
Ofcom（Office of Communications:
放送通信庁）

放送と通信分野の独立規制機関。それまで
あった放送と電気通信分野の5つの規制機関を 
統合して，2002年に設置された。放送通信業
界の経済活動を活性化し，市民と消費者の利
益を促進することを目的とする。2003年7月の
放送通信法成立を受け，同年12月から本格的
に活動を開始した。これまで，商業放送に関
しての許認可や苦情処理機能を果たす一方で，
BBCに対する規制については限定的であった
が，2017年発効の現行特許状により，BBCの
規制監督も全面的に担うこととなった。

ケビン・バッカースト氏
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1989年，リサーチャーとして BBC に入局。報道畑
を中心に歩み，夜10時のニュース番組の編集長，ニュー
ス専門チャンネルのコントローラー（総責任者）などを
歴任した。また，2012年に一部運用が始まった BBC
の新放送センター建設にあたって，テレビ，ラジオ，ウェ
ブサイトを統合した「BBC マルチメディア・ニュース
ルーム」の設置を監督した。その後，2012年に BBC
を離れ，アイルランドの公共放送 RTÉ に移り，報道
の統括，副会長（会長代行）を務めた。

イギリスの公共放送BBCの存立の基本法規にあたる特許状が2017年に更新され，BBCの統治システムが大
きく変更された。BBC内部に設置されていた監督機関BBCトラストが廃止され，BBCを監督する機能が初め
て外部の独立規制機関Ofcom（Office of Communications : 放送通信庁）に移された。従来の商業放送に加えて，
新たに公共放送BBCも監督することになったOfcomでは，放送制度・コンテンツを監督する責任者として，
BBCのニュース専門チャンネルBBC Newsの元チャンネル責任者でアイルランドの公共放送RTÉの副会長ケ
ビン・バッカースト氏をヘッドハントした。バッカースト氏は，BBCの夜のメインニュース“News at 10”の
編集長や，BBC Newsのコントローラー（総責任者）を歴任するなど，BBC職員として長いキャリアを持つ。
バッカースト氏のもとで，Ofcomは，BBCをどう規制・監督しようとしているのか。BBCトラスト時代から
何を変えようとしているのか。2018年2月，ロンドンでバッカースト氏に話を聞いた。

Ofcom（放送通信庁）による
BBC の規制監督
～放送担当責任者 ケビン・バッカースト氏に聞く～

メディア研究部　田中孝宜　

   BBCを規制するための
Ofcomの準備　

―どういう経緯で Ofcom の放送分野の責任者

に就任されたのでしょうか。

バッカースト氏：ヘッドハンターから電話があった
のです。OfcomがBBCの規制監督を行うこと
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になるので，その担当責任者を探しているとい
うのです。私の最初の反応は「NO！」でした。私
は放送現場の人間で，ジャーナリストです。規制
する側の人間ではありませんから。すると彼らは，
Ofcom は確かに規制する側だが，放送現場を
理解している人が必要だと言うのです。それで会
うことにしたのですが，それは，Ofcomに BBC
の規制機能が移る1 年半前のことでした。
　話を聞いてみると，これからBBC を規制する
ための枠組みや，担当部署を作り始める段階だ
と言うのです。それには，BBC を理解した人間
が関わるべきだと思いました。私は公共放送を
信じ，その大切さを理解しています。そこで，こ
の仕事に興味を持ったのです。

―Ofcom にもともとあった商業放送を規制す

るチームは，さほど大きくなかったと聞いてい

ますが，BBCも規制監督下に置くためにどの

ような準備をしたのでしょうか。

バッカースト氏：Ofcomの放送分野の規制チー
ムは，もとは 30 ～ 40人程度でしたが，今は
100 人近くいます。60 ～ 70人増員したことにな
ります。放送の専門家だけでなく，エコノミスト
や弁護士，市場競争の専門家などを集めました。

