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【第 1 回】公共放送の将来ビジョンを探る
～ヨーロッパ放送連合（EBU）の「Vision 2020」を巡る議論から～

　メディア研究部　中村美子／田中孝宜

「世界公共放送研究者会議（RIPE＠2014）」が2014 年8月27日（水）から29日（金）まで，東京で開かれた。
RIPE＠会議がアジアで開かれるのは初めてで，世界30の国と地域から110人の研究者が集まり，「公共放送と越
境化する社会（Public Service Media Across Boundaries）」という総合テーマのもと，メディア環境が大きく変
化する中，公共放送の使命や役割について，世界的な視点から意見交換が行われた。

NHK千代田放送会館で行われた初日のプログラムでは，NHKをはじめヨーロッパやアジアの放送関係者が登
壇し，各国の放送局が直面している課題や将来戦略を巡って意見を交わすシンポジウムなどが行われた。2日目，
3日目は慶應義塾大学に会場を移し，「公共放送のガバナンス」や「国境を越えるオーディエンス」「融合時代の公共
放送」など，個別のテーマに分かれてより学術的な視点から議論する場が設定された。

今月から3回にわたって，RIPE@2014の内容と成果を紹介する。第1回は，ヨーロッパ放送連合（EBU）が
2014 年春に発表した公共放送の将来戦略「Vision 2020」を巡るセッション１を取り上げる。このセッションでは
Vision 2020 報告書をもとに，ヨーロッパの公共放送を取り巻く環境と現状分析，共通の課題を中心に議論が展開
された。EBUによる課題提起は，政治・社会・経済・文化の異なるほかの地域や国にも当てはまり，EBUが公共
放送の概念と存在意義をグローバルに広めるべきだとする意見も出された。

 １. はじめに

世界各国から公共放送の研究者や放送事業
者が集まって，公共放送の現状や課題について
研究成果を発表し，意見を交わす世界公共放
送研究者会議（RIPE@2014）が2014年8月27
日（水）から29日（金）まで，NHKと慶應義塾
大学の共催で，東京で開かれた。

公共放送システムはヨーロッパで誕生したこと
もあり，2002年の第1回会議以降，ヨーロッパ
を中心に開催されてきたRIPE＠がアジアで開
かれるのは初めてで，ヨーロッパ，アジア，アメ
リカ，オーストラリア，アフリカの30の国と地域
から110人の研究者や放送関係者が集まった。

NHK千代田放送会館で行われた初日のプ

ログラムでは，NHKをはじめヨーロッパやアジ
アの放送関係者が登壇し，

（１）Vision 2020：
公共サービスメディアの将来像

（２）アジアにおける公共サービスメディア：
課題と挑戦

（３）グローバル化する災害報道と公共放送の
役割

の 3 つのテーマについてシンポジウムが行わ
れ，放送局が直面している課題や将来戦略を
巡って多角的に意見が交わされた。また，2 日
目，3 日目は慶應義塾大学に会場を移し，個別
のテーマに分かれてより学術的な視点から議論
する場が設定され，公共放送を取り巻く今日的
課題を共有し，理解を深めた。

世界公共放送研究者会議（RIPE@2014 東京大会）
３回シリーズ報告
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RIPE@2014の初日のシンポジウムの内容と成
果を中心に，3回にわたって報告する。第1回は，
ヨーロッパ放送連合（EBU）が2014年春に発
表した公共放送の将来戦略「Vision 2020」を
巡って行われた議論の内容を中心に報告する。

RIPE@2014「公共放送と越境化する社会」

RIPEは，Re-Visionary Interpretations of 
the Public Enterpriseの頭文字を取ったもの
で，経済のグローバル化やデジタル化の波の中
で，メディアにおける公共サービスのあり方に
ついて，公共放送事業者と，大学や研究機関
などの研究者が共同で検討し，学術研究を公
共放送の経営に役立てることを意図したプロ
ジェクトである。

RIPE@の活動はフィンランドのタンペラ大学
のグレッグ・ロー教授の呼びかけで，2001年に
始まった。第1回会議はフィンランド，第2回は
デンマーク，第3回はオランダ，第４回はドイツ，
第5回はイギリス，第6回はオーストラリアと隔
年ごとに開催され，今回，初めてアジアでの開
催になった。

