国際公共放送会議（PBI）報告

BBC ホール会長の基調講演に見る
ヨーロッパの公共放送の現況
メディア研究部

田中孝宜

2018 年10月，韓国のソウルで PBI（国際公共放送会議）が開催された。PBI は世界の公共放送が一堂に会し，
現在抱えている課題に向き合い，将来を展望する年1回の会議である。今回のテーマは「メディアの次のビッグバン」
であった。放送と通信の融合により，メディア環境が激変し，アメリカ発のメディア企業は巨額の資金を投入して世
界での影響力，支配力を強めている。こうした状況は，ヨーロッパの公共放送にとって存続に関わる事態だという
危機意識が関係者の間で高まっている。BBC のトニー・ホール会長は，このところのスピーチで，アメリカ発の巨
大メディアとの競争や，公共放送の財源確保の課題など，公共放送の置かれた厳しい状況について繰り返し述べ
ている。PBIの基調講演では，ホール会長は公共放送の存在意義について触れ，信用されるニュース情報源として，
各国の文化を守る砦として，また，分断される視聴者をつなぐ役割としての公共放送の重要性を改めて述べた。そ
して公共放送の将来に悲観的な声があるなかで，世界の公共放送が力を合わせれば乗り越えられると訴えた。

1. はじめに

のであったため，ホール会長の最近の別の講

国際公共放送会議（PBI：Public Broadcast-

演での発言も踏まえて考察する。

ers International）が 2018 年10月24日と25日

2. PBI ソウル会議

の2日間にわたって，韓国のソウルで開催された。
PBIは1990 年に，多メディア・多チャンネル化，

会議では，BBC のホール会長が基調講演を

グローバル化，放送の自由化が進むなかで各国

行い，その後，ホストの韓国の公共放送 KBS

の公共放送幹部が集い，公共放送が直面する

による「紛争地域の社会統合のために公共メ

課題を共有し，それぞれの経験から学ぶことを

ディアの果たす役割」をテーマにしたスペシャ

目的に組織されたもので，1991年から毎年開催

表

されている。今回のPBI 韓国会議には，2019 年

PBI ソウル会議プログラム

1月に EBU（ヨーロッパ放送連合）会長に就任

・オープニングセレモニー

した BBC のトニー・ホール会長や，2018 年10

・スペシャルセッション

国と地域の公共放送の幹部 150人が参加した。

・セッション 3

り返り，その後，BBC のホール会長による基

い。なお，基調講演自体は10 分程度の短いも
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10 ・セッション4
「放送・通信の融合プラットフォームにおける公共メディア
25 の存在意義」
日（木）

