々な分野で
地域の人材育成に貢献してきたのである。
しかし，90 年代以降，メディアを取り巻く

KCSM

ダンテ・ベッテオ氏

その後も視 聴率が 低 迷したことなどから，

環 境 が 変わりKCSM にも変化の波が 押し寄

KCSM は 2009 年に PBS の系列局から脱退し

せる。そのひとつは，
“PBS 市場の飽和”であ

て独立系の公共局となった。脱退の理由とし
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て，地域の旗艦局（flag-ship station）である

ラジオ番組はほとんどを自社制作している

サンフランシスコのKQED が優先的に PBS の

のと対照的に，テレビ番組は全て外部から購

番組を使用することができ，それ以外の局に

入していて，ダンテ氏が責任者になっている。

は放送時間や回数など様々な制限があったこ

番 組内容は旅行，健康，料理，絵画，手 芸

と，毎年 PBS に番組使用料として支払ってい

などのラインアップで，夜のニュース時間帯に

た40 万ドル（ 約 4,000 万円）の 負担に耐えら

は，ドイツとNHKの国際放 送が制 作・配信

れなくなったことなどがあげられる。PBS 離

する英語ニュースが流されている。現在の週

脱に伴い，
『NewsHour』や『NOVA』などの

間視聴 者数は 50 万程度で，PBS 局だった頃

PBS の番組は一切放送できなくなり，代わり

の半分に減っている。テレビに関して言えば，

に APTや独立プロダクションなどから番組を

実態としては放送局というよりプラットフォーム

調達せざるを得なくなった。スタッフの解雇に

事業者に近い。

伴い，自主番組の制作も中止した。

年間の歳出は約 200 万ドル（2 億円），歳入

こうした逆風に加えて，カリフォルニア州で

は売却を決める前の年は 150 万ドル
（1億 5,000

は財政が 悪 化し，不況による収 入の減 少で

万円）だったが，売却決定後は寄付を中止し

KCSMの赤字が続いたため，2011年 6月，大

たため 60 万ドル（6,000 万円）となり，そのほ

学の理事会（board）はついに KCSM 売却を

とんどが政府交付金でまかなわれている。

決定した。これに伴いKCSMの執行部は売却
先探しに入った。しかし，その後 2 年経っても

今回の売却についてゼネラル・マネージャー

売却相手は見つかっていない。商業局の場合

のマリリン・ローレンス（Marilyn Lawrence）

は，買い手が米国市民であること以外に大き

氏は，時代の中でテレビの役割が大きく変わっ

な制約はないが，非商業局の場合は制限が厳

たことを指 摘した 7）。今 や国民の 8 割以 上が

しい。非営利であること，番組の 50％以上を

ケーブルや衛星を見ており，地上波の視聴者

“教育的番組（educational program）”にする

は 1割強に過ぎない。それにネットが追い打

こと，地元メンバーで構成する理事会を持つ

ちをかける中，公共放送は大きな変革（huge

こと，免許付与都市（この場合はサンマテオ）

transformation）に迫られていると同氏は語っ

を必ずカバーすること，などの条件がある。

た。しかし，KCSM で 学ぶ学 生を見る限り，

一方，KCSMのFMラジオ事業は，売却の
対象にはなっていない。ジャズを専門に 24 時
間放 送しているFM 放 送は聴 取率も好調で，
収入も安定しているという。
KCSMの現在のスタッフは 18人。代表のゼ
ネラル・マネージャー以下，テレビ担当が 1 人，
FM 担当が 4 人，技術 8人，経理・寄付担当・
ウェブデザイン・秘書がそれぞれ1 人ずつであ
る。

KCSM

マリリン・ローレンス氏
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テレビ業界（broadcasting industry）への興