主催する公共放送が会議の全体テーマを
設定することになっており，東京大会では，
NHK が「Public Service Media Across 
Boundaries （公共放送と越境化する社会）」と
いう総合テーマを設けた。「越境化」というキー
ワードは，人々がグローバルに移動する状況，
放送と通信の融合の中で，送り手・受け手双
方のメディア利用者が根源的に変化している状
況を象徴しており，NHKの2015年からの3か
年経営計画を策定する上でも考慮すべき重要
な要素となっている。

 ２. 基調講演： 
    NHKが取り組む「５つの越境」

RIPE@2014で は，NHKの 籾 井 勝人 会 長
の歓迎のあいさつのあと，上川陽子総務副
大臣（当時）が祝辞を述べた。この中で上川
副大臣は「総務省では“Think globally. Act 
globally”というキーワードを掲げている。公共
放送を巡る環境は大きく変化しているが，番組
コンテンツの交流を通して，国境を越えた相互
理解が深まり，人材育成の促進にも寄与でき
る」と語り，公共放送の発展には，世界的な視
点で考え，世界的に行動することが重要だとし
て，RIPE＠2014での議論に期待を示した。

このあとNHKの井上樹彦理事が「NHK  5
つの越境　新しい時代の公共放送をめざして」
と題し，基調講演を行った。本節では，NHK
が将来を見据えて公共放送としてめざす「5つ
の越境」の要旨を紹介する。

越境① 伝送路を越える

災害報道では，1人でも多くの生命を守るの
が NHKの使命であり，最新の技術を使い，
放送だけでなく，あらゆる伝送路を駆使して

NHKの５つの越境 

井上樹彦 NHK 理事
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「安全・安心」のための情報を届けることが最
も重要な公共放送 NHKの役割である。NHK
は「いかなる時にも，放送・サービスを継続す
る」ことを掲げており，インターネットの重要性
が一層強まっている。

また，これまで伝統的メディアは「議題設定」
や「世論認知」といった民主主義の発展に不
可欠な機能を担ってきたが，メディア環境の変
化を踏まえてインターネットも活用して，こうした
役割を果たしていくことが重要である。

技術開発の面でも，NHKは，放送と通信と
いう伝送路を越える新サービス「ハイブリッド
キャスト」を開発した。視聴者は，テレビを軸
にしながら，通信を活用した付加価値のある
豊かなコンテンツを，タブレット端末などのセ
カンドスクリーンで楽しむことができる。公共
放送に相応しい「公共性の高いサービス」の展
開をめざしていく。

越境② 国境を越える

NHKは，外国人向けの英語でのテレビ国
際放送を2009年2月に始めた。国境を越えた
情報や人の交流が飛躍的に拡大する中，政治，
経済，社会，文化など，日本への理解を促進
するため，日本から世界への情報発信の強化は

非常に重要な課題であると考えている。
「国境」を越えたコンテンツの国際展開も積

極的に進めている。NHKには，国際共同制作
や番組販売を通じて，公共放送ならではの大型
コンテンツを世界に発信してきた長い歴史があ
る。コンテンツの国際展開は，お互いの文化な
どについての理解を深めていくための非常に重
要な取り組みである。

もう1つの例が，データジャーナリズムであ
る。NHKの代表的な番組として『震災ビッグ
データ』がある。個人データ保護など課題はあ
るが，データジャーナリズムは，これまで気づ
かれなかった社会的課題を新たに提示すると
同時に，国境を越えて課題を共有し，解決の
ための取り組みを進めていく方法としても有効
であると考えている。

越境③ 「過去と今」を越える

NHKは2015年，放送90年を迎えるが，過
去に取材・制作したニュースや番組など，NHK
が保有している映像資産を確実に保存し，多角
的に活用し，社会に還元していくことは「過去」
を「今」，そして「未来」につないでいくための
重要な公共放送の役割である。

アーカイブス番組の放送にあたっては，新た
に取材した出来事を付け加えて再構成し，「過
去」と「今」をつなぎ「未来」へのメッセージを
盛り込むような工夫をしている。