ヨーロッパの公共放送が置かれた現況を探りた

「UHD テレビが人々に恩恵をもたらすために」

月

共放送の代表に何を訴えたのかを見ることで，

・セッション 2

「進化するメディア・エコシステムのためのコンテンツ戦略」

本 稿では，まず主なセッションの概要を振
調講演を取り上げる。ホール会長が世界の公

・セッション1

24 「放送・通信の融合プラットフォームとメディアの次の
ビッグバン」
日（水）

任した NHKの上田良一会長など，70を超える

基調講演」など

10 「紛争地域の社会統合のために公共メディアの果たす役割」
月

月にABU（アジア太平洋放送連合）会長に就

「BBCトニー・ホール会長

・セッション 5

「若い視聴者に対する調査報告」

PBI オープニングセレモニー

NHKのネットサービスを紹介する上田会長

ルセッションや，
「メディアの次のビッグバン：

「NHKニュース・防災」アプリや，NHK World

放送・通信の融合プラットフォームのための戦

Japanの外国語による災害情報のプッシュ通知

略イニシアチブ」をメインテーマに 5 つのセッ

などを紹介した。また，
「NHK for School」な

ションが行われた（表）。

ど教育分野でのネット活用や，
『クローズアップ
現代＋』のダイジェスト版のビデオクリップ制作

平和構築と公共放送の役割

などのほか，
「＃8月31日の夜に。」の番組キャ

最初のスペシャルセッションは，ホストの韓

ンペーンを紹介した。このキャンペーンは，夏

国 KBS が中心になって，紛争地域の社会統合

休み明けの 9月1日に若者の自殺が最も多いこ

のために公共メディアの果たす役割についてパ

とを受けて10 代の若者がつらい気持ちを吐き

ネルディスカッションが行われた。このなかで，

出し，共有できる場を作ろうと2017年に始まっ

KBS は朝鮮半島の南北首脳会談など最近の動

た。番組とインターネットやソーシャルメディア

きを受け，公共メディアとして平和構築に大きな

を連動させたキャンペーンで，人々が思いを共

役割を果たしていることを紹介した。これに対

有し，課題を解決するための場を提供するとい

して，カナダのジャーナリストから，
「平和を求

う公共放送の新しい使命の形として，PBIの参

めること自体は誰も否定できないが，KBS が平

加者から関心を集めた。

和構築に関与しすぎることで現政権と一体化し
た報道機関と見られるおそれがないか」という
質問が出るなど，活発な意見交換が行われた。

改めて問われる公共放送の存在意義
セッション4「放 送・通 信の融 合プラット
フォームにおける公共メディアの存在意義」で

ネット時代の公共サービスの形
セッション1 ～ 3 では，主に放送と通信の融

はスイスの公共放送 SRG SSRの会長がプレゼ
ンを行った。

合時代を迎え，5G，4K・8Kなどメディア環境が

スイスでは，2018 年 3月に，
「受信料の支払

変わるなかで，公共放送が提供するサービスが

い義務を法律で定めてはならないという条項

どう変わるべきかが議論された。

を憲法に追加すべき」とする，国民発議の是

このなかで，NHKの上田良一会長は，NHK

非を問う国民投票が行われた。国を二分する

がインターネットを活用して公共的使命を果たす

激しい議論が行われたが，全投票者の 71.6％

ために行っている取り組みとして，スマホ向けの

が発議を否決，すべての州でも否決という結
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果となり，受信料制度が継続されることが決
まった。これに関してセッションでは，当初の
世論調査で公共放送廃止の可能性が高いと発
表されたことで，その廃止に反対する人たちの
動きが活発になったことや，
「公共放送の存続
の是非」というテーマ設定がされたため「廃止
よりは存続」という意見が主流になったことが

PBI で基調講演を行うBBC ホール会長

紹介された。国民投票の結果，大差で存続が

ホール会長は，このように，
「競争」
「財政」
「政

決まったが，実際には，国民の間に公共放送

治」の3 つの課題を列挙した。基調講演では

の現状に対する不満は根強くあり，今後 SRG

その具体的な内容までは踏み込まなかったが，

SSR はリストラを含む大規模な改革が求められ

ホール会長の最近の講演での発言も踏まえて，

ている。

この3 つの課題の意味や背景を読み解きたい。

以上のように説明された受信料制度改革の問
題は，多くの公共放送が共通して抱える課題で
あり，スイスの事例は決して他人事ではないと
いう危機意識を持って受け止められた。

3. ホール会長の基調講演

「競争」課題
ホール会長は最近のスピーチで，アメリカの
OTT（Over-the-Top）事業者や，合従 連衡で
巨大化したメディア企業の脅威を繰り返し述べ
ていることから（Hall 2017, 2018aなど），PBI

今回のPBI で何より注目されたのは，BBC の

の基調講演での「競争」相手として意識してい

ホール会長の基調講演である（Hall 2018c 日

るのは，アメリカのメディア企業だと思われる。

本語要旨 P101）
。BBC は従来，EBUとはやや

この危機 感の背 景には，Netflixなど OTT

距離を置く傾向にあったが，ホール会長は自ら

事 業者が，イギリスをはじめヨーロッパ各地

EBU 会長に立候補し，加盟国を驚かせた。

で急激に契 約数を伸ばしていることがある。

基調講演でホール会長は，世界の公共放送

OTT 事業者の躍進は，制作費の高騰をもたら

「我々はいくつかの重大な課題
の代表に向かって，

している。ホール会長がよく引用する数字に，

「公共放送の連
に直面しています」と述べる一方で，

Netflix がイギリス王 室を描 いたドラマ『The

帯の強化と相互支援の強化」によって「新しいコラボ

Crown』の制作にかけたとされる1億ポンド（約

レーションの時代を見たい」と述べた。

150 億円）がある。BBC が 1つのドラマのため

本章では，基調講演内容のポイントを挙げ，
公共放送が抱える課題は何なのか，その課題
とどう向き合おうとしているのかを考察する。

に決してつぎ込めない金額である。
また，アメリカで進むメディア企業の吸収合併
もヨーロッパに影響を与えている。2018 年7月に
は，21世紀 Foxのテレビ・映画事 業が Disney

