デジタル時代のラジオの未来
— BBCラジオ戦略に見るオールドメディアからの脱却 —
メディア研究部
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約

2015 年，日本でラジオ放送が始まって90 年を迎えた。ラジオは「オールドメディア」と言われ，リス
ナーの減少をどう食い止められるのかが大きな課題になっている。世界を見ると，多くの国では依然ラ
ジオが主流メディアの一つとして日常的によく聴かれているが，ラジオの聴取時間の減少傾向は共通し
て見られる。多様なメディアがあふれる時代に，人々がラジオに割ける時間が少なくなる中で，ヨーロッ
パではラジオの将来像をどう描けるのか模索中だ。主な対策として EBU（ヨーロッパ放送連合）では，
ラジオ放送のデジタル化を全面的に推進している。しかし，デジタル化がリスナーの増加につながった
成功例がほとんどない中で，設備投資に莫大な費用をかけることに消極的な国も多い。こうした中で，
ヨーロッパのラジオを牽引するリーダーとして期待されているのが，イギリスの公共放送 BBC である。
BBCラジオは 2013 年度，過去最高のリスナーの数を記録した。BBC がリスナーを増やせている背景に
は，デジタル化を生かした「多チャンネル」
「多メディア」戦略がある。BBC では 10 の全国放送チャンネ
ルを持ち，それぞれにターゲットを絞って，特色ある幅広い内容の番組をリスナーに提供している。ま
たラジオを聴く習慣の少ない若い人をターゲットに，放送の一部をビデオ撮影してネット上でラジオ番組
を“見られる”ようにしている。さらにラジオ番組をモバイルにダウンロードしていつでもどこでも聴ける
サービスも始めた。BBC では，リスナーを開拓し，ラジオ文化を育むための試行錯誤を繰り返している。
日本の多くの放送局はラジオの長期戦略が描けずにいる。ネットと多面的に融合する新しい魅力を備え
た「ニューラジオ」へと生まれ変わるためのヒントは，BBC など海外のラジオの取り組みの中に見ること
ができるだろう。
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1 はじめに
1925 年 3月22日， 日本 でラジオ放 送 が 始
まった。それから90 年，テレビの時代を経て，

論まで出てくる中で，海外の事例をもとにラジ
オの生き残り策を探ろうという考察が繰り返し
なされた。それから60 年，ラジオはテレビとの
棲み分けに成功し確実に生き延びてきた。
そして今，多メディア時代を迎え，ラジオの

多メディア時代に移り，ラジオは“オールド”メ

ライバルとなるメディアがテレビ以外にも様々に

ディアといわれる。絶えず技術革新が進み最新

存在する中，日本ではラジオの存在感が相対

のメディアが次々に登場する中，ラジオは最も

的に薄れ，その結果リスナーが減少することは

歴史のある放送メディアであり“オールド（古

止めようのない流れにも思える。しかし，この

い）
”であることは間違いない。また，若い聴

傾向は世界で共通するものなのだろうか。海外

取者がラジオから離れていき，
“オールド（年

でも日本と同じようにラジオ離れが続いている

配）”のリスナーが中心だという意味も込められ

のだろうか。もしそうであるならばラジオ局はど

ているだろう。NHK 放送文化研究所のラジオ

のような対策をとっているのだろうか。さらに

週間接触者率調査が示すように，ラジオを聴く

60 年前との大きな違いである多メディア環境に

人の減少傾向は続いている。さらにはラジオ受

どう向き合っているのだろうか。このような疑

信機自体を所持していない人が増えている。

問に対する答えを探し，ラジオの現状をより広

日本でラジオ放送が開始した5 年前の1920
年アメリカで，1922 年イギリスでラジオ放送が

い視野で見てみたいというのが，本調査を始め
た動機である。

スタートした。その後もヨーロッパ，アジア諸

海外の状況でまず驚かされたのがイギリスの

国，そして世界各地で，相次いでラジオ放送

公共放送 BBC のラジオである。BBC では，ラ

が始まり，ラジオは瞬く間に世界の人々の生活

ジオ聴取時間の減少傾向はあるが，高い接触

に浸透していった。そんなラジオにとって最初

率は維持できているとして，2013/14 年の年次

に訪れた試練がテレビの登場である。音声だけ

報告では次のように総括している。

でなく映像も兼ね備えたテレビの魅力を前に，
ラジオ時代の終焉が叫ばれた。本誌『 NHK

「英国ではラジオ聴取は，今も大変人気があ

放送文化研究所年報 』が創刊されたのは日本

り，毎週 10人のうち9人が聴いている。しかし，

でテレビ放送が始まった3 年後の1956 年のこ

ラジオを聴く時間は減り続けており，これは長

とであるが，初期のころは毎年のようにラジオ

期的な傾向かもしれない。このことは，BBC

の将来像を探る論文が書かれている。第 1号に

ラジオについても言える。毎週 67％のイギリス

は「アメリカにおけるテレビとラジオの関係」
，

の成人が聴いているが，聴取時間はより短くな

第 2 号には「 BBC の第 3 放送の番組構成と聴

り，若い人の間で最も顕著である。聴取者の

取状況」
，第 5 号では「ラジオの今後進むべき

BBCラジオの品質に対する評価は非常に高い

道－ヨーロッパ諸国ではどのように考えられて

状態を維持している」
（ BBC 2014：15 ）

いるか－」などで，テレビの登場でラジオ消滅
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確かにBBCラジオは 2014 年 4月までの1年
間に過去最高のリスナー数を記録し，BBC の

にBBCをはじめ海外の事例が，翻って日本に
どのような示唆を与えるのかを考察したい。

週間接触者率は，67％に上る。NHKラジオの
週間接触者率が20％前後なのに比べて BBC
は 3 倍以上に上る。イギリスと日本では，生活
の中でのラジオの聴かれ方やラジオ聴取の文化
の違いなどもあるだろうが，BBCが高い接触
者率を維持するだけでなく，新たな聴取者を開

2 世界のラジオの現在
2 –1

ヨーロッパのラジオ

拓し，全体としてリスナー数を増やしているとい

まずヨーロッパのラジオの現状を，EBUの

うのは驚きである。同じようにラジオは古いメ

データをもとに紹介したい。2013 年のデータで，

ディアであり，多メディア時代に聴取時間が減

週間接触者率の高い国を見てみるとでは，オー

少する傾向にありながら，BBCラジオは，どの

ストリアが 95.6%，スウェーデンが 94.1％，オ

ようにして高い接触者率を維持できているのだ

ランダが 91.0％，ベルギーが 90.5%などとなっ

ろうか。

ている。また，低い国では，スペインが61.5％，

日本でラジオ放送が始まって90 年，災害の

ポーランド73.1％，ルーマニア75.0％，ドイツ

たびにラジオの重要性が再確認されているが，

77.9％などとなっている（図 1 ）。イギリスでは 9

いざという時に効果的に利用されるためにはラ

割の人が毎週ラジオを聴いていることは前述し

ジオは日常的に聴かれる存在にならなければな

たが，こうして EBUのデータ見ると，イギリス

らない。ラジオを“古い”ままで終わらせない

が突出して高いわけではなく，押し並べてヨー

ためには何が必要なのか。世界のラジオの現

ロッパではラジオがよく聴かれていることがわ

状を知り，生き残り戦略を理解することは，日

かる。

本のラジオにとっても活性化のための大きなヒ
ントを与えてくれるものと思われる。

また，EBU 加盟国の平均のラジオ週間接触
者率の10 年間の増減を見てみても，2004 年の

本稿では，はじめにヨーロッパ，アメリカ，ア

83.8％に比べて，2013 年は 83.4％で，目立っ

ジアでラジオがどのように位置づけられ，どの

た減少はなく，ほぼ安定している。ただ，若

ように聴かれているのかを概観し，さらにEBU

者の平均を見ると，87.1％が 82.8％になってお

（ヨーロッパ放送連合）の活動を中心に，ヨー

り，減少幅は広がる。さらにラジオの聴取時間

ロッパではラジオの将来をどのように切り拓こう

を見ると，2003 年は 3 時間 24分だったのが，

としているのかを紹介する。その上で，世界の

2012 年は 3 時間 15 分となり，9 分減少してい

公共放送のモデルとも言われるBBCに焦点を

る。このように若者の聴取が減っていること，

当てる。ラジオのチャンネル戦略と具体的な放

また聴取時間が短くなっているという傾向は共

送内容の両面から，BBCがどのようなビジョン

通して見られるが，全体的にヨーロッパでは日

を持ってラジオ放送に臨んでいるのか，2015 年

本と比べて，ラジオの聴取者の減少は緩やか

2月に行った現地調査をもとに報告する。最後

である。
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EBU のデータより

では，公共放送の役割についてはどう認識

触者率が全体的に高く，逆にスペインの10.9％

されているのだろうか。ヨーロッパでは，商業

やブルガリアの15.5％，ポーランドの18.1％な

放送のラジオは音楽など娯 楽に重点を置き，

ど，公共放送のシェアの小さい国では，商業

公共放送のラジオはニュースや情報番組も合わ

放送を含めたラジオの週間接触者率が低い。

せて放送しており，公共放送と商業放送で棲

EBUのメディア・インテリジェンス・サービスの

み分けができているようだ。EBU では各国の

ラジオ担当研究員のデイビット・フェルナンデス・

公共放送のシェアを調査している。それによる

キハーダ（ David Fernández Quijada ）氏は，

と，オーストリアでは 88.9％，スウェーデンで

「公共放送が確実にシェアを取っている国では

は 84.1％，デンマークでは 83.1％など，公共

商業放送も含めて全般的にラジオがよく聴かれ

放送のシェアの大きい国では，ラジオの週間接

ているようだ」と分析する。さらにフェルナンデ

スイス・ジュネーブにあるEBU 本部
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ジェンスサ ービ ス 部，
デイビッド・フェルナン
デス・キハーダ氏
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ス・キハーダ氏が重視している調査結果がある。