―BBCトラストからも採用したのでしょうか。

バッカースト氏：はい。3 ～ 4 人は採用したと思
います。応募はもっとたくさんありました。でも，
トラストをそのままOfcomに持ってくるような印
象を与えたくはなかったのです。トラストが持っ
ていた専門性や知識，優秀な人材を Ofcomは
必要としていましたが，トラストから10 人は採用
したくありませんでした。人 に々「Ofcomはトラス

トのやり方を続けているだけだ」と言われたくな
かったのです。トラストのやり方を変えたかった
わけですから。

  BBCトラストから何が変わるのか

―BBCトラストが廃止されて，Ofcom へ規制

監督機能が移ったわけですが，そもそもトラス

トの何が問題だったと考えていますか。

バッカースト氏：トラストはBBCの内部機関で 
す。純粋な規制機関にはなれなかったということ
が，問題の根源にあります。BBCを応援する「チ
アリーダー」だったと言っていいかもしれません。
　何かトラブルが起きた場合，トラストは規制機
関として BBC を調査し，適切に対応させるよう
にしますが，一方で，外部に向けては BBC を代
表して説明する声でもあったわけです。例えば，
BBC に対して苦情申し立てがあったとします。ト
ラストが BBC を調査し，BBC に問題はないとい
う結論を出し，そのように発表したとしても，人々
は，「BBC の別の部署が BBC は正しいと言って
いる」と言うでしょう。
　つまり，トラストには，BBC を規制しながら，
BBC のガバナンスにも責任を持つという二重の
役割があったのです。外から見ると，トラストは
BBC の一部であり，決して独立した存在ではな
かったのです。これでは機能しません。
　もう一つの問題は，トラストの仕事の進め方
です。“お役所仕事”で時間がかかったのです。
BBC が新しい事業を始める場合，承認するのは
トラストでした。トラストは最終的には正しい判
断を下していたと思いますが，時間がかかりすぎ
たのです。そのことが，トラストに自覚がなくても，
BBC にとっては障壁となっていたのです。



　例えば，BBC がモバイル向けニュースアプリ
を開発したとき，トラストは承認に 1 年以上かか
りました。他の競争相手の放送局はすべて開発
し終わっていたのに，トラストがゴーサインを出
すのが遅れてしまったのです。デジタル開発の世
界で 1 年の遅れは大きいのです。

―Ofcomは，BBCトラストのやり方をどう変

えたいと思っているのでしょうか。

バッカースト氏：私は，自分のチームには，BBC
のことを検討する際にも，放送業界全体を視野
に入れてほしいと思っています。Ofcomは，BBC
だけでなく，すべての放送局に責任があるから
です。
　Ofcomは，主に，「競争」「業績」「エディトリ 
アル」の三つの分野で BBCに対する規制監督
を行うという「運営枠組み」を設定しました。

まず「競争」です。BBCが新規に何かを始
めようというときには，BBCの視点だけでな
く，商業放送や他のすべてのステークホルダー
の見解も考慮します。BBCはフェアに競争し
ているのか，公的資金を使って，不当に有利
な競争をしていないか，競争相手を不必要に
傷つけることにはならないかなど，放送市場
を幅広い視点で見渡したうえで，BBCが正し
いかどうかを判断するのです。二つ目は「業
績」。BBCの番組やコンテンツ，サービスに
対する評価です。特許状および政府との協定
書の中にBBCの果たすべき公共的使命が記
されていますが，私たちは，BBCが何をすべ
きかを「運営免許」に具体的に書き記しました 

（後ほど詳述）。三つ目はニュースや番組の「基 
準（エディトリアル）」の問題です。Ofcomはこ
れまでも商業放送に対しては規制監督機関とし

ての任務を持っていました。今回，商業放送と
同じようにBBCもOfcomが規制監督しますが，
OfcomはBBCを特別扱いすることなく，同じよ
うに扱います。

BBCと商業放送の唯一の違いは苦情対応で
す。BBCを最初の窓口とする「BBCファースト

（最初）」を原則にしています。商業放送の番組
に対して苦情がある場合はOfcomに直接申し立
てることができますが，BBCへの苦情の場合は，
Ofcomより前に，まずBBCに申し立てることに
なっています。昨日もBBCラジオに対する苦情
がOfcomに寄せられたのですが，まずBBCに
行くように伝えました。BBCの回答に納得いか
なければ，Ofcomが窓口になります。