加えて「デジタルアーカイブス・サービス」で
は，約1万本のコンテンツをインターネット上で
公開している。「東日本大震災」「環境情報」「地
域文化」など，カテゴリーに分けて，過去の映
像資産に気軽にアクセスできるようにしている。
こうした貴重な映像資産は教育現場などでも活
用されており，公共放送ならではの取り組みで国際放送を強化する方針も紹介
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あると考えている。

越境④ 世代を越える

「お茶の間で，家族でテレビを見る世代」から
「デジタルネイティブ世代」への大きな転換が起
きている。デジタルネイティブ世代には，「自分
の都合のよいときに番組を見られる」「放送時間
にしばられたくない」「時間を有効に使いたい」，
つまり「いつでも，自由に，効率よく」というニー
ズがある。

こうしたテレビ視聴の変化を踏まえて，NHK
では第一に「原点」への回帰を考えた。世代を
越えて受け入れられる大型コンテンツの開発で，
代表例が『紅白歌合戦』。「家族そろって楽しめ
る番組」で，データ放送やインターネットなどで
視聴者が投票に参加するシステムを導入したり，
リハーサルの様子をリアルタイムで，ツイッター
で紹介したり，スマートフォン向けのアプリも開
発して番組と連動したコンテンツをセカンドスク
リーンで楽しめるようにするなど，デジタルネイ
ティブ世代を意識した工夫をしている。世代を
問わずに楽しめる良質な娯楽コンテンツを開発
し，伝統的な手法の番組とツイッターなど新し
い世代のツールを融合させ，新たな文化を創造
することも公共放送の役割の1つである。

 

越境⑤ 供給者と需要者を越える

公共放送が視聴者とどのような関係を築いて
いくのか。NHKは，独自の評価方法で，視聴
者の評価を測定している。現在のNHKの経営
方針は，14の指標に分解され，その「期待度」
と「実現度」を調査で測り，差を把握する。視
聴者の期待は，時代によって異なる多様なもの
であり，これを的確につかんで応えていくこと
が責務となる。期待度と実現度の差を縮めてい
くことをめざしている。

同時に，公共放送が信頼されるメディアであ
り続けるためには，視聴者の好みにおもねらず，
報道機関として，プロフェッショナリズムと責任
感を持って，伝えるべきことを伝えることが重
要である。

現在，NHKでは，次期経営計画の策定に
取り組んでいる。上記の5つの越境をさらに推
し進めるため，グローバル化する社会，さらな
る放送と通信の融合時代へのアプローチを検
討している。2020年の東京オリンピック・パラ
リンピックは，公共放送NHKにとって大きな目
標となる。2020年には，最高水準の放送・サー
ビスを国内の視聴者に，そして世界に届け，日
本，そして世界に，新しい公共放送像を提示
したいと考えている。

 3. 21世紀の公共放送の将来像： 
      EBU の Vision 2020 を中心に

2014年春，EBU（ヨーロッパ放送連合）は，
2020年に向け，加盟各国の公共放送事業者
が，自らの将来戦略を策定するためのガイドラ
インとなる提言を発表した。それが，「Vision 
2020」と呼ばれる報告書である。EBUのサイト「高品質の娯楽番組の開発も公共放送の役割」

OCTOBER 2014
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で公開されており，誰でも入手できる。公共放
送を研究対象とするRIPE@2014の議論を始め
るにあたり，議論の手掛かり，あるいは参照す
る材料としてこの報告書に焦点を当てた。なお，
RIPE@の活動では，2007年以降，従来の伝
統的な公共放送の活動や事業者をPSM（Public 
Service Media）と呼称している。また，EBU
も現在PSMという用語を使用しているが，こ
れは加盟事業者の活動が放送から通信の世界
へ拡大するにつれ利用されるようになったもの
で，必ずしも学術的な定義に基づくものではな
い。日本ではまだ定着していない用語のため，
この報告では公共放送あるいは公共放送事業
者と呼ぶことにする。

EBUは正会員72，準会員36が加盟する世
界最大の放送連合である。そして，EBUはイ
ギリスのBBCやドイツのARD州放送協会をは
じめとした公共放送から，フィンランドのMTV
といった商業放送，エジプトのERTUやトルコ
のTRTのような国営放送など多様な放送事業
者で構成されている。このためEBUは2012年，
加盟局の行動規範となる6つの中核的な価値を
次のように定めた。