限を決めたのはノルウェーが初めてである。た

EBU 加盟機関のあるヨーロッパの国々で視聴

だし，ノルウェーでも，デジタルラジオの保有

者にメディアの信用度を聞いたところ，ラジオ

率は全世帯の 55％，デジタルラジオを搭載した

が最も信頼できるメディアだという結果が出た

自動車は 20％にとどまっている。一方で，ス

という（ EBU 2014 ）。それによると，ラジオを

ウェーデンでは，ラジオのデジタル化をめぐっ

信頼すると答えた人は 54％で，2 位のテレビ

て方針が分かれている。前政権が委嘱した検

48%，3 位の新聞 41％，そしてインターネットの

討委員会が，2022 年か遅くとも2024 年までに

34%を抑え，最も高いことがわかった。人々が

FM 放送を止めて完全デジタル化を行うべきだ

ラジオを信用している理由としてニュース報道が

とする報 告書を2014 年12月，政 府に提出し

あるとし，ラジオの将来を切り拓くためにも，

た。スウェーデンでは DAB 方式のデジタルラジ

ニュース報道を放送コンテンツとして重視してい

オを推進してきたが，2014 年 9月に誕生した今

る公共放送の役割が大きいとEBU では考えて

の政権はコストがかかり過ぎるとして反対して

いる。

いる。また車載ラジオのデジタル化が遅れてい
ることやインターネットでラジオを聴く人が増加

デジタルラジオ

ヨーロッパの現状

EBUの調査でラジオの接触者率は維持して

していることから，ラジオのデジタル化は不要
だとの議論も出ている。

いるとはいえ，人々がラジオを聴く長さ，聴取

このほか，ドイツやスイスでラジオのデジタ

時間は減少傾向にある。そうした中で，EBU

ル化が進んでいるが（ World DAB のウェブサイ

が最重要課題の一つに置づけて推進している

トなど），デジタル化のためには多大な費用が

のが，ラジオのデジタル化である。EBU では

かかる上，デジタル対応の受信機がどこまで浸

加盟機関に，ヨーロッパで開発され世界の主流

透するのかも不透明で，多くの国では様子を見

になっているDAB 方式のデジタルラジオを推進

ているというのが現状である。こうした中で，

している。デジタル化のメリットとして，アナロ

EBUが期待するのがイギリスである。EBUの

グAM・FM 放送に比べてノイズが少なく高音

フェルナンデス・キハーダ氏は「 BBCがデジタ

質であることや，データ放送などの付加サービ

ル化のサクセスストーリー（成功例）を示してく

スができること，多チャンネル化が可能なこと

れると，他の国々も追随しやすい」と話す。

などがある。EBU では，デジタル化によりラジ
オ聴取者の裾野が広がるとして，各国の放送
関係者や政府に働きかけている。
ラジオのデジタル化に関しては，北欧諸国が

2 –2

アメリカのラジオ

アメリカでも全 般にラジオの人 気が 高い。

比較的積極的に進めている。ノルウェーの文化

2014 年 4月のニールセンの発表では，全米で

省は 2015 年 4月，2017年末までに全国のFM

週 1回以上ラジオを聴くという人は 2 億 4,400万

放送を停止し，DAB 方式のデジタル放送に完

人 に 上 り， 過 去 最 高 を 記 録 した（ Nielsen

全移行することを発表した。国として正式に期

2014a ）。アメリカの12 歳以上の人口の 92％に
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当たる。ニールセンは「多メディア化で人々の選

聴かれている大きな理由の一つに“超地域 ”

択肢が増加し続けているにもかかわらず，ラジ

密着（ハイパー・ローカル）性が指摘されてい

オは今も強い。全米のどこであってもラジオは

る。

聴かれている」と結論づけるほど，ラジオは日

ニールセンの調査によると，10 代の若者か

常生活の中でよく聴かれている。アメリカは車

ら65 歳以上の高齢者まで，年齢にかかわらず

社会であり，自動車の中でのラジオ聴取が多い

平均してラジオは聴かれている。また黒人やヒ

ことが理由に挙げられている。

スパニックも90％以上の高い接触率である。

ラジオ局 には 公 共 放 送 のNPR（ National

ラジオ聴取の方法は多様化している。旧来の

Public Radio）と商 業 放 送 がある。NPRは，

「ラジオ」だけでなく，スマートフォンのアプリを

ワシントンD.C.にある本部と全 米各地のメン

使って聴くことができる。自分が今どこにいる

バー局とで運営されており，取材や番組制作

のかに関係なく，ネット経由で離れた地域の

は，連邦政府の交付金，個人の寄付金，企業

ローカルラジオ局にアクセスすることができるの

からの協賛金，州政府や地方自治体の交付金

である。全米で 9,000 局余りのラジオ局がイン

などで行われている。毎週 3,200万人のアメリ

ターネットでストリーミング配信を行っている。

カ人が聴いているが，慢性的な財源不足が続

また，衛星デジタルラジオを使えば，長距離ト

い て い るという（NHK 放 送 文 化 研 究 所 編

ラックのドライバーなどが，州をまたいで同じ番

2015）
。NPRについては，連邦政府の交付金

組を聴き続けることができる。有料だが，車載

が減額されることがよく取りざたされるが，多

が進むことで，衛星ラジオ会社の経営安定につ

額の寄付で運営の継続が可能になっている例

ながる。このようにアメリカでは，ハイパーロー

もある。メンバー局には大学の構内だけに放送

カルとエリアフリー
（地域を選ばない聴取環境）

するという日本でいえばコミュニティラジオのよ

が同居しながら安定したリスナーを確保してい

うなものが多く，経営ではなく，放送の質の保

る。

持に力を入れていると言えるだろう。
放送内容の面では，公共放送は，ニュース，
娯楽，教養番組などを放送しており，商業放
送とは棲み分けができている。商業放送には，

2 –3 アジアのラジオ
アジアでラジオがどのくらい聴かれているの

AM，FM 放送のほかに，有料衛星デジタル放

か，全体を俯瞰できるようなデータはない。ニー

送や地上デジタル放送局などがある。テレビと

ルセンが，フィリピン（マニラ地区のみ），マレー

同じように全国ネットワークがあるが，テレビに

シア，シンガポール，タイ，インドネシアの 5か

比べてネットワーク関係が強くない。放送内容

国で調査を行ったところ，フィリピンではラジオ

としてはジャンルを絞った音楽チャンネルや，

の週間接触者率は 98％に上るという。またマ

はっきりと政治色を出したトーク番組を放送す

レーシアは 94％，シンガポールは 92％だった。

る局，ローカルスポーツの専門チャンネルなど多

また，タイでは 78％，インドネシアが最も低く

種多様な放送局があるが，アメリカのラジオが

44％であった。ラジオ聴取時間はタイが一番長
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く週に18.47 時間，シンガポールが18.12 時間，

に出した議論が交わされていた。それに対して，

マレーシアが18.1時間，インドネシアが15.59

2015 年の会議を紹介するサイトには次のように

時間となっている。筆者が取材で訪問したミャ

記されている。

ンマーやベトナムでは，テレビの普及率がまだ
低く，ラジオの聴取率は高いということを現地

「ここ数年にわたって，ラジオが直面する課

の放送関係者から聞いていたが，インターネッ

題に業界で立ち向かい，解決策が考えられ施

ト環境が整備され，パソコンやスマートフォン

行された。そしてラジオは全く違う産業に変化

が普及している国々でもラジオはよく聴かれて

した。一つにはラジオがマルチメディアになった

いることがうかがえる。さらに，ニールセンの

ことである。デジタルプラットフォームが活用さ

過去の調査と比較して，聴取率はフィリピンや

れ，ネットでのストリーミングも行われる。トー

マレーシアでは増加している（ Nielsen 2014b，

クや音楽に合わせて，グラフィックや画像，ビ

2014c，2014d，2015）
。

デオも提供できる。この変革は極めて多くの聴

アジアのラジオはどのような課題を抱えてい

取者を取り戻す力があることを証明した。ラジ

るのだろうか。アジア太平洋の放送局が作る

オ局はただ番組を制作・入手し放送するだけで

ABU（ アジア太平洋 放 送 連 合 ）では， 毎 年

なく，あらゆるタイプのコンテンツをミックスし

「 ABUラジオ会議 」を開催し，放送局が直面

て商品価値を創造するメディアセンターになっ

している課題について話し合っている。2015

たのだ。この劇的な変化はラジオがソーシャル

年は 4月末にミャンマーのヤンゴンで開かれた。

メディアやインターネットと合流することで起き

そのプログラムは以下のようなものであった。

た」
（ ABU 2015）

ワークショップや議論のテーマ
・創造力を開放する
・パーソナリティを育成する

ここ数年で，悲観的な見方から楽観的なラジ
オ観に変わったことがうかがえるが，ABU では，
「ラジオの持 つ創 造力（ Creative Power of

・ラジオの持つ創造的パワー

Radio）
」を強調している。
ABU 事務局長のジャ

・ラジオをマルチメディアプレーヤーに転換する

バド・モッタギ（ Javad Mottaghi）氏は，昔から

・アジア太平洋地域のデジタルラジオの成功例

あるオールドラジオに対比して，現在アジアの

・市場競争を勝ち抜く

国々で見られるようになっている多面的なプラッ

・ラジオはどのようにしてソーシャルメディア世

トフォームにマルチ展開するラジオを「ニューラ

代に近づけるのか

ジオ」と呼んでいる（ Mottaghi 2013 ）。

2013 年のABUラジオ会議では，オールドメ

3 BBCラジオの戦略

ディアであるラジオの将来をどう切り拓けるの
か，ラジオの市場規模が縮小する中で，ラジオ
の将来を悲観する声も聞かれ問題意識を前面

前章では，ヨーロッパ，アメリカ，アジアの
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国々でのラジオ聴取の現状を報告した。いずれ