―OfcomにはBBCを規制する専属チームはな

いのでしょうか。

バッカースト氏：はい，ありません。プロジェクト
ごとにチームを組むのですが，BBC専属チーム
はありません。BBCばかりを担当すると，すべ
て BBC中心に物事を見てしまう“BBCトラスト
病”に陥るかもしれません。ですから，Ofcomの
苦情担当チームは，今日は BBC，明日は Sky，
明後日は ITVや Channel 4という具合に担当し
ます。そうすることで，BBCだけでなく，放送局
全般について知識を得るようになるのです。

―Ofcom は，放送通信分野の経済的活性化

という目的を持って誕生した経緯から，BBC

の公共的使命より，市場競争に重点が置かれ

るのではないかと指摘する声があります。　

バッカースト氏：BBCは財源に関して市場原理
から自由でいられます。ITVや Channel 4 のよ
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うな財源確保のための商業的なプレッシャーは
ありません。だからこそ BBCは，常に市場へ
の影響と公共的価値のバランスをとらなければ
ならないのです。そのことは正当な主張だと思
いますし，Ofcomもそう認識しています。

BBC側と話をする際に，公共的価値につい
て議論が白熱することがあります。市場への
影響についてはエコノミストが定義し，数字で
表すことができるかもしれません。しかし，公
共的価値については計算式がなく，「これは公
共的価値の基準では『レベル7』です」とは言
えないのです。公共的価値が高い，低いとは
言えても数字では示せない。ですから議論す
るしかないのです。

スピード感を持って決定したいと思います。

テムズ川沿いにあるOfcomの入ったビル

「運営免許」
Ofcomは，2017年10月13日，BBCが公共目 

的を達成するために守るべき基準となる「運営免 
許」を発表した。BBCトラストがチャンネルごとに 
免許を発行していたのに対して，Ofcomの運営 
免許は「BBCの公共的目的」ごとに，Ofcomが 
量的な達成基準を設定するという，まったく異な 
る形態をとっている。例えば，テレビの主要チャン 
ネルでは，全放送時間の75%以上，特にBBC 
One，BBC Twoの午後6時から10時半までは
90%以上をイギリス制作のオリジナルコンテンツ
とすることや，スコットランドやウェールズなど各
地域の人口比率に合わせた番組制作をすること
など，約100項目にわたって数値目標が掲げられ
ている。BBCが運営免許に違反したとOfcom
が判断する場合，Ofcomは最大 25万ポンド（約
3,650万円）の罰金をBBCに科すことができる。

Ofcomでは，今，BBCがスコットランド向け
に新しいチャンネルを開設する申請を審議中で
す。公共的価値と市場への影響のバランスをは
かりにかけています。BBC自身も公共的価値に
ついて検討しています。我々Ofcomも調べてい
ます。BBCもある程度，市場に影響があること
を認めています。Ofcomは，新チャンネルがど
んなインパクトを与えるのか，放送局や新聞社
などに話を聞いています。新チャンネルの開設
を認めるのかどうか，認める場合もBBCの提
案どおりにするのか，修正が必要なのかを検討
しています。いずれにしても，トラストと違って

（注） Ofcomは2018年4月，BBCスコットランドのチャ
ンネル開設を承認した。BBCの申請から半年足
らずであった。2019年早々にも放送が始まる予
定である。

―BBC の「運営免許」の中で Ofcomは，BBC 

が守るべき基準として約 100 項目を示してい

ます。どのようにしてこれらの基準を作ったの

でしょうか。

バッカースト氏：運営免許の作成にあたって，
最初に，特許状に示された BBC の公共的目的
を達成するために BBC が何をすべきかを，具
体的に挙げていきました。
　それに，トラストが BBC の業績をどう評価し
ていたかを照らし合わせてみました。BBC は，
トラストが設定した目標をたいてい10％上回っ
て達成していました。そこで我々は，トラスト
の設定より10％高い基準を課しました。一部，
BBC がトラストの基準をかろうじて超えている
場合は，そのままにしたケースもありますが。
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BBC の 5 つの公共的目的
 ● 第 1 の目的 ： 不偏不党のニュース・情報を提