● ユニバーサリティ
● 独立性
● 質の高さ
● 多様性
● アカウンタビリティ
● 革新性
加盟機関はそれぞれ，この6つの価値を実践

へと落とし込むのだが，公共放送を取り巻く状
況は大きく変化し，その立場はより厳しいものに
変化している。公共放送が今後も社会において，
市民に支持され不可欠な存在であり続けるため
には，普遍的な価値観をより戦略的に具体化す

るためのツールが求められた。Vision 2020はこ
うした背景で取り組まれたプロジェクトである。

セッション1では，EBUでメディア情報サー
ビス部長を務めるロベルト・スアレス・キャン
デル氏からVision 2020に関する報告が行われ
た。スアレス・キャンデル氏はスペインのポンペ
ウ・ファブラ大学で社会コミュニケーション学
の博士号を取得し，EBUに迎えられた。メディ
ア情報サービス部は，メディア動向の情報や公
共放送の課題を巡る調査と分析の結果を加盟
機関に発信する一方，加盟機関に対し個別に
戦略的助言を提供する“シンクタンク”的な役割
を担っている。

スアレス・キャンデル氏は，EBUの加盟機関
が，社会，技術，市場，視聴における変化や
傾向をどうとらえているのかを紹介し，将来戦
略を立案する上で指針となる10の提言について
報告を行った。

公共放送の未来
「Vision 2020」EBUプロジェクト

 

社会の構造的変化

ヨーロッパの社会は2020年までに高齢化し，
移民の数が増加し，社会の構成員の多様化が
進む。また，都市部へ人口が流入し，メディア

ロベルト・スアレス・キャンデル
EBUメディア情報サービス部長
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が市場化する中で，都市部偏重の
メディア活動が行われるようになる
だろう。

グローバルな経済活動の中で，世
界のGDPに対するヨーロッパの貢
献度は低下し，政治や国の政策へ
の国民の信用が揺らぎ，人々は制度
や体制から離れ，ともすれば宗教あ
るいはソーシャルネットワークの世界
へ目を移しがちである（図1）。

技術革新による変化

技術革新によって引き起こされる
変化のベクトルは4つある。デジタ
ル化，融合，オンライン（インターネッ

ト），そしてモビリティである（図2）。
ヨーロッパでは2020年にほぼデジタルに完

全に移行する。一方，ブロードバンドについて
は，2020年にはヨーロッパ全体で世帯普及率
は55％と予測され，西ヨーロッパで73％，東
ヨーロッパで33％と，東西で大きなばらつきが
生じるだろう（図3）。SNSなどさまざまな技術
的進展が起きているが，ブロードバンドが普及
しなければ，どうなるのだろうか。

また，ヨーロッパではITにつながっている
デジタル機器の数は2020年までに
2,000億台になるとみられ，その中で
もスマートフォンやタブレットが大きな
地位を占めるようになる。

市場の変化

EBUはこうした変化をチャンスと
してとらえている。これまでの歴史を
振り返っても，これほどコンテンツを
出す機会はなかった。しかし，技術

図 1　ヨーロッパ社会の変化

図 3　ブロードバンドの世帯普及

出典：EBU Vision 2020

デジタル化

オンライン

どこでも？ だれでも？

融合

モビリティ

出典：IHS

@Roberto Suarez Candel

図 2　技術革新による変化のベクトル

OCTOBER 2014
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革新の結果，未来図を描くにあたり，複雑さが
増している。コンテンツ，デバイス，配信の分
断化が生じ，メディア市場には，利益を追求す
る新規参入者が後を絶たず，公共放送がメディ
アのプリズムの中でどこに存在しているのかわ
からなくなっている。

また，市場の寡占化も問題である。ヨーロッ
パではLiberty Global，Skyなど4大メディア
グループが市場の80％のシェアを占めている。
EBU加盟の公共放送は収入という面でも存在
を薄れさせていく。

視聴行動の変化

テレビ番組の視聴時間は10年間で15分増加
し，2013年は加盟する43か国の平均で3時間
53分であり，従来のテレビ時代が終わりを迎え
るのかというと，そうではなさそうである。しか
し，人々はテレビ視聴と同時にスマートフォンや
タブレットを利用し，多様な情報行動をとるよう
になった。そうした中で，人々の知りたい欲求
に対し信頼できる情報が求められる。これまで，
公共放送はそうした欲求に応える，参照される
対象だったが，今そうなりえているだろうか。