公共放送が直面している課題
「公共メディアは，厳しい競争や財政的・政治的な課

放送事業者 Sky が Comcastに買収されること
が決まった。買収額として，Disney が 7 兆円以

題に直面しています」
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上，Comcast が 4 兆円以上を提示したと報道さ

ただし，こうした受信料の制度変更は，不払

れている。メディア業界をめぐる経済規模が拡

い解消や公平負担を目指すもので，公共放送

大の一途をたどり，ホール会長は，イギリスでは

の財源拡大を目的にしたものではない。

大きな存在であるBBCも，世界市場の競争相
手に比べると「ミディアムサイズ」だと表現してい
る（Hall 2017）
。

「政治的」課題
ホール会長は，基調講演では政治的課題が
具体的に何を示しているのかも言及していない。

「財政的」課題
ホール会長の言う「財政的」な課題とは，公
共放送の運営財源，つまり受信料制度のあり方

2018 年10月の別の講演では，政府がメディア
に干渉している状況は世界各地で見られると述
べている（Hall 2018b）。

のことだろう。ヨーロッパの公共放送は，放送

受信料制度改革においても公共放送は政治

と通信の融合時代に合った受信料制度への変

とは無関係にはいられない。BBC の受信許可

更を模索している。

料も，2015 年の政府との合意で，物価上昇率

従来，受信料はテレビ受信機の設置をもと

に連動して毎年増加することになったが，一方

に徴収されていたが，若い人を中心にテレビ受

で，従来，政府予算で賄われていた 75 歳以上

信機を所有しない人の不払いが増加した。その

の支払い免除分を，BBC が負担することになっ

対策として，2013 年，ドイツでは，受信機所有

た。BBC では 2015 年当時とはメディア環境が

の有無にかかわらず，住居単位で一律の料金を

違うとして，BBC の負担軽減のための制度変更

徴収する放送負担金制度に変更した。フィンラ

を模索している（Hall 2018b）。

ンドでは，受信料制度を廃止し，所得に応じて
税額が異なる公共放送税を導入した。
このほかの国でも，受信料制度をめぐって見

ホール会長は，このままでは BBCとアメリカ
のメディア企業との資金力の差がますます拡大
し，イギリスのクリエイティブ産業が弱体化し，

直しが進められている。デンマークでは 2018

結果としてイギリス文化・社会へも影響が及ぶ

年 6月の議会で，公共放送 DRの受信料を廃止

と危機感を述べている（Hall 2017,

2018a）。

し2022 年末までに段階的に税金にすることが
決まった。スウェーデンでも2018 年11月，議

公共放送はどう乗り越えられるのか

会で，受信料制度を廃止し，所得のあるすべて

こうした課題に直面する公共放送は，それを

の成人から税金として徴収する新制度の導入案

どう乗り越えられるのか。ホール会長は，基調

が可決された。ノルウェーでも，政府は今の受

講演で公共放送の強みとして3 つの点を挙げた。

信料制度を廃止し，受信機所有の有無にかか
わらずメディア負担金を支払う制度を導入する方
針を示し，徴収は世帯ごととするのか個人単位
とするのか，あるいは一律同額とするのか，所
得により額を変えるのかなど，制度の詳細が検
討されている。

■ 健全な民主主義のための公共放送

信用できるニュース・情報はますます見つけにくくなっ
ています。健全な民主主義のために，公共メディア
の正確性と独立性の原則がこれまで以上に重要です。
■ 自国の社会・文化を反映し，地元に貢献す

る公共放送
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公共メディアは，自国の文化を映す責任と能力を持っ
ています。ここ数年，世界市場でコンテンツが爆発
的に増加し，視聴者は世界中からコンテンツを得ら
れますが，それらは必ずしも自分のコミュニティー，
国，文化を反映したものではありません。
■ 分断される視聴者をつなぐ公共放送