で 放 送 会 社を 設 立 するよう 提 案し，BBC

もラジオを放置しておいても成長する産業だと

（ British Broadcasting Company）が 誕 生 し

は捉えていないが，一方で将来像を悲観してい

た。BBC は同年11月14日，ロンドンで毎日の

るわけではないことがわかった。むしろ，ラジ

定時放送を始めた。その 5 年後の1927年，放

オの新たな可能性を見つけ出そうとしているよ

送は公共サービスとして公共事業体の組織のも

うである。こうした中で，本章では，EBUが

とで行われるべきだとの考えから，国王の特許

他の国々の道標となるよう期待するBBC のラ

状 に よ る イギ リス 放 送 協 会 BBC（ British

ジオ戦略に焦点を当てたい。

Broadcasting Corporation ）に変わった。
当初の放送は，ニュースやクラシック音楽の

3 –1

イギリスのラジオ放送の
歴史と現状

ほか，大英博覧会の開会式（ 1924 年）での国
王の開会宣言を中継放送するなど，国家的行
事を国民が共有するための役割を担った。

はじめにBBCを中心に，イギリスのラジオ

初代会長のジョン・リース氏は，放送は国民

放送の歴史を振り返りたい。BBCが，定時の

を啓蒙するための手段であり，国民が欲するも

ラジオ放送を始めたのは，日本より2 年余り早

のではなく，国民にとって必要と思われる最良

い1922 年のことである。十分な法規制がない

のものを送り届けることが BBC の役割だとする

ままラジオ放送が始まったアメリカで競争が過

考えを持っていたという（簑葉 2002：26 ）。

熱し，海賊放送が行われるなど混乱した状況

1939 年，第二次世界大戦が始まると，BBC

になっていたことから，イギリス政府は，同様

ラジオは，政府省庁からの指示やニュースが多

の問題が起きないように，ラジオを製造してい

くなった。BBC は，戦争関連のニュースに対し

た国内の主要メーカーに企業連合を作って共同

高い評価を得ていたものの，一方でリスナーが
ラジオ放送に求める嗜好にも変化が起きていた。
フランスのRadio Normandy（ラジオ・ノルマン
ディ）とルクセンブルクのRadio Luxembourg
（ラジオ・ルクセンブルク）の2 つの海外の商業
放送局がイギリス市場を狙って娯楽を中心とす
る英語放送を開始し，大衆に人気となったので
ある。
BBC は，ロンドン周辺の教養ある中流家庭
を想定して，クラシック音楽や有識者のトーク
などを放送していたが，ヨーロッパに派遣され

BBC 新放送センター
BBCはホワイトシティのテレビジョンセンターを統合して，2012
年 BBC 発祥の地に新旧のビルをまとめて新放送センターを作っ
た。正面に残る石造りの円形ビルにもラジオセンターの主要なオ
フィスがある｡ リース初代会長の部屋はこのビルの 4 階にあった。

214 │ NHK 放送文化研究所年報 2016

たイギリス軍からBBC の番組は退屈だとの意
見もあり，新たに娯楽中心のサービスを始めざ
るを得なくなった。新しいチャンネルはGeneral

デジタル時代のラジオの未来

Forces Programme（軍隊プログラム）と名づけ

そして，もともとあった Light Programmeをラ

られた。そして従来の番組は Home Serviceと

ジオ２，Third Programmeをラジオ３，BBC の原

呼ばれた。一般市民の間でも「軽い番組 」の

点であるHome Serviceをラジオ４に呼び名を

多い General Forces Programme はよく聴 か

変え，現在のチャンネルの原型ができた。

れたという。
終戦後，General Forces Programme は，

最後に登場したラジオ１がなぜ「 1」なのか。
BBC の公式の説明はないが，
「当時ヒット曲の

名前を変えLight Programme（軽番組）と命名

カウントダウン番組が流行しており，No.1とい

された。さらに，新たに芸術や哲学，討論な

うイメージの良さから，新しいチャンネルに1と

どを専門にするインテリ向けの「 Third Pro-

いう数字がつけられたのではないか」という説

gramme（第三プログラム）」が誕生した。もと

がある（ The Guardian ）。

もとの Home Serviceと合わせて，3 つの視聴
者層をターゲットに放送が行われた。
Third Programme の使命について，
「 BBC

それに並行して BBCにとって1960 年にはも
う一つ大きな動きがあった。ローカルラジオの
誕 生である。ラジオ放送が開始した当初は，

は聴取料によって賄われている公共放送である

出力の小さな送信機しかなくローカル放送局を

ため，聴取者大衆の人気を気にしがちである

ネットワークで結んで放送を出していたが，し

が，大衆の意図に迎合するだけでは，低俗な

ばらくして広範囲をカバーできる出力の強い送

番組だけが組まれて，高度の番組を出すことが

信機が登場すると，BBC のラジオ放送は，ロ

できず，公共放送の使命を完全に果たすことが

ンドン周辺地域，バーミンガム周辺の中部，ス

できない。そこで，このような大衆本位の放送

コットランド，ウェールズなど，より広い「リー

の欠陥を補うためには，人気とか聴取率を顧

ジョン」に分けられ，全国放送とリージョン単位

慮しない高度の教養番組を第三の波長を使っ

の放送が行われるようになっていた。

て放送することが緊要であって，BBC の前総

そうした中，1961年，BBCは「全国に80 ～

局長サー・ウイリアム・ヘーリーはこの意図の下

90 のローカル局を設置し，できるだけ多数の自

に第三放送を創設したのである」と当時の責任

律的コミュニティに対し，地域情報提供を主眼

者が発言している（中沢 1957: 147 ）。

とした公共放送サービスを行う」という計画を打

次の大きな転機は1960 年代で，イギリスの

ち出した。イギリスでは，1954 年にテレビに商

沿岸沖から，若者向けにロックなどをかける海

業放送が導入された。テレビ時代とともにラジ

賊放送を行っていた10 の船上ラジオ局が人気

オは消滅するのではないかという予測は外れ，

を博し，BBC は多くのリスナーを失っていった。

ラジオはよく聴かれた。聴取習慣は夜から日中

イギリス政府は取り締まりを強化し，67年，1局

に移り，家族聴取が個人聴取に変わり，ニュー

を除いて船上放送局を閉鎖させた。それに合

スと音楽主体のメディアになるなど，ラジオの聴

わせて，BBC は，失職した船上放送局のスタッ

かれ方は変化したものの，ラジオは健在であっ

フも雇用し，新しい若者向け放送を始めた。

た。そうした中でBBCは，
「ラジオの独占だけ

「ラジオ１」の誕生である（ Briggs 1985：345）。

はなんとか守りたい，商業ラジオ参入の道を未
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然にふせぎたい」という理由が働いていたとされ

チャンネルを放送している（表 1 ）。

る（大谷1982：72）
。BBCのローカルラジオは，
1967年にシェフィールド，マージーサイド（リバ

表1

BBCラジオの地域放送サービス

プール）
，ノッティンガムなど7つの局で実験放

Radio Scotland

送が始まり，1970 年に本放送に移行した。しか

グラスゴーを拠点にスコットラ
ンドをカバー

Radio nan Gaidheal

ゲール語の放送

し1970 年に誕生した保守党政権が商業ラジオ

Radio Wales

実現に向けて動き出し，1973 年に商業放送の

カーディフを拠点にウェールズ
をカバー

Radio Cymru

ウェールズ語の放送

ローカルラジオが開局した。また，1993 年には

Radio Ulster

全国ネットの商業ラジオも開局している。

ベルファストを拠点に北アイル
ランドをカバー

Radio Foyle

Radio Ulsterを補完

BBC では新たな全国放送チャンネルとして，
1990 年に，スポーツ，教育，子供番組などを
放送するラジオ５を開設した（ラジオ５は 94 年
に， スポーツとニュースを放 送するラジオ５
LIVEに変わった）
。
そして，ラジオのデジタル化が BBCラジオの
戦略に大きな影響を与えることになる。BBC は

このほかBBC は，ローカル放送として，イン
グランド地方に40 のチャンネルを持つ。
一方，商業放送は 2015 年 8月時点で，イギ
リス全国に292 局あり，さらにより狭い集団を
ターゲットにしたコミュニティラジオが227局ある
（ Ofcom 2015）。

95 年からDAB 方式のデジタルラジオを始めた

BBCと商業ラジオの団体が共同で設立した

が，2001年 9月，多チャンネルが可能なデジタ

RAJARのデータをもとに，イギリスのラジオの

ルのメリットを生かして，BBC はさらにチャンネ

シェアを見てみると，トップが BBC Radio ２

ルを増やす戦略をとることとなった。ラジオ１

（ 17.6%），2 位が BBC Radio ４
（ 11.7%），3 位

の兄弟チャンネルとして，黒人音楽を中心に放

が BBC Radio １
（ 6.5%）とBBCが3 位まで 独

送するラジオ１ Extra，60 年代以降のポップス

占している。そして4 位にHeart（ 6.3% ），5 位

をかけるラジオ６ミュージック，過去の番組など

にCapital（ 4.5%）と商業放送が続き，6 位が

アーカイブを中心としたラジオ７（現在 BBCラ

BBC ５ Live（ 4.1%）
，7位が Classic FM（ 3.5%）

ジオ４ Xtra ）
」
，アジア系住民向けに音楽や情

と7位までにBBCが 4つのチャンネルを占めて

報を提供するAsian Network（アジアン・ネット

いる（ RAJAR 2015）。BBCがイギリスのラジ

ワーク）など，デジタルのみで放送を行うチャン

オをリードしているのは間違いない。もう一つ

ネルが誕生した。

特 筆すべきは，商 業 放 送の Heart，Capital,
Classic FM は 3 局ともイギリス最大のラジオ

イギリスのラジオの現状

所有局 Global が運営していることである。商

現在，BBCラジオは，全国放送 10 チャンネ

業ラジオは経営の合理化のため，放送局が集

ル（国際放送を含めると11チャンネル），スコッ

合体を組んで放送内容を共有するなど，寡占

トランド，ウェールズ，北アイルランドのいわゆる

化 が 進 んで い ること がうか がえる（ Ofcom

「ネーション」と呼ばれる地域向け放送として6
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2015）。