公共放送の課題

公共放送はこうした変化にどう対応すべきな
のだろうか。まず，内部的な問題がある。組織，
事業体のありようを変えなければならない。縦
割りの業務運営をやめ，革新的なやり方で仕事
をしようという人 を々排除してはならない。さもな
いと，そういう人材は，グーグルなど新興企業に
行ってしまう。

サービスの分野では，オンデマンドで提供す
るのか，従来のリニアで提供するのか，また，
広く一般的な関心に応えるのか，あるいは分断

化社会の中のニッチな人たちを対象とするのか
を選択し，限られた資源を配分しなければなら
ない。

また，公共放送はコンテンツを制作すると
同時に配信者でもあるのか，あるいはほかの
配信者に依存するコンテンツ制作者となるの
か，この選択もしなければならない。イタリア
の公共放送RAIは，2013年までEBUの中で
YouTubeに最も貢献した。RAIは，新たにもう
1つ別のYouTube的なものを作ろうとしても不
可能だから，何千ものビデオを提供していたと
いう。しかし，RAIはこれを中止した。おそら
くRAIの内部で激しい議論があったであろう。

公共放送は，「Fewer, Bigger, Better」（少な
い資金で，より多くの視聴者/ユーザーに質の
高いものを提供する）にならなくてはならないと
言われるが，本当にそうなのだろうか。これを
どう実践するのか，議論が続いている。

次に，公共放送はさまざまなステークホルダー
に関わりながら仕事をしているのだから，外部
的な問題もある。公共放送の活動は法律で制
限されている。法律は同時に公共放送を守って
いるが，ときに負担になることもある。法律が足
かせとなって，公共放送は革新的に変化するこ
とができない。公共放送が新しいサービスを行
うには，それがメディア市場をゆがめないかどう
かを検証する公共的価値の審査が制度上導入
された。しかし，これは公共放送の変化の速度
を遅くするだけだという主張もある。また，資金
調達の問題もある。ヨーロッパの公共放送の財
源規模は，2008年の危機を乗り越え，2012年
には名目上1.3％増加した。しかし，インフレ上
昇率を考慮すると，5年間で10％減少している。
図4のように，北欧地域ではかなりの増加に転
じ，イタリアやスペインでは大きく減少している。
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公共放送には，人々からその存在を認め支
持されるための新しい物語（ナラティブ）が必
要である。そのため，加盟機関に向け，それ
ぞれが現在の状況をレビューし，戦略を立てる
手助けとなる10の提言を示した（図5）。

そして，最後に3つのメッセージを出したい。
1つ，自分自身が変わらなければならない。周

りが見えなくなってしまったら，公共
放送だけが取り残されていることにな
るだろう。2つ，自分自身を破壊せよ。

“Disrupt yourself before someone 
else does”である。そして最後に，公
共放送は信頼されるものにならなけれ
ばならない。信頼こそが鍵である。そ
して，誰もが参照するような，そうし
た存在になる必要がある。

この報告は学術的な内容ではない。
みなさんからのフィードバックを大いに
期待している。はじめに述べたように
EBUの加盟機関の規模は異なるが，
課題は共通している。しかし，加盟機

関が同じ時期に，同じ課題に直面しているわけ
ではない。また，1つの万能薬となるような解
決策もない。それぞれ思考を巡らせ，道を見出
していかなければならない。このため，ネット
ワークとして知識を共有していくことが大切であ
り，RIPE@は，そういう意味で素晴らしい機
会だと思う。