いる。主要なPBS の全国番組を放送する一方

味は薄れても，映 像（moving images）への

で，地域番組としては毎週，地元の課題や時

関心は非常に高い。ネットで様々な動画やコン

事問題を取り上げる討論番組『Colorado State

テンツが流通する中，映像技術に関する需要

of Mind』や，新旧の芸術の動きや芸術家を特

は逆に高まっており，地域に根付いた組織とし

集する『Arts District』，地元の研究家と共同

てそれに応えていくことが必要ではないか，と

制作する歴史番組『Colorado Experience』な

も述べた。

どを放送している。職員数は約 60人で，半数

筆者が「売却は放送局側の都合で，視聴者

が制作と技術要員，残りの半分がマネージメン

は置き去りではないか？」と尋ねるとローレンス

トやマーケティング，企画，寄付窓口などに携

氏は，
「PBSを離れた時も，売却を決めた時も

わっている。週間視聴者数は約100 万である。

視聴者には申し訳ないと思ったが，今や公共
放送のみならず，テレビ全体が大きな“外部の
力（outer forces）”に命運を握られている。そ
れは市場であり，インターネットである。ただ，
我々はテクノロジーの進化で，コンテンツ制作
や配信の新たな可能性を手に入れつつある。
規模の小さな地方の放送局こそ，それをうまく
取り入れていくことが必要だ」と述べた。
Rocky Mountain PBS の局舎

4-2. Rocky Mountain PBS
（コロラド州デンバー）
コロラド州デンバーでは，公共テレビ局と公
共ラジオ局，さらに非営利のニュースメディア

RMPBS は近年，ドラスティックな変化を経
てきた。そのキーパーソンとなったのが，2009
年に新しく会長兼 CEO に就任したダグ・プライ
ス（Doug Price）氏（57 歳）である。

の 3 者が，それぞれの持ち味を生かしながら

それまでのRMPBS は，他の多くの PBS 局

協力して，新しい形の地域サービスの取り組み

と同じように慢性的な歳入不足と視聴率低迷

を始めた。

に悩まされていた。地域の有識者 25人で作る
理事会（board）は，抜 本的な改革を行う必

Rocky Mountain PBS（公共テレビ）
コロラド州はアメリカ西部に位置し，ロッキー

要があると考え，それを行える人材としてプラ
イス氏に CEO 就任を打診した。地元コロラド

山脈が南北に走る山岳地帯の州で，州都デン

出身のプライス氏は銀行業界に長く籍を置き，

バーは全米 17位のテレビ市場である。

放送の仕事は未経験だったが，元々非営利の

Rocky Mountain PBS（ 以下，RMPBSと
表記）は 1956 年に放送を開始したコロラド州
のPBS 旗艦局で，他に 3 つの放送局を持って
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教育支援活動などに長く関わり，公共放送へ
の理解も深かった。
プライス氏は，30 年来の友人で，テクノロ

ジー関連 企業の弁護士を長く務めたハリス・

I-News Network（非営利メディア）

ラビーン（Harris Ravine）氏を COOとして迎

デンバーにはかつて，ロッキーマウンテン・

え，RMPBS の改革に取り組んだ。その中で

ニューズという150 年の歴史を持つ名門地方紙

最も大きなものは，公共放送局に「コスト」の

があった。しかし，デジタル化の波に押され

意識を強く持ちこんだことである。銀行家出身

2009 年に廃刊になった。非営利のニュースメ

のプライス氏の目から見て，内部から見た公共

ディア，I-News Network（以下，I-Newsと表記）

放送局は「身内に甘く，視聴者は二の次（Too

は，その
“生き残り”が作った取材者集団である。

many things for us, too few things for the

近年アメリカでは，新聞社やテレビ局を退職

audience.）」に見えた。すでに番組がなくなっ

したり解雇されたりした記者が，非営利メディ

ていたにもかかわらず雇用されていた人員や，

アを作る動きが目立つ。有名なものでは，ピュ

募金を集めるための過剰な要員などの大幅な

リツァー賞を受 賞した ProPublica や Politico

人員削減を行った。内部改革を行うことなく，

などがある。彼らの特徴は，営利を目的とは

募金の少なさを嘆くことの不合理を説いた。職

せず，ネット上を主要な活動の場とし，専門分

員の抵抗もあったが，今まで皆が感じつつも

野を持ち，調査報道の手法で取材し，多様な

誰も手をつけなかった「新しい公共放送への

媒体でニュースを出すことである。I-Newsも，

脱皮」の試みは局内外の支持を集めた。

ロッキーマウンテン・ニューズ廃刊後，ベテラ
ン記者たちが地域のニュースが衰退する状況
を何とか変えたいと始めた。現在は，エグゼ
クティブ・ディレクターで代表のローラ・フラ
ンク（Laura Frank）氏以下，5人の専属記者
と数人の非常勤記者が取材活動にあたってい
る。3 年前からは，RMPBS の建物の一角を
間借りして取材を行っている。
I-Newsの特徴のひとつは，取材した内容を