デジタル時代のラジオの未来

のチャンネルの特徴と週間接触者率をまとめた

3 –2 BBC の多チャンネル戦略

ものである。
予 算 規 模をNHKとBBC で比 較してみる。

BBCラジオの大きな特徴に多チャンネル戦
略がある。NHKは，総合チャンネルとしてのラ

NHKは，2015 年度予算で見ると，ラジオ第一

ジオ第一放送，教育テレビのラジオ版ともいえ

が174 億円，ラジオ第二が 53 億円，FMは 79

るラジオ第二放送，音楽中心のNHKFM の3

億円で，計 306 億円である。BBC は，2014 年

つのチャンネルで放送を出しているが，BBC は

度実績で，全国放送 10 チャンネル，ローカル

10 チャンネルの全国放送を持っている。そして，

局，スコットランドやウェールズなど地域局を合

各チャンネルでリスナーのターゲットを絞り，放

わ せ て6 億 4,960万 ポ ンド（ 1,234 億 2,400万

送内容を決めている。例えば，ラジオ１は，15

円）である。番組制作関連予算に占めるラジオ

歳〜29 歳の若者をターゲットに音楽中心に編

の 割 合 は，NHK が5.7％で，BBCラジ オ は

成し，ラジオ２は，30 代以上をターゲットに，

21％である。テレビとラジオの予算の比率では，

ポピュラー音楽とトークや情報などをミックスし

NHKラジオの予算は，テレビの16 分の1だが，

たチャンネルにしている。表 2 は，BBCラジオ

BBCラジオの予算は，テレビの3 分の1から4

表2

BBCラジオ全国放送チャンネル一覧
チャンネル

特

徴

予

算

週間接触者率

ラジオ１

15 歳～ 29 歳をターゲットにした音楽，娯楽チャンネル。
若者向けニュースや，ラジオドキュメンタリーも放送し，
4,020 万ポンド
いじめ撲滅などのキャンペーンも行う。アナログ・デジタ （ 76 億 3,800 万円）
ルのサイマル放送

ラジオ１ Extra

ブラックミュージックを中心にした若者向けの音楽チャン
ネルで，ライブ演奏も行う。デジタルのみの放送

560 万ポンド
（ 10 億 6,400 万円）

2.1%

ラジオ２

ポップスやロックなどの音楽とトークをミックスした中堅
向け放送。コメディ，ドキュメンタリー，宗教など幅広
い内容をカバーする。アナログ・デジタルのサイマル放送

4,780 万ポンド
（ 90 億 8,200 万円）

28.9%

ラジオ３

クラシックを中心にした音楽チャンネル。ジャズや世界各
地の音楽ほか，アート情報やドラマなども放送する。ア
ナログ・デジタルのサイマル放送

4,080 万ポンド
（ 77 億 5,200 万円）

3.8%

ラジオ４

BBC ラジオのメインチャンネル。ニュース，時事問題を
深く伝えるほか，ドラマ，朗読，コメディ，マガジン形式
9,180 万ポンド
の番組など幅広い内容を扱う総合チャンネル。アナログ・ （ 174 億 4,200 万円）
デジタルのサイマル放送

20.8%

ラジオ４ Extra

過去の番組（インタビューやコメディ，ドラマ，朗読など）
を放送するデジタルのみのチャンネル

410 万ポンド
（ 7 億 7,900 万円）

ラジオ５ Live

ニュースとスポーツ中継。大きなニュースやスポーツイベ
ントはライブでカバーする。デジタルのみの放送

4,920 万ポンド
（ 93 億 4,800 万円）

11.6%

ラジオ５スポーツ Extra

スポーツ専門チャンネル。多様なスポーツの中継放送を
行う。デジタルのみの放送

240 万ポンド
（ 4 億 5,600 万円）

1.9%

ラジオ６ミュージック

60 年代から現代までのポップスを中心とする音楽チャン
ネル。デジタルのみの放送

790 万ポンド
（ 15 億 100 万円）

3.5%

Asian Network

イギリスに住むアジア系住民のためにニュース・時事問題
と音楽を放送するチャンネル。デジタルのみの放送

660 万ポンド
（ 12 億 5,400 万円）

1.1%

20.3%

3.1%

BBC 年次報告 2013/14をもとに筆者作成

217

分の1となっており，NHKに比べて，BBC の

とした BBC の原点であり，一方，ラジオ１は

方が，ラジオに予算をかける割合が高い。

60 年代，既存の社会に反抗して若者に絶大な
支持を得た海賊放送を見習う形で BBCが新た

3 –3

完全デジタル化への道筋

に始めたチャンネルである。ラジオ１とラジオ４
の調査結果の報告の後，聴取者ターゲットをア

イギリスでは，ラジオのデジタル化を進めて

ジア系イギリス人に絞った Asian Networkとス

おり，EBUの項目で書いたように，デジタル化

コットランドの地域放送チャンネルについて紹

を成功させることをEBUからも期待のまなざし

介する。この 4つのチャンネルから「すべての

で見られている。

人にサービスを届ける」ことと，公共放送の柱

BBC は政府から優先的に全国ネットワーク

である「報道・教育・娯楽」のバランスの取れ

のデジタル周波数帯を与えられ，1995 年 9月か

た高品質の放送を出すというBBCラジオの両

らアナログサービスとの同時放送を開始した。

面が見られるものと考える。

2010 年には「デジタルラジオ行動計画 」を発
表し，2015 年に全国放送のラジオをアナログか
らデジタルへ完全移行することを目標に，ラジ

3-4-1 BBC ラジオ１の戦術
ラジオ１の概要

オ聴取の 50% がデジタル・サービスであること

まず，2013/14 年度年次報告から，ラジオ１

など，アナログ放送の終了条件を定めた（ NHK

についてのBBCトラストによる総 括を紹介す

放送文化研究所・編 2015）
。2015 年10月時点

る。

で，デジタルラジオ（ DAB）の送信網のカバー
率は 96％に達している。ただ，車載ラジオの

「ラジオ１の役割は，若いリスナーに向けた

デジタル化が十分に進んでおらず，実際にアナ

サービスを提供することである。2012/2013 年

ログ放送を終了するまでにはさらに時間がかか

に若者により強くアピールするため，番組司会

る見込みである。

者の顔ぶれを大きく変えた。リスナーの平均年
齢は 30 歳程度だが，リスナー全体に占める若い

3 – 4 BBCラジオ
個別チャンネル戦術
本項では，BBCラジオのチャンネルのうち，

人の割合は少し増えてきている。ラジオ１は，
若い人に届けるため，新しい方法をうまく活用し
ている。ラジオ１のYouTubeチャンネルは，100
万以上のユーザーがいるし，ラジオ１のツイッ

ラジオ１とラジオ４が現場レベルでどのようなビ

ターには，170万人以上のフォロワーがいる。ラ

ジョンを持って，番組制作を進めているのかを

ジオ１ Extaは毎週 100万人以上のリスナーに聴

調査した結果を報告する。イギリスのラジオの

かれており，他のチャンネルと違って，聴取時間

歴史で見たように，この2 つのチャンネルは成

の長さも安定している。
」
（ BBC 2014：15）

り立ちからして対照的である。ラジオ４が，初
代会長リース氏の公共放送の理想を体現しよう
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このようにラジオ１は，15 歳から29 歳を想定

デジタル時代のラジオの未来

した若いリスナーをターゲットにしている。予

ループを持っている。また，いじめや，飲酒・

算は，兄弟チャンネルのラジオ１ Extraを合わ

喫煙，健康問題など，若者の関心に合わせた

せて，4,580万ポンド（ 87億 200万円）となって

番組も放送している。

いる。 定 時ニュースを除き， ロックやヒップ
ホップなど若者向けの音楽を中心に放送してい

Listen/Watch/Share（聴いて・見て・シェア

る。1日の番組表を見ると，
「 Nick Grimshaw」

してもらう）戦術

など放 送枠ごとにDJの名前が書かれている
（表 3 ）
。

BBCラジオの中で，ラジオ１は実験的な取
り組みを行うチャンネルだと位置づけられてい

2012 年度，DJを大きく入れ替えた。ラジオ

る。年次報告にもあるように，若いリスナーを

１で 看板番組のモーニングショーのDJには，

開拓するために，
「新しい方法」の活用が課題

10 年間務めた38 歳のクリス・モイルズ（ Chris

である。そこで，ラジオ１が掲げている戦略が

Moyles）から，27 歳 のニック・グリムショー

「 Listen, Watch, Share」である。たとえBBC

（ Nick Grimshaw）に若返らせたことが注目さ

が良い番組を出しても，もともとラジオを聴か

れた（The Times 2012，The Independent 2012 ）
。

ない人には届かない。そうであれば，BBC の

もう一つの特徴は，すでにネットで話題になっ

ほうから若者のいるところに出向いていこうと

ている人材を登用したことである。例えば，音

いう意図もある。

楽ヒットチャートを担当する「 Jack & Dean」は
YouTubeでスターになった 2人組のコメディアン
である。

では，若者のリスナーをつかむためにどのよ
うなことをしているのか，Listen/Watch/Share

ニュースについては，若者の関心に合わせて

戦術の具体例を紹介したい。

放送しており，ラジオ１専属のニュース制作グ

Listen
表3

2015 年 5月27日（水）のラジオ１の番組表

Listenについては，DJの交代は大きな動き

Nick Grimshaw

として注目されたが，その結果リスナーを減ら

10:00

Clara Amfo

した 番 組もあ るようだ（ The Independent

12:45

ニュース

2013a ）。

13:00

Scott Mills

15:30

最新ヒットチャート Jack & Dean

16:00

Greg James

19:00

Annie Mac

21:00

Aledとドクター Radha のリスナー健康相談

22:00

Huw Stephens

ムページ上の「プレイ・リスター」と書かれたタ

1:00

Benji

ブをクリックすることでその音楽が保存され，

4:00

Yasser

iTuneやYouTubeなどのストリーミングサービス

6:30

新聞のラジオ欄より筆者作成

BBCラジオでは，
「プレイ・リスター（ Play
Lister）」の成果を評価している。このサービ
スは BBC のラジオやテレビ番組内で流れてい
る音楽で気に入ったものがあれば，BBC のホー