境の変化を乗りきってきた。しかし，今回の変
化の大きさは従来とは規模が違い，その影響
は計り知れない。
放送と通信の融合時代に合わせて，ヨーロッ
パの公共放送は近年，サービス，制度，財源

公共メディアは，人々を結びつける重要な役割を担っ
ています。今年の初め，BBCは世界の人々の4 分の
3 以上が，自国がますます分断されていると思ってい
るとの世論調査結果を発表しました。ソーシャルメ
ディアはその傾向を悪化させています。だからこそ，
公共メディアの使命であるユニバーサルサービスの提
供がより重要です。

調達方法を変更してきた。今後も，運営財源

ホール会長は，こうした強みを生かしてチャ

つはネット配信に切り替える。そのほか，ベル

ンスをつかもうと呼びかけた。さらにホール会

ギーの公共放送VRTは全チャンネルをネット配

長は，
「新しいコラボレーションの時代を見たい」とし

信しており，2018 年末で地上デジタル放送を終

て，EBU 会長として「連帯と相互支援の強化を約

了した。また，スイスの公共放送も2019 年夏

束 」すると述べた。

に地デジ放送を終了することを決めた。

の確保と効率化は進められるだろう。イギリス
BBC の若者チャンネルであるBBC Threeが，
2016 年2月に放送を取りやめてネットのみの提
供に変更されたが，同様にデンマークのDRも，
6つあるチャンネルを3 つに減らし，そのうち2

実際に，ヨーロッパの公共放送はアメリカの

誕生以来，商業主義からも政治権力からも

メディア企業に対抗するため，協力を始めてい

独立した存在を目指してきたヨーロッパの公共

る。デンマーク，フィンランド，アイスランド，

放送は，現在，グローバル市場の厳しい競争

スウェーデン，ノルウェーの北欧 5か国の公共

と，政治からの圧力にさらされている。ホール

放送が共同で番組制作を行っており，また，ド

会長は，このままでは BBCも現在の規模の公

イツ，フランス，イタリアなどの公共放送も番

共サービスの提供を継続できなくなると危機感

組の共同制作を行うための仕組み作りを計画し

をあらわにしている（Hall 2018a）。
「メディアの

ているとの報道もある。

ビッグバン」がもたらす大競争時代，公共放送

基調講演で，ホール会長は，ヨーロッパだけ
でなく世界的な連帯を強めたいとして，
「ABU会
長に就任されたNHKの上田良一氏（中略）と緊密に協力
することを楽しみにしています」と期待を表明した。

4. まとめ〜岐路に立つ公共放送
PBIソウル会議のテーマが「メディアの次の
ビッグバン」であることからもわかるように，メ
ディア環境は爆発的に変化し混沌としている。
公共放送はその誕生以来，政府からの圧力や
多メディア・多チャンネル化といったメディア環
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としての存在そのものが揺さぶられる厳しい局
面を迎えている。

（たなか たかのぶ）

参考にしたホール会長の最近のスピーチ
・Hall, T（2017） the Roscoe Lecture
https://www.bbc.co.uk/mediacentre/
speeches/2017/tony-hall-roscoe
・Hall, T（2018a） speech to the RTS
https://www.bbc.co.uk/mediacentre/
speeches/2018/tony-hall-rts
・Hall, T（2018b）speech to the Society of Editors
https://www.bbc.co.uk/mediacentre/
speeches/2018/tony-hall-soe
・Hall, T（2018c）speech at PBI Conference, Seoul
https://www.bbc.co.uk/mediacentre/
speeches/2018/tony-hall-pbi-seoul

ホール会長の基調講演要旨（筆者仮訳）
誰もが自国が提供する最高の番組コンテンツを視
聴でき，信頼できるニュースや情報にアクセスできる
ようにする必要があります。だからこそ，公共メディ
アがかつてなく重要になっています。我々はいくつか
の重大な課題に直面していますが，これをチャンスと
して最大限に活用するために話をしたいと思います。