提言 1　視聴者をよりよく理解する

コンテンツ

組織

 提言 2
視聴者と関わり，多様性を深める

 提言 10
公共放送の存在意義を主張する

 提言 3
ポートフォリオに優先順位をつける

 提言 9
企業文化とリーダーシップを刷新する

 提言 4
最も身近で信頼される情報源になる

 提言 8　存在を際立たせる

 提言 5　若者に対し存在意義を深める 提言 7　イノベーション，開発を加速する

提言 6　人々に力を与え，コンテンツを維持管理し，共有を進める

図 4　公共放送財源の変化（2011年- 2012 年）

図 5　EBU Vision 2020 10 の提言

出典：EBU Vision 2020 （EBU 加盟機関のデータより作成）

視聴者
ステークホルダー

大きく増加（3％以上） やや減少（3％未満）
やや増加（3％未満） 大きく減少（3％以上）

6 つの
中核的価値

@Roberto Suarez Candel

OCTOBER 2014
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報告を受けて
 
スアレス・キャンデル氏の報告に対し，ミン

ナ・アスラマ・ホロビッツ教授から，問題提
起がなされた。ホロビッツ教授は，米ニュー
ヨークのセント・ジョーンズ大学とフィンランド
のヘルシンキにあるアールト大学で教鞭をとり，
RIPE@の活動には1回目から関わってきた。ホ
ロビッツ教授は，Vision 2020はそもそもヨー
ロッパの公共放送事業者に焦点を当てたものだ
が，これをグローバルな視点で考えてみたいと
述べ，3つの点に沿って問題が提起された。

グローバルな視点で
　　　　　　  Vision 2020 を読み取る

EBU の Vision 2020 は国境を越えて妥当であるか

公共放送は世界のどこであれ不可欠なもので
あり，国境にとどまるものではない。NHKの井
上理事も語っていたように，公共放送を語ると
き，民主主義とは切り離せない。これまで，民
主化のプロセスを研究してきたが，国営から公
共に移行するとき，今起きているようなメディ
アの発展過程において同じような課題に直面す
る。EBUは100を超える加盟組織を持ち，そ
のうち30％が非ヨーロッパの組織である。提言
は，ヨーロッパの公共放送に向けたものではあ

るが，ヨーロッパを越えたほかの地域の公共放
送にも通用する可能性がある。そして，このビ
ジョンは，それぞれが修正し，学びとり，適用
していくものだと思う。

EBUという組織の壁にとらわれないコンテキスト

学術研究者もVision 2020を研究対象として
分析し始めている。ピーター・トンプソンという
政治経済学者は，Vision 2020について，政治
的経済的枠組みはどうなっているのかと問題提
起している。EBUは6つの中核的な価値を具体
的にどのように提言に落とし込んでいるのか，こ
ういった概念を理念的なところから反映し，戦
略が作られているのかを慎重に吟味する必要
があると述べている。Vision 2020は公共放送
の事業の優先順位を検討する際に「社会への
利益還元」を指標として利用することを提唱し
ているが，このことは，政府の政策と公共放送
サービスの優先順位を公共サービスの原則に
沿って再調整するという展開を妨げる可能性が
あると指摘している。そのうえでトンプソンは，
公共放送が新しい環境に適応し，その存在理
由を求めるのなら，デジタルコモンズを取り戻そ
うというような，より広い運動の文脈で，そう
あるべきだと主張している。つい先ごろ，サン
フランシスコの会議に参加した。そこではネット
ワーク社会におけるオープンアクセス，デジタル
デバイド，表現の自由などについて議論された
が，これらは公共放送の存在と切り離せないも
のである。そして，これらが6つの中核的価値，
あるいは理念を伴うという点で，Vision 2020は
こうした活動とリンクしていると思う。

グローバルな推進活動へ

最後に，Vision 2020は，成熟した公共放送と

ミンナ・Ａ・ホロビッツ
米セント・ジョーンズ大学

フィンランド アールト大学教授
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して，より幅広い視点で活動する機会を与えてい
るのではないかと思う。1つのチャンスは，国連
のPost 2015（Post-2015 Sustainable Develop-
ment Goals）の枠組みではないか。メディアテク
ノロジーを1つの開発ゴールに据えている。

世界は公共放送を必要としている。公共的な
メディアも推進（アドボカシー）のために公共放
送を必要としている。また，公共サービス提供
者として謙虚でなければならないと思う。私た
ちは大きなエコシステムの一員に過ぎず，より流
動的で細分化された公共メディアというものが
あるかもしれない。公共放送はオープンにそう
いった問題を受け止め，対応する必要がある。

ステークホルダーの数は増えている。世界は
Vision 2020を必要としているが，Vision 2020
もまた世界を必要としている。上川副大臣が
今朝祝辞の中でおっしゃったように，“Think 
globally. Act globally”ではないかと思う。