供し，国民が周りの世界を理解し，関わる
手助けをする

 ● 第 2 の目的 ： すべての年齢の国民の学習を
助ける

 ● 第 3 の目的 ： 最も創造的，高品質で，卓越し
たアウトプット・サービスを見せる

 ● 第 4 の目的 ： すべての国民，地域コミュニ
ティーを反映し，クリエイティブ・エコノミー
を支援する

 ● 第 5 の目的 ： 世界にイギリスの文化，価値を
反映する

―そうしますと，Ofcomが示した基準は，BBC

にとってすべて達成できるものなのでしょうか。

バッカースト氏：そうあるべきですが，BBCを
怒らせた項目も一つあります。地域局の番組制
作比率です。人口に合わせて基準を設定した
のですが，制作費だけでなく，地域制作番組
の放送時間量も人口比率に当てはめるよう求め
たのです。
　例えば，スコットランドの人口比率は 8％で，
制作費，放送時間とも 8％以上が基準になりま
す。BBCは，スコットランドは問題なくクリア
できると言いました。しかし，北アイルランドや
ウェールズは難しいといって，猛烈に反発してき
たのです。北アイルランドは人口比率が 2％で，
制作費の 2％は達成できても，放送時間は達成
できないというのです。実は，これまで 2％の
制作費を使って 1 本の高額なドラマを作って終
わりだったのです。それが放送時間の 2％を達
成するためには，いくつかの番組を制作し編成
に組み込まなければなりません。BBCは激しく
押し戻そうとしましたが，Ofcomはその基準を
変えませんでした。その代わりに 3 ～ 5 年の猶

予を与えました。委託制作には準備期間も必要
なのは私もわかっていますから，明日から急に
変えろとは言いません。
　もう一点，BBCが気に入らなかったことがあ
りました。苦情対応についてです。
　BBCはこれまで毎月，苦情の数をまとめて発
表していました。「今月1 か月の苦情の総数は
3,000件です」というように。しかし，個別の番
組に対する苦情については決して発表してこな
かったのです。そこで我々は「もっと透明性を
高めるべきだ」と BBCに伝えました。
　例えば，あるジャーナリストからOfcomに「昨
日のITVの“Love Island”（人気リアリティー番 
組）に何件の苦情があったのですか」と問い合
わせが来たら，我々は 125件ですと即答します。 
BBCが個別番組の苦情数を明らかにしないの
はフェアではありません。公的資金で運営され
ているBBCが，商業放送より透明性がないとい
うのはあり得ないのです。特に苦情対応に関し
て BBCファーストを認めているわけですから。 
Ofcomのこの要求に対して BBCは激怒し，裁
判を起こすとまで言いました。でも結局は，裁
判は起こさず，BBCは公表するようになりまし
た。このように BBCとOfcomとの間に緊張は
ありますが，適切な緊張関係だと思っています。