1.フェイクニュース対策
公共メディアは，
「フェイクニュース」があふれる世
界における信頼の旗印です。今日の視聴者は，かつ
てない多くのニュースや情報源にアクセスできます。
しかし，皮肉なことに，信用できるニュース・情報は
ますます見つけにくくなっています。健全な民主主義
のために，公共メディアの正確性と独立性の原則が
これまで以上に重要です。
7月に，2人の女性と2人の幼い子どもがカメルー
ンの兵士たちによって射撃される映像がソーシャルメ
ディアで世界を駆け巡りました。カメルーン政府は，
映像はフェイクであり，別の場所で起きたものだと主
張しました。しかし，BBCは 2 週間かけて，映像の
背景の山の稜線や映像に映る建物を特定し，正確な
場所を割り出し，兵士の影から銃撃が起きた日時を絞
り込みました。引き金を引いた兵士のうち3人の名前
まで突き止めました。この例は，最前線のジャーナリ
ズムが民主主義の本質を変えうることも示しています。
BBC World Serviceは過去最大規模の拡大を進
めました。現在 40 以上の言語で提供しています。デ
ジタルサービスを強化し，世界中のより多くの人々に
正確で公平なニュースを届けられます。

2. 自国の文化を反映する
公共メディアは，自国の文化を映す責任と能力を
持っています。ここ数年，世界市場でコンテンツが爆
発的に増加し，視聴者は世界中からコンテンツを得
られますが，それらは必ずしも自分のコミュニティー，
国，文化を反映したものではありません。
公共メディアは，地元の新しい才能を発掘し，地
元のアイデアを支援します。ヨーロッパでは，毎年
210 億ドルをローカルコンテンツに投資しており，そ
の 80％以上はオリジナル作品です。公共メディアの
財源の凍結や削減は，社会全体にとっての問題なの
です。私たちが作り出すコンテンツは，単なる消費
物ではありません。我々の文化です。視聴者は，自
分に関連したコンテンツを求め，自分の生活がコン
テンツに反映されることを求めています。
『Blue Planet II』は，私たちの社会に特に影響を
与えた番組の一例です。人々のプラスチック汚染に

対する理解を変え，個人や企業の行動を変え，政府
の政策を変えました。番組により，プラスチック汚染
が喫緊の懸案事項として国民的な議論が喚起された
のです。

3.人々を結びつける
公共メディアは，人々を結びつける重要な役割を
担っています。今年の初め，BBC は世界の人々の 4
分の3 以上が，自国がますます分断されていると思っ
ているとの世論調査結果を発表しました。ソーシャ
ルメディアはその傾向を悪化させています。だから
こそ，公共メディアの使命であるユニバーサルサー
ビスの提供がより重要です。2012 年ロンドンオリン
ピックの経験から，大きな国家イベントがいかに国
民を結びつけるかを知っています。日常的にも『Blue
Planet II』や『Sherlock』
『Strictly Come Dancing』
のような番組について話すことで，人々は熱意や文化
を共有でき，社会的に分断された人々をつなげます。

新しいコラボレーションの時代
公共メディアは，厳しい競争や財政的・政治的な
課題に直面しています。しかし，今日の世界では，
私たち公共メディアの使命の重要性が増しています。
ネットサービスを含めてです。サービスを改良し競争
を続けていくために公平な規制を求めます。独立を
守り，未来をつかむために，適切で安定した財源を
求めます。
私は，EBU 会長に選出されたことをうれしく思い
ます。私は公共放送の連帯の強化と相互支援の強
化を約束しました。ヨーロッパだけでなく世界中で，
新しいコラボレーションの時代を見たいと思ってい
ます。ABU 会長に就任された NHKの上田良一氏
にお祝いを申し上げます。私は彼と緊密に協力する
ことを楽しみにしています。お互いをサポートしたり
学び合ったり，グローバルに協力して世界の課題に
対応したり，できることはたくさんあると私は信じて
います。

まとめ
今日の世界で公共メディアに競争力はないという人
がいますが，私はそう思いません。巨大メディアの大
きさを恐れる必要はありません。我々は協力すれば
いいのです。品質を恐れる必要はありません。品質
は公共放送そのものです。視聴者との関係を恐れる
必要はありません。私たちの価値観は視聴者とつな
がります。今こそ私たちのときだと信じています。チャ
ンスをつかみましょう。
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