ダグ・プライス氏（左）とハリス・ラビーン氏

コロラド州内や近隣州の多くのメディアに提供

プライス氏は，
「公共放送は，過去の成功
体験というノスタルジーにとらわれすぎている。
歴史は重要だが，これからの公共放送，特に
地方局は持続可能なビジネスモデルを持つこと
が必要だ」と語った 8）。マネージメントの確立，
予算の健全化，支援者の拡大などの成果を上
げつつ，さらにプライス氏が取り組んだのが，
外部メディアとのコラボレーションによるコンテ
ンツの充実だった。

I-News Network のニュースルーム
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していることである。その数は200に上る。大き

外れた Five Points 地区は，住民の多くがヒス

なところではテレビ局やラジオ局，新聞社，小さ

パニック系やアフリカ系で占められている。彼

なものでは発行部数わずかのコミュニティー紙

らのルーツ音楽とも言える様々なジャズを放送

やエスニックメディアまで様々である。I-News

するKUVO は，住 民の根 強い支 持を受けて

にとっては，取材したニュースをより多くの人に

いる。しかし，固定ファンは 10 万人程度，番

見てもらえるメリットがあり，各メディアは自前

組に実際に寄付を寄せるリスナーはその1割弱

の記者が取材する必要がなくなる。

で，財源は安定しなかった。

また，I-Newsはデイリーのニュース取材は行

KUVO は平日は朝 6 時から深夜 0 時までの

わず，ひとつのテーマを深く掘り下げる調査報

18 時間，土日は朝 4 時から 0 時まで 20 時間の

道を専門としている。日々のニュースは地元新

番組を自局で放送している（深夜帯はワシント

聞やテレビ局，通信社にまかせ，そうしたニュー

ンの NPR から番組配信を受信）。これらの番

ス機関が手間がかかると敬遠するような独自ネ

組を，15人（うち 6人はパートタイム）のスタッ

タを発掘し，報道する。対象は，医療，教育，

フで制作している。職員9人のうちアナウンサー

福祉，税金，移民，環境など多岐にわたる。

（番組ディレクターを兼ねる）が 4 人，残りの 5
人が技術やマーケティング，寄 付担当などで
ある。そして，驚くことに 40人を超えるボラン
ティアが放送を支えている。彼らは地元のファ
ンで，中にはボランティア歴 20 年を超える人
もいて，無償で番組の司会をしたり，選曲を
行ったりしている。職員，ボランティアのほと
んどが，ヒスパニック系やアフリカ系のマイノ
リティーと呼ばれる人たちである。

I-News

ローラ・フランク氏

今やアメリカのラジオは，個性の強いパー

代 表のフランク氏は，
「 新 聞 社では日々の

ソナリティーが司会をする保 守系のトーク番

ニュースを追うのに精一杯だった。今のように，

組や，流行りのポップスを流す局，さらに数

地 域の人たちにとって本当に重要な問題を，
時間と手間をかけて掘り下げていくI-News の
スタイルこそが，私たちがやりたかったことだ」
と語った 9）。
KUVO（公共ラジオ）
1985 年 に 放 送 を 開 始し た 公 共 ラジ オ局
KUVO は，全 米でも数少ない24 時間放送の
ジャズ専門局である。KUVO で着目すべきは，
その立地にある。デンバーの中心部から少し
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放送中の KUVO スタジオ