   正確さと公平性を
Ofcomが判断することについて　

―BBC の報道内容の「正確さ（Accuracy）」と

「公平性（Impartiality）」も Ofcom が判断する

ことになりました。公共放送のエディトリアル

の根幹に関わる部分を初めて外部機関が判断

するわけですが，BBC の報道に長く携わった

経験から，どう受け止めていますか。
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バッカースト氏：もし私が今もBBC にいたとして
も，あまり気にならないと思います。BBC は，「正
確さ」と「公平性」に関して，Ofcomが BBCに
求めている基準より，さらに厳しい独自の基準
を設けています。Ofcom以上の基準を BBCは
自ら課していますから，Ofcomが何を言おうが，
多くの点であまり変わらないと思います。BBCは
受信許可料で運営されていますので，商業放送
より厳しい基準が課せられるのは当然です。
　Ofcomが BBCのエディトリアルを判断するこ
とは，「BBC にとってメリットがある」と，私は
BBC 側に伝えています。
　例えば，BBC の EU 国民投票報道での残留
派・離脱派双方から大量に寄せられた苦情を考
えてみてください。BBCトラストが問題はないと 
言ってもなかなか納得されませんでした。もし当
時 Ofcomが判断して「BBCの報道は問題がな
かった」という結論を出したなら，BBCは「BBC
が勝手に言っているのではなく，独立規制機関
の Ofcomも調査を行い，BBCの報道はフェアで
バランスのとれたものだったと言っている」と発表
することができたわけです。
　もう一つは，BBCと政府との距離も以前よ
り広がったと思っています。例えば，政治家
が BBCの報道内容に不満を持ち，そのことを
BBC に伝えても，BBC は「Ofcomに行ってくだ
さい。Ofcomが BBCの規制機関なのですから」
と言えるでしょう。BBCにとっては政治家から
の圧力から守られるフェンスが増えたようなもの
です。

―Ofcom 自体は政治的圧力を受けることはな

いのですか。

バッカースト氏：Ofcomは議会によって設置され

ていますので，政治家が我 に々意見を言ってくる
こともあります。長期的な政策に関してなど，し
かるべき意見であれば注意を払うこともあります
が，Ofcomを通して BBCに対して何かを要求し
てくるような圧力には慎重に対応します。
　例えば「卓越性（distinctiveness）」という概
念です（注：2016 年に発行された『放送白書』にも

BBCの卓越性がうたわれている）。BBCの番組
には，商業放送とは一線を画した卓越性が求め
られます。これを根拠に，政治家からときどき 

「BBCの番組は卓越性が足りない」という苦情が
寄せられることがあります。苦情で卓越性に言及
する場合，多くは商業放送のロビー活動によるも
のなのです。BBCは視聴率を追い求めず，公共
放送として特徴ある番組を作るべき，という商業
放送側の主張です。
　BBCは視聴率と卓越性の両方があってもいい
と思うのです。ですから，我々は政治家の意見
に左右されることなく独自に視聴者調査を行い，
放送内容の分析を行い，Ofcomとして BBCの
卓越性の判断を下します。

  今後10年間にBBCが直面する課題

―OfcomがBBCを監督するのは，当面，現行

の特許状にある 2027年までですが，この間

に BBCが直面する課題としてどのようなことを

想定していますか。

バッカースト氏：受信許可料制度そのものは
2027年までは継続されますが，潜在的な問題と
して，75 歳以上の受信許可料を BBCが負担す
るようになったことがあります（注：以前は年金労

働省から補塡）。高齢化に合わせて，BBC の負
担額も増していきます。
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　政治的な不安定さも脅威になり得ます。特に
EU 離脱です。BBCは商業放送ほど影響を受け
ないでしょうが，EUからの離脱後を視野にさま
ざまなことを検討する必要があります。
　Netflix やAmazon Prime，Huluなどももち
ろん脅威です。BBCから視聴者を奪うという脅
威もありますが，問題は制作費の高額化です。
彼らは番組制作に莫大なお金を投入し，優秀な
人材がそのお金につられて，彼らと仕事をするよ
うになっているのです。
　配信の問題も起きてきます。今は Sky（衛星
放送）とVirgin（ケーブルテレビ）が直面してい
ますが，より高速なブロードバンド時代を迎える
と，テレビチャンネルの編成の重要性が薄れて
きます。人々がオンデマンドで番組コンテンツを
見る中で，EPG で一番になっても関係がないの 
です。
　そして何よりBBCにとって一番の脅威は，こ
の特許状が終わるころ，人々から必要とされて
いるのかということです。変化の速い業界です。
オンデマンド視聴が普通になってくると，従来の
テレビチャンネルが意味を持たなくなってきます。
YouTubeや Netflixを見慣れた子どもたちがわ
ざわざBBCを見るのでしょうか。
　BBCが新しい技術に合わせて革新を続け，
高品質の番組を作り続けられるなら，番組ジャン
ルやデバイスの違いを越えて多様な視聴者層か
ら今の評価を持続してもらえるなら，次回の特
許状更新議論が始まるとき，BBCは，受信許可
料による公共放送としての存続を主張できる立
場にあると思います。