参加者との Q&A

これに対し，スアレス・キャンデル氏は，EBU
が加盟機関に奉仕する組織であり，その活動に
は限界があるとした上で，「公共放送について何
らかのグローバルな議論をしていかねばならな
いと考えている。国によってメディアの自由が削
がれる中で，例えばハンガリーやギリシャを見て
も公共放送が脅威にさらされている。何万もの

市民団体，アドボカシー団体がメディアとPost 
2015のアジェンダに関して活動している。直接
的なパートナーとして国連との交渉に携わっては
いないが，例えばインターネット・ガバナンス・
フォーラムに参加して活動している。」と語った。

会場からは公共放送がグローバルにローカル
を発信する上でリーダーシップをとる可能性に
ついて，そして，放送事業者や政府がインター
ネットやソーシャルメディアを巧みに利用して，
その影響力を増大させる危険性など，Vision 
2020では取り上げられていない分野について
指摘がなされた。

また，放送局の独立性についても，福島原
発問題を含め東日本大震災時のNHKの報道に
ついて，「迅速な報道を行うために，当局とさま
ざまな関係を維持しなければならないというこ
とで，何らかのストレスや板ばさみになるという
苦しい立場になるのではないか。また，異常事
態において，NHKの活動に対し制約や要請が
生まれるような仕組みになっているのではない
か」という質問がなされた。これに対し，井上
理事は「NHKは災害時には法律によって国の
指定公共機関として，行政機関の一部に組み
込まれている。これが，大前提である。NHK
は公共放送として，災害を防ぐという意味では
行政と一体となって報道に取り組んでいる。し
かし一方で，災害を受けた側，受けた地域の
立場に立って，行政や政府に問題点があれば，
その方々の声を代弁する形できちんと報道して
いく。東日本大震災の報道についても，そう
いった姿勢で報道している」と答えた。

今回の東京会議の特徴は，アジア初の開催
であること，そしてヨーロッパを越えた幅広い
地域からの参加があったことである。会場から
の最後の質問は，バングラデシュ出身で現在は

OCTOBER 2014
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カナダの大学で博士号を取得中の人物からだっ
た。彼は「Vision 2020は，グローバルではあ
るが“北”の国のためのものだ。独裁やデジタ
ルデバイド，貧困にあえぐ“南”の国にとって，
どういう意味があるのか」と問いかけた。これ
に対し，壇上のスアレス・キャンデル氏とホロビッ
ツ教授は，この問題提起を建設的に受け止め，
RIPE@2014の会議を契機に，今後はグローバ
ルに解釈する活動へ広げる可能性を指摘した。
また，最後にNHKの井上理事が次のように答
えた。「Vision 2020の示したものは，放送局の
大小や国の発展過程の違いにかかわらず，いず
れ必ず直面する課題であろう。そういう意味で，
この提言は非常に有意義である。Vision 2020
の報告書を読んで，最も印象に残ったくだりは，
第6の提言に書かれていたことだ。それは，実
験を繰り返しながら，公共放送を再定義してい
こうという提言である。メディア環境が今後ど
うなるのか，なかなか見通しがきかない。そう
いう中で，失敗を恐れず，失点した人を責めず，
いろいろな実験を行っていく中で，共通の成功
例を生み出していきたい」。

 ４. おわりに

RIPE＠は，放送事業者と学術研究者が共
同で開催することを大きな特徴としており，3日

間の会議のうち，初日の運営はNHKが行い，
2日目，3日目は慶應義塾大学が中心になって取
りまとめを行った。

慶應義塾大学での研究部会

RIPE＠2014では，2日目，3日目は慶應義
塾大学の三田キャンパスを会場に，ワークグ
ループ・セッションが開かれた。ワークグルー
プは，全体テーマである「公共放送と越境化す
る社会」の議論を，より細かいテーマに分けて
深めようというもので，以下の7つの研究部会
が設置された。

（1）政策・ガバナンスにおける課題
 Cross boundary issues in PSM policy
 and  governance

（2）越境するオーディエンス
 Transnational audiences and PSM

（3）国境を越える公共放送
 Transnational encounters for PSM

（4）市民ジャーナリズムと
 プロフェッショナルジャーナリズム
 Citizen journalism and professional 
 journalism in the PSM context