を通じて後から聴けるものである。BBC の年
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次報告でも，成功しているイノベーションの例

テンツを制作し，YouTubeで見られるようにし

として紹介されている（ BBC 2014: 61）。

てきた。2013 年にBBC全体が新しい放送セン
ターに移転した際，ラジオ１は初めて専用スタ
ジオを与えられた。そこで映像コンテンツの制
作のためにカメラが設置された。映像コンテン
ツはラジオ１の制作スタッフの手で行われ，専
用スタッフを新たに雇用することはしていない。
映像の内容としては，有名アーティストのスタ
ジオ生演奏やヒットチャート，DJのハプニング

BBCプレイ・リスターの登録ページ

映像などを編集した，数分程度の短めのビデ
オが中心である。

Watch

映像は大きく2 つの方法で見られる。一つは

ラジオ１の一番の特徴はWatch（見る）の部

YouTube のチャンネルである。現在，BBCラジ

分である。ロンドンのBBC 本部放送センターの

オ１のYouTubeチャンネルのユーザーは 200万

最上階にあるラジオ１のスタジオの中には，俯

人 弱と見られ， 世界 のラジオ局が 運営 する

瞰のカメラやマイクの前のDJを撮影するカメラ

YouTubeチャンネルで最大の視聴者を持ってい

が設置してある。

る。BBCラジオ１が最初にYouTubeチャンネル
に登録されたのは 2006 年 3月までさかのぼり，

ラジオ１のスタジオ
写真の左側が DJ の席で，右側にカメラが設置されている。

複数の出演者がいる場 合，声を察知して，
話している人を自動的に撮影するよう切り替わ
る仕組みになっている。ラジオの番組といえど
も，映像として録画され，ネットに流れること
が前提になっている。
ラジオ１は，2006 年以来実験的に映像コン
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BBC iPlayer のラジオ画面
右下に ICYMI の文字 - In Case You Missed It（ 聴き逃した人の
ために）過去１週間のコンテンツのダイジェストが見られる。

デジタル時代のラジオの未来

長い年月をかけて実験的にコンテンツの開発が

いている世代のこと）」の，ラジオ１コンテンツ

行われ，リスナー層を広げてきたことがうかが

へのアクセスを増やすためには，スマホの活用

える。

が必須であることを強調しており，ソーシャルメ

また，2014 年秋からは BBC iPlayerでも見
られるようになった。iPlayer は，テレビ番組

ディアで即時にシェアされるコンテンツが求めら
れていると話す。

の見逃しサービスとして開発されたもので，過
去の番組も含めて，インターネット経由でテレ
ビ・ラジオを視聴できる。iPlayerを通して，ラ
ジオ１の音声や，短いビデオクリップに加えて，
2014 年からは，1 週間の番組のダイジェスト版
などを20 分程度にまとめて見られるようにして
いる。

ベン・クーパー氏
YouTubeより

Share
ラジオを聴く習慣のない人たちにも，BBCラ
ジオに接点を持ってもらうためには，様々な形
で発信していくことが求められている。Listen/
Watch/Share のうち，最後の Share の基本は
ソーシャルメディアの活用で，ラジオ１のツイッ

3-4-2 BBC ラジオ４の戦略
ラジオ４の概要
2013/14 年度年次報告から，BBCトラストの
ラジオ４についての総括を紹介する。

ターのフォロワーは170万人を超えている。ま
た，ユニークな例としては，低い年齢層のリス

「ラジオ４は今年度も非常にいい業績を上げ

ナーにアピールするために投入された BBC の

た。満足度を向上させながら，リスナー数も過

若手スタッフDan & Phil がビデオを使ったブロ

去最高の週 1,100万人に増加させた。BBCが

グ‘ vlog ’を始めたところ話題性も合わせて人

行ったレビューによると，ニュースをラジオで聴

気となり，二人はスター扱いになっている（ The

くという人の数は非常に多く，放送の質につい

Independent 2013b）。

ても非常に高く評価している。ラジオ４がロン

各 DJやラジオパーソナリティも個人でツイッ

ドンを越えて，ウェールズやスコットランドでも

ターやブログで発信するなど，ソーシャルメディ

より多くの人に聴かれるように求めたい。今年

アを使って，リスナーと新しい回路を作ろうとし

リスナーが増加した地域もあるが，今後も番組

ている（ The Independent 2013c，2014a ）。

の品質を落とすことなく，英国全体に広くア

BBCラジオ１，ラジオ１ Extra のコントロー
ラー（ 責 任 者 ）であるベン・クーパー（ Ben

ピールできる方法を探ることを期待する」
（ BBC
2014：16 ）

Cooper）氏は，
「ヘッド・ダウン・ジェネレーショ
ン（携帯のスクリーンばかりを見て，頭が下を向

90 年を超えるBBC の歴史とともにあるラジ
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オ４は，
「 Flagship（旗艦チャンネル）」と位置

わけではなく，公共放送の旗艦チャンネルとし

づけられている。予算は 9,180万ポンド（ 174 億

て，伝統的なラジオ放送に重心を残している。

4,200万円）ですべてのラジオチャンネルの中

ラジオ４には，もっと軽い（ Lighter）番組を

で最も大きい。音楽を流すことを中心にするラ

放送すべきだという意見もあるが，2010 年から

ジオ１のチャンネルとは対照的に，ラジオ４はス

ラジオ４のコントローラーを務めているグウィネ

ピーチ（話すこと）を中核とし，ニュース，時事

ス・ウィリアムズ（ Gwyneth Williams）氏 は，

のほか，討論，芸術，ラジオドラマなどの教養

就任以来，海外ニュースと科学番組を増やし，

番 組を幅 広く盛り込んだ放 送を行っている。

また芸術家や作家を多く取り上げその作品を紹

BBCラジオ４のホームページには，その役割に

介するなど，軽くする意思は感じられない。そ

ついて，報道・教養・娯楽の多くのジャンルで

の点を本人に尋ねると「 Lighterというのは，内

知的な番組を提供することとしている。

容を軽くするということではなく，軽く聴けるこ

ラジオ４は，実験的に新しい挑戦を行うラジ
オ１とは根本的にスタンスを異にする。ラジオ１

と，聴きやすくするという意味でしょう。濃い内
容の番組も聴きやすくしていますよ」と話す。

は，リスナーの求めるものを最新の方法も使っ
て提供しようと試みているが，ラジオ４は，ネッ

2014 年以降に始まった新番組としては，次

トやソーシャルメディアを積極的に活用している

のようなものがある。

表4

History of Ideas（思想の歴史）

ラジオ４の主な番組内容
（ 2015 年 5月23日週）

歴史上大きなインパクトを与え，現代にも通

5:30

ニュース

6:00

Today（ニュース・情報）

9:00

文化・教養・科学・情報番組

ズで 2014 年11月から放送されている。各週に

10:00

女性の時間（スタジオトークなど）

トピックを設け，その専門家に話を聞きながら，

11:00

ドキュメンタリー

12:04

ラジオドラマなど

その中で過去の重要な哲学者や思想家なども

13:00

国際情勢

14:00

ラジオドラマなど

ことの意味は？」，第 2 回は「なぜ美しいものは
美しいのか？」。

15:00

文化・教養・科学・情報番組

18:00

ニュース

18:30

娯楽・コメディ

20:00

時事問題

21:00

ドキュメンタリーなど

22:00

国際情勢

22:45

朗読

23:00

コメディ

0:00

ニュースなど

1:00

BBCワールドサービスなど

新聞のラジオ欄より筆者作成｡ 定時ニュースなど一部省略した｡
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じる思想を取り上げ討論する番組。60 回シリー