百チャンネルを配信する有料 衛星ラジオなど

ジャズ中心のデジタル1chに加え，デジタル 2ch

に押されて，ジャズ専門局は全 米でも4 ～ 5

ではニュース色を強めた番組，デジタル3chは

局に減っており，その全てが 公共局である。

「The Other Side of KUVO（KUVO のもうひ

KUVO のゼネラル・マネージャーで，自らも朝

とつの顔）」と名付けて，ジャズ以外の音楽で

6 時から毎日2 時間の番組を担当しているカル

構成する番組を放送している。デジタル3 は，

ロス・ランド（Carlos Lando）氏は，地域に密

選曲から配信まで全ての過程を，熱心なファン

着する公共ラジオだからこそ，KUVO は存続

のボランティアが 1人で自宅から行っている。デ

できたと語った 10）。利潤目的の商業ラジオは

ジタル時代のラジオがなせる技である。

需要が限られるジャズからは撤退してしまった

しかし，デジタル化で海外からもアクセスが

が，Five Pointsではジャズが地域を結び付け，

可能になったが（日本のファンも多いという），

KUVO がその「かなめ（linch-pin）」になって

リスナー数が飛 躍的に増えたわけではなく，

いると強調した。

依然として厳しい台所事情は続いている。

KUVOで は，
合併とそのメリット

番 組は全て英
語で放送してい

今 年（2013 年）1月，上記の 3 つのメディア

る。近年，中南

が合併を発 表した。部分的な業務提携や協

米からの移民の

力ではなく，テレビ局とラジオ局の免許や財

増加に伴ってス

務も統 一される， 文字通りの 合 併（merger）

ペイン語で放送

である。 現 地 メディアの 報 道 によると， 今

するテレビ局や

年 度 の 予 算 は RMPBS が 1,100 万ドル（11億

ラジオ局が増え

円 ），KUVO が 120 万ドル（1億 2,000 万 円 ），

ているが，自ら

KUVO

カルロス・ランド氏

I-News が 50 万ドル（5,000 万円）で，RMPBS

も南米にルーツを持つランド氏は，英語を使

が KUVO の 30 万ドル余りの赤字を補塡するこ

うことにこだわっている。スペイン語放送では

とになっている11）。

リスナーを限定してしまい，広がりを持たない
と考えたからである。

交渉を主導してきた RMPBS のプライス氏
は，合併には 3 者それぞれのメリットがある

また，デジタルへの移行が義務付けられてい

と 言 う。RMPBS に とって は，I-News の 記

るテレビと違い，ラジオには移行期限はなくそ

者グループが加わることで弱点だった取材力

れぞれの局の判断にまかされているが，KUVO

が強化され，彼らが調査報道したニュースを

はむしろ積極的にデジタル化を行った。規模が

『Colorado State of Mind』などの番組に展開

小さいラジオ局にとって，設備にコストがかかる

できる。また，KUVOと協力することで，
「高

デジタル化は大きな負担で，リスクを伴う。し

学歴・白人・男性・中高年・富裕層」に偏りが

かし，ランド氏はむしろデジタル化で多チャン

ちな PBS 支持層に，KUVO のマイノリティー

ネル放送が可能になり，KUVO の可能性が広

の視聴者を加えることが期待できる。I-News

がると考えた。現在，ネット上では，メインの

にとっては，全州に影 響力を持つRMPBSと
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いうプラットフォームを得て，幅広い読者に取

が参加して地域の課題により深く関わることが

材内容を届けられる。KUVO にとっては，ラ

できる。単独のメディアではできなかった継続

ジオ番組の中で地域向けのニュースを充実さ

的で参加型の取り組みが，3 つのメディアが協

せることができる。そして，I-News，KUVO

力することで可能になった。

の両者にとって，規模が大きな RMPBSとの

RMPBS，I-News，KUVO の取り組みはま

合併は，経営安定という最大のメリットをもた

だ始まったばかりだが，公共的な性格を持つメ

らすのである。

ディア同士が合併するという今回のケースは，
他のPBS 局の注目を集め，視察も相次いでい

『Losing Ground』プロジェクト

る。

筆者がデンバーの3メディアを取材していた
頃，彼らはちょうど『Losing Ground』というプ
ロジェクトに取り組んでいた。これは，I-News
が 18 ヵ月をかけて長期取材してきたもので，市