―BBCトラストは BBC の「チアリーダー」だっ

たとおっしゃいました。OfcomはBBCとどの

ような関係だとお考えですか。

バッカースト氏：「プロフェッショナルかつ誠実な
関係」でしょうか。BBCだけでなく商業放送もす
べて同じです。
　かつて BBCは，トラストとは，問題があって
も交渉して話がつけられると感じていたと思いま
す。でもOfcomは違います。我々も BBCの見
解は聞きます。しかし合意する必要はないので
す。Ofcomは独立した規制機関として，BBC の
意見も聞けば，他の関係機関の意見も聞きます。
そのうえで独自の決定を下すのです。BBCにとっ
ては納得できないこともあるでしょうが，私自身
は BBCといい関係にあると思っています。

私はBBCにはベストであってほしいと思ってい
ますが，OfcomはBBCのマネジメントとは一線
を引き，関わることはしません。トラストとは違う
のです。たとえるなら，Ofcomはサッカー場を用
意します。プレーをするのはBBCです。BBCに
は，フェアプレーで最高のゲームを見せてもらい
たいですし，成功してもらいたいと思っています。

（2018年2月16日 インタビュー）

BBCトラストが廃止され，Ofcomに規制監督
機能が移ったことを，トラストの関係者はどう
受け止めているのだろうか。トラストの初代会
長のマイケル・ライオンズ卿に話を聞いた。

　マイケル・ライオンズ卿
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ライオンズ卿は，トラストに問題があったと
指摘されたことについて，「どんな組織にも強
みと弱みがあります。トラストに問題があった
から廃止されたというより，政府の意思の問題
です。もともとトラストを気に入らない人たちが
そうしたのです」と分析する。

Ofcomに規制監督機能が移ったことについ
ては，「BBCを規制監督するのにさまざまな形
があり得ます。Ofcomは，これまで商業放送を
規制監督してきたわけですから，仕組みもあり，
ある程度ノウハウもあります。Ofcomが規制を
担うことが決定した以上は，うまく機能するよう
にしていくしかないのです」と述べ，Ofcomに
よる規制監督は合理的な選択肢の一つだとの
認識を示した。

そのうえで，別の心配があるとして次のよう
に話す。
「トラストはBBCの決定事項を逐一，透明性

をもって外部に説明してきました。非常にうまく
やったと思います。今はBBCが何をやっている
のか，外には見えてこないのです。そのことを
一番危惧しています」

受信許可料を財源とするBBCにとって国民
の理解を得ることが非常に大切だと考え，ト
ラストはBBCの透明性を高めるよう努めたと
いう。それが，トラストが廃止されたことで，
BBCが閉鎖的になっているように見えることが，
今回のガバナンス変更の最大の問題点である
と，ライオンズ卿は受け止めているようだ。

（2018年2月13日 インタビュー）

  インタビューを終えて

当初，OfcomはBBCの規制監督を担うのは
荷が重すぎるとして後ろ向きであったが，BBC
出身のバッカースト氏をヘッドハントするなど準
備を進めた。市場競争を重視する保守党政権
下でのガバナンス変更であったため，BBCに 
とってはより厳しい方向に進むことも予想された
が，公共放送とその重要性を信じているという
バッカースト氏の話を聞き，BBCの強力な理解
者がOfcomの中心にいるという実感を持った。

しかし，インタビューでバッカースト氏が指摘
しているように，メディア環境が激変する中で，
BBCはさまざまな脅威に直面している。10年
後にBBCは人々から必要とされているのだろう
か，受信許可料で支えられた公共放送としての
BBCのあり方が問い直されるのではないか，と
バッカースト氏が強い危機感を持っていること
が，強く印象に残った。

（たなか たかのぶ）
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