紹介していく。第 1回のトピックは「自由である

ラジオ４
グウィネス・ウィ
リアムズ氏

デジタル時代のラジオの未来

TED Radio Hour
様々な分野の専門家などがプレゼンテーショ
ンを行う「 TEDトーク」を素 材にした番 組。

年に当時のBBC会長が不祥事の対応について
厳しく追及され，辞任に追い込まれるきっかけ
となったのもこの番組だ。

NHKEテレの番組『スーパープレゼンテーショ

Todayには，5人のキャスターがいる。ジョン・

ン』でも知られるTEDトークでは，有名，無

ハンフリーズ（ John Humphrys：写 真左から2

名の学者や企業家，政治家や活動家などが，

番目）氏は1987年から，ジェームズ・ノーティ

世界にとって重要だと考えられるテーマで 20 分

（ James Naughtie：写真左端）氏は1994 年か

程度のスピーチを行いネットでも公開している

らキャスターを務めるベテランだ。そのチーム

が，そこで紹介されたアイデアについて，BBC

に新しく抜擢され注目されたのが，BBCワール

のスタジオにゲストを招いて討論する。

ドニュースで高い評価を受けてきたジャーナリス

長時間ラジオドラマ

トの，ミシャル・フセイン（ Michal Hussain：写

2015 年1月1日には，トルストイの『戦争と平

真右から2 番目）氏である。フセイン氏は，女

和』のラジオドラマを10 時間にわたって放送し

性キャスターであり，初めてのパキスタン系イギ

た。それ以前には，2012 年 6月にジェームズ・

リス人というエスニック・マイノリティでもある。

ジョイスの『ユリシーズ』をドラマ化，4 時間半

また，アジアに強いフセイン氏のほか，もう一

にわたって放送したこともある。

人アメリカとヨーロッパの特派員を務めたジャス
ティン・ウェブ（ Justin Webb：写真右端）氏と，

キャスターの選抜
ラジオのDJやキャスターを選ぶ際の基準や

経済に専門性を持つ女性キャスターとしてサラ・
モンタギュー（ Sarah Montague：写真の中央）

意識もラジオ１とラジオ４は対照的である。ラ

氏のチームで放 送に臨む。この 5人のキャス

ジオ１のDJは，リスナーを惹きつけられるかど

ターの顔ぶれ自体が公共放送 BBCラジオの目

うか，新しいリスナーを開拓できるかどうかを
重視して選ばれているが，ラジオ４の番組キャ
スターは，公共放送としてのBBC の在り方を
体現できる人を登用している。
象徴的な例が，ラジオ４の看板番組で，毎
朝 6 時から9 時まで放送している報道・時事番
組の『 Today』である。Todayは，1957年10月
に始まった番組で，大事なニュースを一つ一つ
深く掘り下げることで高い支持を集め，社会に
対する影響力も大きい。イラク戦争の正当性の
根拠とされたイラクに大量破壊兵器があるとい
うイギリス政府の主張には問題があるとBBC
の記者が指摘したのはこの番組であり，2012

Today のスタジオ Today のキャスター（ 2015 年10月現在）
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指す方向性を表すものとなっていると，コント

ることがある。音楽とトークが中心で，音楽は，

ローラーのウィリアムズ氏は考えている。

インド音楽などが流れる。

ウィリアムズ氏は，ラジオ４の主要な役割に

課題は，聴取者の数が伸び悩んでいること

ついて「現代のイギリスが抱えている社会問

だ。2010 年には，チャンネルの閉鎖が検討さ

題，国際問題で，国民が正しい政策を選択で

れた。予算に比べてリスナーの数が少なく「リ

きるよう，必要な情報と議論の場を提供するこ

スナー一人当たりで，最も高額なラジオチャン

とであり，そのために最高の内容，最高の人材

ネル」といわれた。翌年，BBC は Asian Net-

を世界中から集めたい」と話す。また，キャス

work の予算をほぼ半分に削減し，週 40万人余

ターには「議論を導く能力を持つ信頼できる人

りに減ったリスナーを，60万人まで増やすこと

で，今のイギリスの姿を体現している人を選ん

を目標に，チャンネルの継続を決めた。

だ」と，ラジオ４にとってキャスターの役割は極
めて大きいとの認識を示した。

3-4-3 すべての人に届ける放送
Asian Network
ラジオ１やラジオ４が，より多くのリスナーを

その理由として監督機関のBBCトラストに出
した報告で「Asian Networkは公共的サービス
の役割を果たしており，特にBBCが掲げる6
つの公共的目的のうち『市民性と市民社会を維
持する』
『全国，地域，コミュニティを代表する』
という公共的目的に合致している」と説明した。

ターゲットにした主流チャンネルだとすれば，す

リスナーを増やすために，聴取者ターゲット

べての人に放送を届けることを目指すBBCに

を移民一世ではなく，二世，三世の若い世代

は，少数をターゲットにしたラジオのチャンネル

に広げていき，アジア系住民を取り上げたド

もある。その代表的なものがAsian Networkで

キュメンタリーを放送したり，イギリスで生活す

あろう。イギリスに暮らすインドやパキスタン，ス

る中でアジア系の住民が抱える悩みの相談を

リランカなどアジア出身者のための番組を放送

受け付けたりする番組も制作している。

するチャンネルである。

BBC の発 表では，リスナー数は平均 60万

BBC では，1960 年代後半から，アジア系住

7,000人まで回復し，順調な印象もあるが，週

民を意識した番組を制作していたが，主にエス

によっては大きく減らすこともあり，安定して聴

ニック・マイノリティの多い地域での放送で，あ

かれるチャンネルにはなっていないようだ。

くまで一部の番組に限られていた。それが，

BBC では 2015 年秋からは，かつて人気ドラマ

2002 年にデジタル・サービスの本格的な開始

『イーストエンダーズ』に出演していた女優や，

に伴い，
「Asian Network」と名づけた，完全

ネットで話題のコメディアンなどをDJとして採用

にアジア系住民を聴取者に想定した全国放送

し，新たなリスナー開拓を狙っている。Asian

のラジオのデジタルチャンネルを新たに開始し

Network が一番のターゲットに考えているのが

た。

18 歳から34 歳までの若い世代で，この世代で

使用言語は主に英語だが，番組によってはヒ
ンディーやウルドゥー，ベンガル語なども使われ
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はアジア系がイギリスの人口の10％を占めてい
るという。

デジタル時代のラジオの未来

多チャンネル戦略のもとで番組予算とリス
ナーの数，そして公共放送の役割のバランスが
求められている。

BBCスコットランド
「すべての人にサービスを届ける」という公共
放送の役割を考える時，BBC は 2014 年一つの
大きな難題に直面した。スコットランドの独立
問題である。BBC は公共放送として国民を統

BBC スコットランド

合する機能を持ち合わせている（原 2011）と言
われるが，独立を希望するスコットランドの声は
どのように扱うのだろうか。
イギリスの正式国名は「グレートブリテン及び
北アイルランド連合王国 」で，イングランドと
ウェールズ，スコットランド，北アイルランドの 4
地域で構成されているが，2014 年 9月，このう
ちスコットランドが独立すべきかどうかを問う住

BBCスコットランド
ジェフ・シジンスキー
ラジオ局長

民投票が行われた。投票直前の世論調査で賛
成が過半数を超え，急きょキャメロン首相が現

事 実誤認があったことも多いという。例えば

地に入り独立を思いとどまるよう説得を試みる

2014 年 5月に朝のニュース情 報番 組『 グッド

など，最後まで票の行方が読めない混戦となっ

モーニング・スコットランド』の司会を務めるギャ

た。投票の結果は賛成 45％，反対 55％で独

リー・ロバートソン（ Gary Robertson ）氏との

立は否決されたが，2015 年の総選挙で独立を

契約を更新しないと発 表したケースでは，ロ

掲げるスコットランド民族党が大きく議席を伸

バートソン氏がスコットランド独立支持派として

ばすなど，火種は残っている。

知られており，それが理由で番組から降板させ

こうした中で，公共放送 BBC は，スコットラ

られたというニュースが流れた。BBC では予算

ンドの声にどう向き合ったのか。スコットランド

削減が理由だとしていたが，当初の決定を覆し

独立に関する報道では，BBC は反対派寄りで

ロバートソン氏の続投を決めた（ The Guardian

あるという批 判を受けた（ Robertson2014 な

2014, The Sunday Post 2014 ）。

ど）
。しかし，BBC は報道には公平に臨んだと

シジンスキー局長によると，住民投票を前に

して否定している。BBCスコットランドのジェフ・

出演者に中立の姿勢を求め，独立賛成や反対

シジンスキー（ Jeff Zyeinski ）ラジオ局長によ

の運動に関わりたいという場合は，住民投票

ると，BBCには，報道が偏向しているという

の期間中，放送から降りるよう伝えたという。

苦情が多く寄せられたそうだが，過剰な反応や

実際に，あるスポーツキャスターが，独立賛成
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の運動に加わりたいと話したため，住民投票