5. おわりに
～メディアを取り巻く環境変化の中で

民の意識が高く人種間の格差是正にも積極的

近年アメリカのメディアでは，今後の放送の

と考えられていたコロラド州で，実は1960 年代

枠組み自体を変える可能性のある動きがいくつ

より80 年代，90 年代の方が白人と，黒人／ヒ

か出ている。そのひとつが，FCC が計画してい

スパニック間の収入や学歴，持ち家比率，乳

る「周波数オークション（Incentive Spectrum

幼児の寿命などの格差が広がり，マイノリティー

Auctions）」である。オークションの主要な目的

を取り巻く状況は逆に悪くなっているという事

は爆発的に増加しているスマートフォンやタブ

実を，様々な統計や調査で明らかにしたもの

レット端末などのモバイル利用に対応するため，

だった。彼らはその内容をテレビやラジオ，活

通信事業者により多くの周波数帯域を与えよう

字，ウェブサイトで多面的に展開するとともに，

というもので，2012 年2月に連邦議会で法案が

各地の大学や図書館，集会所などでタウン・ミー

可決された。FCC ではオークションにかける帯

ティングを開いて，市民の討論の場を数多くも

域を確保するため，現在は放送事業者に割り

うけた。

当てている周波数帯域を自主的に返還してもら

中 心 になってプ ロジェクトを 進 めてきた

い，返還した事業者にはオークションの売り上

I-News 代表のフランク氏は，3 つのメディアが

げの一部を還付することにしている
（前述のカリ

協力する最大のメリットとして，
「継続性」と「参

フォルニアKCSMもオークションの参加を検討

加」をあげた。これまでは重要なニュースでも

している）。帯域の一部だけを返還する放送局

一度報道してしまえばそれで終わりだったが，

もあれば，全てを返して放送事業から撤退する

テレビ，ラジオ，活字，ウェブなど様々なメディ

局もあると見られ，地方の小規模局の淘汰につ

アで継続的に伝えることで，世論により強く訴

ながりかねないとして，NAB（全米放送事業者

えることができる。さらに，メディアから一方

連盟）では懸念を表明している。

的に伝えるだけでなく，RMPBS が中心になり

しかし，世の中のインターネット利用とブロー

公開で議論する場をもうけることで，市民自身

ドバンド需要の急激な増加はとどまるところを
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知らず，一部の地上放送事業者を除いて，通

長い取り組みとして提供していくのである。

信やIT など多くの業界はオークションの実施

アメリカの公共放 送は，地 域に支えられ，

を歓迎している。一連の動きは，周波数の有

地域に番組を提供し貢献してきた歴史がある。

効利用と，放送局への財政支援という側面が

その資産を生かしながら，放送に加えて，健

ある。それと同時に周波数オークションは，

全なコミュニケーションのための『場』を作り出

かつてはメディアの王様だったテレビと，新興

し，一方向の「public broadcaster」から双方

メディアであるインターネットの立場の変化を

向の「public media」として機能していくこと

表す象徴的な出来事と見ることもできる。

に，今後の地域公共放送局の役割と可能性が
示唆されているのではないだろうか。

激変するメディア環境に，放送，特に公共
放送はどう対応していくのか。カリフォルニアの
KCSMの事例は，資金と技術の両方で悪戦苦
闘するアメリカの公共放送の姿を端的に表して
いた。難しい問題ではあるが，地域に目を戻せ
ば，コロラドの取り組みにひとつのヒントが見
られる。すなわち，地域の課題に関する情報
提供や問題提起を，一過性ではなく，継続的
に行っていくこと。それに加えて，実際の議論
やコミュニケーションの場を作っていくことであ
る。
インターネットのおかげで，広範な情報を短
時間で手に入れることは可能になり，バーチャ
ルなコミュニケーションも盛んに行われるよう
になっている。しかし，それだけでは十分とは
言えない。地域の放送局はそこに『リアルな場』
を設定し，地元レベル・国レベルでの様々な問
題を提起し，議論の材料となる情報を，息の

（しばた あつし）

注：
1） http://stateofthemedia.org/
2） http://www.tvb.org/media/file/TVB_Market_
Profiles_Nielsen_Household_DMA_Ranks2.pdf
3）もちろん大都市には数局の公共局があり，小さ
な市場には少ない。ニールセンのデータで最下
位 210 位の Glendive（モンタナ州）には放送
局は CBS 系列の 1 局しかなく，209 位の North
Platte（ネブラスカ州）には NBC 系列と PBS
系列の 2 局があるのみ。
4）政府が直接，各地の PBS メンバー局に予算を
配付して，政治的な影響力を行使することを防
ぐ目的がある。
5）正式名称は，San Mateo County Community
College District（サンマテオ郡コミュニティー
大学地区）で，3 つの大学を運営し 4 万人が学
んでいる。
6） KCSM のインタビューは 2013 年 3月27日に実施。
7） 同上
8） RMPBS のインタビューは 3 月 21 日に実施。
9） I-News のインタビューは 3 月 21 日に実施。
10） KUVO のインタビューは 3 月 22 日に実施。
11） Current 紙 2013/02/01 の記事より
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