（5）放送・通信の融合時代の公共放送
 PSM and convergence

（6）新興民主主義国の公共放送
 PSM in new and young democracies　

（7）越境する制作・コンテンツ
 Crossing boundaries in PSM production
 and content

このうち，ワークグループ3では，公共放送
などが国境を越えてサービスを提供する現状に
ついて話し合われ，「国際放送」が議題の1つ
になった。近年，海外の視聴者向けに英語で
24時間ニュースを伝えるNHKワールドのよう
に，世界でも国際放送を行う放送局が増えてお
り，トルコの研究者は，同国の国営放送TRT
がエルドアン政権のもとで，国際放送の充実や
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コンテンツの海外展開を積極的に図っているこ
とを紹介し，「イギリスBBCやアメリカCNNが
欧米の視点でニュースを発信する中で，TRT
はトルコの視点，イスラムの視点の発信強化を
めざしている」と紹介した。一方，イギリスの
研究者から「そもそも受信料などで運営される
公共放送は国家の枠組みにしばられるもので，
公共放送が国際放送を行う場合，受信料収入
を補うための商業的目的か，あるいは自国の宣
伝を目的とするプロパガンダの色あいが強まる
傾向にある。しかし，現実には，BBCとCNN
をのぞく国際放送は，中国のCCTV，イランの
Press TV，日本のNHKワールドをはじめ，ど
の国の国際放送もほとんど視聴されていないの
が現状だ」と述べた。また，ドイツの研究者か
らは「公共放送が海外展開を図る上で，そもそ
も視聴者としての『パブリック』が誰なのか，国
際放送が誰をターゲットにしているのかが明確
ではなく，国家の枠を越えたパブリックをどう
認識するのかも課題だ」という意見が出された。
「融合時代の公共放送の役割」がテーマの

ワークグループ5では，ネット時代においても，
公共放送が「民主主義」「人権」「多様性」な
どの価値を継続して伝えていくためには，「ネッ
ト・ニュートラリティの原則（インターネットの
平等な利用環境）が尊重されなければならな
い。公共放送のコンテンツに誰もが自由に制限
なくアクセスできる普遍性を実現することが死
活的に重要だ」との認識が確認された。一方
で，公共放送のコンテンツが国境を越えユニ
バーサルに展開する上で，壁となりうる著作権
の問題などを例に，「規制の多い放送に比べよ
り自由なネット空間に，公共放送が利用者の
ニーズに応えながらどう適合していくかが課題
となっている」という指摘も聞かれた。

アジアで初めて開かれた RIPE ＠

RIPE＠は，7回目にして初めてアジアでの
開催となり，アジアやアフリカを含む30の国と
地域から参加者が集まった。また，シンポジウ
ムやワークグループでの個別討論においても，

「公共放送と一言でいっても，ヨーロッパとアジ
アでは違う形がありうるはずだ」「ヨーロッパで
生まれた公共放送の価値を世界に広めるべき
だ。しかし，上から押しつける方法ではなく」
などの意見が聞かれ，問題意識の持ち方や議
論の幅が広がった。

RIPE@の主宰者のグレッグ・ロー教授は，
RIPE@2014について，「アジアの公共放送の
発展におけるNHKの重要性を考えると，日本
を会場としたのは最善の選択で，RIPE@と
アジアのつながりを作ることができた。また
RIPE＠以外の公共放送に関する国際的な活動
を行っているEBUやPublic Media Alliance，
Open Society Foundationsなどからの参加も
あった。今後，さらにアジア，そして世界各
地へとつながりを広げていきたい」と，RIPE
＠2014東京大会の意義と成果を高く評価した。

RIPE@2014の内容を報告するシリーズの2
回目は，災害報道と公共放送の役割をテーマ
に行われたシンポジウムを取り上げる。2004年
のインド洋大津波，2011年の東日本大震災，
2013年のフィリピン台風災害など，相次ぐ巨大
災害に見舞われているアジアの放送局が，国境
を越えた協力を行いながら，どのように災害報
道に取り組もうとしているのか，ABU（アジア
太平洋放送連合）や，フィリピンの放送記者，
EBUなどのパネリストが，災害報道の現場の動
きをもとに話し合った。

 （なかむら よしこ／たなか たかのぶ）
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