ると「政府の動きや世界の出来事をスコットラ

が終了するまで出演させなかったという。シジ

ンドの視点で伝えることが重要だ。ロンドンの

ンスキー局長は「スポーツはニュース報道と異な

見方ではなく，スコットランドから見た切り口で

り中立でなくてもいいのではと本人が言ってき

ニュースを伝えることを聴取者が求めている」と

たが，スポーツこそナショナリズムを高める道具

話す。スコットランドの自治政府は，ロンドンの

に使われる」と，スコットランドの独立をめぐっ

中央政府にも影響力を持ち，さらにEU 本部の

ては職員を厳しく指導したことを振り返る。

あるベルギーのブリュッセルに事務所を開設し
欧州と直接的な関係を築こうとしている。スコッ

BBC はスコットランドで，平日は独自のラジ
オ番組を放送している。ウェブサイトの番組表

トランドのニュースを充実させるということは，
ローカルニュースだけを意味するのではない。

を見てみると，朝 6 時から3 時間のニュース情

しかし，仮に住民投票で独立賛成が過半数

報番組『グッドモーニング・スコットランド』を

を超えスコットランドが独立へ向かうことになっ

放送し，その後午前中は女性パーソナリティが

ていれば，BBCスコットランドはどうなったの

リスナーからの電話を受け付ける情報番組，正

だろうか。シジンスキー局長にこの質問をぶつ

午から午後 1時半までは，人気パーソナリティ

けてみると，今だから笑って話せると前置きし

のジョン・ビーティー（ John Beattie）氏による

た上で「別の公共放送機関になるのか，BBC

ニュース情報番組を放送している。その後，音

のままなのか，新しい財源を考えるのか，オプ

楽や娯楽番組をはさんで，夕方4 時から6 時半

ションはいくつもあるが，それは新たに誕生す

までニュース番組を放送している。夜は音楽を

ることになるスコットランド政府が決めることに

中心に独自の娯楽番組を午前 1時まで放送し

なる」と答えた。

ている。NHKの地域放送とは異なり，1日の
大半の番組をBBCスコットランドのスタジオか
ら放送している。
住 民 投 票 の 後，BBCスコットランドでは，

3-4-4 ボーデン ラジオ局長インタビュー
BBC のラジオ戦略について，ヘレン・ボーデ
ン（ Helen Boaden ）局長に話を聞いた。ラジ

週末にも独自の放送枠を広げたほか，政治や

オ局長に就く前，ボーデン氏は報道局長として

時事問題により重点を置いていく方針を示し

BBC ニュースをけん引したことで知られている

た。昼の時間に放送される時事番組（ジョン・

が，それ以前はラジオでの勤務経験が豊富で，

ビーティー氏の番組 ）を聴いてみると，その日

ラジオ４のコントローラーを務めたこともある。

のニュースや話題を取り上げるのだが，スコット

ボーデン局長にまず，多メディアの中でオールド

ランドの話題だけではなく，イギリス政府の動

メディアといわれるラジオはどのような時代にあ

きや海外ニュースも扱っている。NHKのローカ

るのか，また BBC はなぜ過去最高のリスナー

ル放送ではその地域に関するニュースや話題を

を獲得できたのかについて尋ねた。

取り上げるが，BBCスコットランドではそうでは
ないようだ。この点をシジンスキー局長に尋ね

226 │ NHK 放送文化研究所年報 2016

ボーデン局長：デジタルの世界がラジオに急激

デジタル時代のラジオの未来

な変化をもたらしていますが，これはチャンス
でもあると思っています。ラジオは，古いサー
ビス，シニアサービスと呼ばれていますが，復
元力が強く，何百万，何千万人が今もラジオを
聴いています｡
BBCラジオが過去最高のリスナーを獲得で
きたのは，2 つの戦略がうまくいったからと思っ
ています。1つは内容です。日々の放送内容が
非常に抜きん出て，高品質であること。そして，
時々サプライズを入れることです。人々が予想

ヘレン・ボーデン ラジオ局長
リース初代会長の部屋の隣が現局長室。歴史を刻んできた時計
が残る

しないような企画・イベントを放送したりもしま
した。そして，もう1つは，新しいテクノロジー

ん。見ることで刺激を受けるのです。有名なス

です。リスナーのいるところにBBCが出向いて

ターのインタビューや，いたずら映像なども見せ

いくためにデジタルツールを活用しています。

ています。何百万回も再生される映像もあれ
ば，うまくいかないのもあります。なかなか予

田中：NHKと違うBBCラジオの大きな特 徴

想はできません。ちょっとしたことが，若い人

は，多くのチャンネルを持っていることです。

の関心を集めたりします。とにかくいろいろ試

多チャンネル戦略の意義と多メディア活用の課

すしかないのです。若い人に対する視聴者調

題についてどう考えているのでしょうか。

査には力を入れています。人気のあるブロガー
を観察し，どのようなものが受け入れられてい

ボーデン局長：BBCが多チャンネルを持つよう

るのか，チェックもしています｡ 人気ブロガーを

になったのは，異なるオーディエンスがそれぞれ

ラジオ１でパーソナリティとして採用することも

に重要だと思うものを届けるためです。オーディ

あります。

エンスの需要があったからこそ，それぞれのチャ

ラジオ４は伝統的であり，保守的なチャンネ

ンネルが成長してきたのです｡ BBCが伝えたい

ルに見られがちです｡ 番組編成や放送時間など

ものを放送するのではなく，オーディエンスが求

を変える時は，非常に気を使います。中核的な

めるものは何なのかをいつも考えています。

リスナーから反感を買うおそれがあるからです。

例えば，若い人は，音楽をただ聴くものとは

しかし，その内容は現代的でもあるのです。個

考えていません。音楽をめぐる映像イメージも

別の番組の中身を聴いてみてください。どんな

期待しているのです。ラジオ１のリスナーは，

企画でも新しいアイデアでも幅広く取り上げて

聴くだけでなく，見て，シェアしたいと思ってい

います。番組を聴いてみて，その柔軟さに驚い

ます。
Listen/Watch/Share は特に若い人をター

たという人も多くいます。

ゲットにしています｡ デジタルで育った世代に

新しいデジタル技術という点では，ラジオ４

は，ただ「聴く」という環境になじんでいませ

は，インターネット経由でダウンロードして聴け
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る“ポッドキャスト”の利用者が急増しています。

きだといったような人 間同 士の 信 頼 関 係が

普段聴けない番組もポッドキャストで電車の中

BBCラジオの基本にあり，そのためにもパーソ

で聴いたり，週末に聴いたりできるので，それ

ナリティの役割が重要なのです。

はデジタルの良さだと思います。
田中：日本はラジオのデジタル化の道を選びま
田中：ラジオ司会者の選択に BBC の各チャン

せんでした。イギリスでは完全デジタル化を目

ネルのこだわりを感じます。局長として，パー

指して準備を進めていますが，BBCとしてはど

ソナリティの役割をどのように考えていますか。

のように受け止めていますか。

ボーデン局長：リスナーが求めていることを知

ボーデン局長：デジタル化のために予想以上に

るために絶えず実験的なことをしなければなり

費用がかかり，大変な準備作業になっています。

ません。私たちは，リスナーがありきたり以上

デジタルラジオのカバー範囲を広げるなど BBC

のものを求めているのを知っています｡ こちら

としてできる作業は進めています。完全デジタ

が冒険的な番組を出せば，リスナーもきちんと

ル化の日程は BBC ではなく政府が決めるもの

反応してくるという信頼関係があります｡ リス

ですが，アナログ放送を終了してラジオが聴け

ナーとパーソナリティが1 対1の関係になれるか

なくなる人が出る事態は避けなければなりませ

どうか。何百万の人が同じジョークで笑ってい

ん。デジタルラジオ受信機の普及は進んでいま

る場合でも，そのジョークが自分とパーソナリ

すが，問題は車載ラジオです。新車はともかく

ティの二人の間で交わされたような，そのよう

中古車のラジオをわざわざデジタルに変えよう

な感覚を作れることは重要です。ラジオのよう

という人はあまりいません。昼間の中心的なラ

な“親密なメディア”では，放送局とリスナーの

ジオリスナーであるドライバーが使う車載ラジオ

「信頼関係」が極めて重要です。
「信用できる

のデジタル化が遅れている中で，完全デジタル

ニュース」のような内容面での信頼だけでなく，

化のめどを立てるのは難しい状況です。

あの人のことを信頼できる，あの人のことを好
田中：リスナーの数は増えた一方で，ラジオを

聴く時間は減少しています。これは仕方のない
ことでしょうか。
ボーデン局長：聴取時間の減少は，ラジオだ
けでなく，テレビや新聞などあらゆる主流メディ
アに言えるのではないでしょうか。デジタルによ
り選択肢が増えたことで，1つのメディアにかけ
BBC90 周年記念ポスターの前のボーデン局長とラジオ４
のグウィネス・ウィリアムズ氏
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られる時間は減らざるを得ません。
リスナーが BBCラジオを聴いてくれる時間は

デジタル時代のラジオの未来

貴重なものです。だからこそ品質が重要なので

なった（電通総研 2013 ）。こうしたマイナス要因

す。今，私たちが考えなければいけないのは，

が，ラジオの将来をいっそう曇らせているのか

リスナーとの関係をいかに深められるかです｡

もしれない。

もう一つは，BBCの枠組みにリスナーをとど

一方で，クリエイティブに乗り越えようという

めることです｡ BBCラジオを聴いてもらえなくて

取り組みが行われているのは BBC の例で見た

も，BBCのホームページで見てもらっても，

通りである。本稿では，BBC の週間接触者率

iPlayerで後から見てもらってもいいのです｡ 当

は 67%であり，NHKの20％に比べると高いと

然，BBCラジオ局長としてはラジオを聴いても

紹介した。BBC の 67％は，チャンネルすべて

らいたいと思っていますが，ラジオを聴く時間が

を合わせた数字である。個別に見ると，看板

減るなら，YouTubeでも，フェイスブックでもい

チャンネルのラジオ４は 20.8％と，NHKと大き

いのでBBCブランドのコンテンツに触れていて

な違いはない。軍人向け放送から発展したラジ

ほしいと思っています。私たちの望みは，一つ

オ２は 28.9％で一番よく聴かれている。BBC

のプラットフォームにかける時間が減ったとして

が過去最高のリスナーを獲得した背景には，多

も，何らかの形でBBCに接してもらうことです。

チャンネル戦略が功を奏していることがわかる。
個別のチャンネルごとに視聴者のターゲットを

4 考察とまとめ

絞っていることで，番組の内容，
DJやキャスター

4 –1

る。ラジオ１とラジオ４とでは，同じBBC の番

BBC の戦略に見る
ラジオの将来像

の選択，ソーシャルメディアの活用など，リス
ナーを増やすための戦術を立てやすくなってい
組だとは思えないほど，放送内容が大きく違っ
ている。アジア系住民をターゲットにした Asian

ラジオのリスナーの減少傾向が世界的な潮流

Networkでは，インド系の音楽が流れたり，少

なのかという冒頭の疑問に戻れば，ラジオの

数民族の人たちの声を聞くコーナーなどが設け

週間接触者率を見る限りヨーロッパやアジアの

られたりしていて，全く趣の違った番組になっ

多くの国では，日本ほど下がっていないことが

ている。こうした多様な番組を用意することで，

わかった。ただしEBUやABU で共通して見ら

幅広いリスナーの獲得に成功していると言える。

れるのが，ラジオの聴取時間の減少である。多

ただし，BBC でもラジオ聴取時間の減少傾

メディア時代に人々の時間の過ごし方が変わ

向は続いている。この点については，無理に

り，ラジオに割ける時間が少なくなるのはある

聴取時間を長くする対策を考えるより，ネット

程度避けられないともいえる。また商業放送に

経由で BBCラジオを「見て（ Watch ）
」もらっ

ついていえば，マーケットの縮小も打撃になっ

たり， ソーシャルメディアで 番 組を「 シェア

ている。広告収入が減っているが，このことは

（ Share）」してもらったりすることで補おうとし

日本にも当てはまる。2000 年に2,505 億円だっ

ている。リスナーをBBCに無理に引っ張ってく

たラジオ営業収入は 2011年には1,463 億円に

るのではなく，BBC の方からリスナーの方に歩
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み寄っていくという方針である。特に若い人に

週ラジオを聴く人は 90％に上るが日本は 37％

対しては，どんな形であってもまず，BBCに接

である。日本ではラジオを販売する店自体が

してもらうことが重要だという考えがある。

減っているが，イギリスでは，デパートに行くと

BBCにとって，15 歳から29 歳をターゲットに

ラジオ受信機の販売コーナーがあったり，新聞

したラジオ１を卒業する世代には，ラジオ２を

の電化製品のチラシにパソコンやテレビ，ス

聴いてもらい，さらに成熟した世代，社会の中

マートフォンに並んで，ラジオの広告があったり

核を占める世代にはラジオ４を聴いてもらうとい

する。BBCがけん引してイギリスのラジオ文化

う展開を実現するためには，若い時からラジオ

を育んでいるという自負をBBCが持つのも理

聴取の習慣をつけることが極めて重要になって

解できる。

くる。前述した通りEBU ではラジオの信頼度
を重視しているが，これについて BBCラジオ

ラジオ聴取環境をどう改善するのか

のヘレン・ボーデン局長は「信用は，番組コン

ヨーロッパが進めるラジオのデジタル化につ

テンツとサービスによって聴取者と日常的なつ

いては日本でも検討されたが，結局日本はデジ

ながりを築くことで作られる」と話す。若い人

タル化の道を進んでいない。その理由として，

たちに何らかの形でラジオに接してもらうこと

設備投資に数百億円以上かかるという試算が

が，将来にわたって信頼を維持するためには不

出たことや，インターネットの出現や広告媒体と

可欠だ。

してラジオが新規投資に見合うだけの新しいビ

ただ，このようなBBC の多チャンネルによる
展開は，商業放送に対する「民業圧迫」にな

ジネスモデルを提示できなかったことなどが挙
げられている（入江 2014：13 ）。

るのではないかという批判もある。例えばラジ

デジタル化に対する政策は日本と欧米とでは

オ１のような若者向け番組は商業放送に任せる

異なるが，ラジオが聴きやすいよう環境整備を

べきだとする声もある。また BBCがラジオ５

する努力が求められていることには違いはな

Live のスポーツ中継を拡張しようとしたところ

い。ラジオをネットで聴く人も多い。スマートフォ

2015 年10月，監督機関のBBCトラストが市場

ンのアプリを使えば，世界中のラジオが聴ける。

にマイナスの影響を及ぼすおそれがあるとして

BBC では 2015 年7月からモバイル端末にラジ

不認可の決定を下した。このように公共放送と

オの番組をダウンロードして30日間，好きな時

商業放送の間で微妙なバランス感覚が求めら

に聴けるサービスを始めた。電波が届かない地

れているが，BBC は，2013/14 度の年次報告

下でもラジオ番組を楽しむことができる。導入

の中で，
「 BBCラジオは，イギリスのラジオ視

から1か月でダウンロード数が100万件を超え

聴の習慣を守ることに役立っている」と記し，

た。

BBCラジオがよく聴かれれば，それは BBC の

BBCが EBUと連 携して推 進 する「 ハイブ

みならず商業放送にとってもプラスに働くと主

リッドラジオ」構想も，ラジオ受信機を持たな

張する。確かに，ラジオは，イギリスでは日本

い人にラジオに触れてもらうきっかけになりう

に比べより多く聴かれている。イギリスでは毎

る。ハイブリッドラジオは，スマートフォンにラ
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ジオチューナーを組み込むものだ。スマートフォ

を使う。一部地域ですでに補完放送を始めて

ンのアプリでラジオを聴く場合，データ通信の

おり，ニッポン放送と文化放送，TBSラジオ＆

費用がかかる上，バッテリーの消費量も多く，

コミュニケーションズの在 京 AM 局も「ワイド

音が途切れることもある。スマートフォンがラジ

FM」という名称で FM 補完放送を開始した。

オ受信機になると，携帯電話やネットがつなが

課題は受信端末の普及で，以前からFM 放送

らない環境，例えば災害時などにも役立つの

に使われてきた76メガヘルツ～90メガヘルツの

ではというメリットも考えられている。ラジオ受

周波数帯にしか対応していない機器も多い。最

信機を持っていない人が増えているが，もしハ

近，家電量販店に行くと「ワイドFM 対応ラジ

イブリッドキャストが実現すれば，ラジオチュー

オ」などを謳って90.1メガヘルツ以上にも対応

ナーを組み込んだスマートフォン所持者はすべ

した新しいラジオ受信機が並んでいる。FM 補

てラジオを持っているということになる。欧米

完放送は AMと同じ放送内容とはいえ，今後，

では，アップルの iPhoneや韓国製のスマート

音楽コンテンツの拡充など FM 放送を意識した

フォンにはすでにFM 放送が聴けるチップが入

番組編成に動くと見られている。コンテンツの

れられ，技術的には問題ないという。しかし，

充実が聴取者の増加につながるという好循環

データ通信料を維持したい通信事業者との交

を生み出し，ラジオ全体の活性化につながるこ

渉が大きな壁になっているようで，ヨーロッパ

とを期待したい。

での交渉は難航しているという。
日本で始まっているFM 補完放送もラジオを
聴いてもらえる環境を広げるチャンスである。
災害列島と呼ばれる日本で「安心ラジオ」とい

4 –2 オールドラジオから
ニューラジオへ

う見解は持たれているが，そのインフラは脆弱

テレビだけがライバルだった時代とは異なり，

である。海岸部を含む地方ではアンテナの老

多様なライバルが存在する多メディア時代は，

朽化が進んでおり，さらに送信所が海岸や川

確かにラジオにとってはさらに厳しい環境かも

の河口に設置されている場合が多く，津波発

しれない。しかし，ラジオの活性化のためのノ

生時の影響が懸念される。AM 放送は，聴取

ウハウは蓄積されているはずだ。

可能エリアは FMに比べて広いとされるが，一

1961年 の『 NHK 放 送 文化 研 究 所 年 報 6 』

方で電化製品から出る電気雑音の影響を受け

に書かれた論文「テレビ時代におけるラジオ編

やすく，また建物の中に電波が通りにくいなど

成－アメリカにおけるラジオの「役割 」理論と

屋内での受信障害が起きやすい。これに対し

歴史－」の中で，後藤（ 1961）はラジオが見つ

て FMは，受信範囲は AMより狭いが，電気

けた生き残り策を次のように分析している。
「昔

雑音にも比較的強く高音質である。FM 補完

のラジオがただ単に消費者からなる『マス』と

放送は，難聴，災害対策としてAM 放送局が

して聴取者を捉えていたのとちがい，自分が

FM 波による同時放送を行うもので，テレビの

サービスする聴取者の，より綿密な実態調査に

地上デジタル放送移行によって空いた周波数帯

もとづいて，聴取者を再認識するところから出
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発した」
。そして，ラジオ番組に求められる内

いてもらえるかが日本での課題である。BBC の

容はニュースと音楽が大きな柱になることや，テ

週間接触者率の高さの背景には，
BBCが多チャ

レビに対抗するため，テレビにはなかなか力が

ンネル，多メディアを活用しながら，多様なコン

及ばない地域社会の特性に応じたローカル番

テンツを提供し，リスナーを開拓し，ラジオの

組の重要性が増してくると指摘した。欧米のラ

視聴習慣・ラジオ文化を育むという長期的な戦

ジオの戦略は，このような，テレビが登場して

略があり，そのために試行錯誤を繰り返してい

以来ラジオが追求してきた取り組みを発展させ

ることがわかった。日本では多くの放送局がラ

てきた。

ジオの長期戦略を描けていない。ラジオがオー

しかし，現代のラジオの大きな違いは，多メ

ルドメディアから脱却し，新しい魅力を備えた

ディア・多チャンネル時代にあるということであ

メディアへと生まれ変わるための試行錯誤の余

る。ラジオの多チャンネル化の中で，現在のラ

地は多く残されているだろうし，新しい展望が

ジオリスナーは数多くのラジオ番組の中から自

生まれてくるためには，試行錯誤を許す制作現

分の好みに合わせ自由に選べる環境にある。

場であることが求められるだろう。

地理的制約なく，例えば日本にいても海外の



放送局の放送を気軽に楽しめる環境にある。
作り手側からすれば，逆にターゲットとするリ
スナーのイメージをしっかり持つことが重要だろ
う。広く浅いリスナーだけでなく，狭い聴取者
層に深く入り込めるのか，そのためにどのよう
な特色ある番組を出せるのかが問われる。ま
た，単なるBGMとして聴かれるのではなく，
具体的な反響を呼びソーシャルメディアを使って
シェアしてもらえるような番組作りも求められる
だろう。多メディア時代にリスナーとつながるた
めには，ラジオという枠を越えて新しく登場す
るメディアの活用も考えなければならない。ラ
ジオが元気になるためには，オールドメディア
の復活ではなく，ネットや新しいメディアと多面
的に融合する「ニューラジオ」へと生まれ変わ
る必要がある。
日本で災害直後に調査を行うとラジオに対す
る信頼度は非常に高い。それにもかかわらず日
ごろからラジオを聴くリスナー数は減少が続い
ている。災害時のみならず，日常的にいかに聴
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