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先行事例として，海外の主要な公共放送の
戦略について見ていく。何をもって多様性とし，
どのような指標，戦略を設けているのか，本
稿では，欧米の主要メディアの中で，移民も多
く，人種やジェンダーなどのダイバーシティー推
進に向けた施策を展開してきたイギリス，フラン
ス，カナダの公共放送を取り上げる。特に長
年取り組んでいるジェンダーや人種の多様性確
保に焦点を当て，各局のウェブサイトで公開さ
れている情報をもとに，

• 法的理念
• 規制監督の仕組み
• 公共放送の実践事例
• 成果と課題

について整理し，概要を報告する。

 2.イギリス　
2-1　多様性の法的理念

BBCの存立と業務運営を規定する「第9次
特許状」（2017〜27）1）第6条の公的目的の中
で，「イギリスの国家，地域，すべての多様な
コミュニティーを反映し，代表し，奉仕する」
と書かれている。そしてそれに続く記述では，

「イギリスの多様性を成果や事業で反映し真に

 1. はじめに
2020年5月25日， アメリカで黒人 男性の

ジョージ・フロイドさんが白人警察官に首を押さ
えつけられ亡くなった。この事件以降，黒人の
人権尊重を求める「Black Lives Matter（BLM）
運動」が世界に広がり，人種差別やマイノリ
ティーに対する公平性・平等性の欠如に改め
て大きな注目が集まっている。

欧米の公共メディアは，ジェンダーや人種な
ど多様な人々の人権を尊重し民主主義を守る
ため，社会の多様な人々の声をニュースや番組
で取り上げ，その職場で働く人たちの多様性
も確保するダイバーシティー推進を掲げてきた
が，BLM運動の広がりでさらなる対応を迫ら
れている。また，ソーシャルメディアの台頭で，
多様な視点を反映しないままでいるメディアは
その存在意義を失うという危機感も高まってい
る。

日本では働き方改革の一環としてダイバーシ
ティー推進の機運が高まってきたが，メディア
にとって，多様性の反映がより課題となってい
るのは，欧米と変わらない。多様性を尊重し，
民主主義を守るため，今後，日本のメディアは
ダイバーシティーをどう推進すべきか？
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人々の生活を表し，描き出し，社会を構成する
異なる文化や相互の視点の認識を喚起」させ，
また「人々が経験を共有し，社会の融合や幸
福の実現への貢献に寄与する」ことも目的とし
て定められている。

さらに多様性の対策としてBBCの戦略に関
わるものが，2010年に成立した「平等法」であ
る。これは人種やジェンダーの違い，障害の有
無などで生じる差別を禁止するさまざまな法律
を統合したもので，雇用や賃金など差別撤廃
の対象として，次の9つのカテゴリーを定めて
いる。

2-2　雇用の多様性監視と

出演者の多様性の外部モニタリング機関

「2003年放送通信法」により，放送機関の雇
用機会均等の監視義務を負っているのが，独立
規制機関Ofcom（放送通信庁）である。職員や
スタッフの多様性についてデータを収集し，監視
や勧告を行っている。放送免許の交付に際し，
放送局に対し雇用において人種やジェンダーの
多様性を反映させることも求めている。

また，出演者のダイバーシティー推進
については，BBCやITVなど公共放送と
商業放送が共同で立ち上げた組織CDN

（Creative Diversity Network）がモニター
している。CDNは，制作プロダクションか
らの申告により，出演者の性・人種などの
データを収集・分析し，多様性の反映の改
善につなげることを目的としている。2018-
19年の1年間には60万件の番組制作者，

出演者データを収集し，各職場のスタッフや番
組における出演者のジェンダーや人種，障害，
LGBT別の比率，放送局別比率などの分析結
果を公表している。

2-3　公共放送BBCでの展開

ウェブサイトで閲覧可能なBBCの年報をさ
かのぼってみると，2000年の年報に，職員の
男女同率を目指すとの記載がある。少数民族
については，その比率を8％とする目標を設定
している。2003年には10％，その後も目標数
値を少しずつ増やしている。

そして，2010年の平等法成立を受け，BBC
は2011年から5年のアクションプランを発表し，
職員やスタッフの雇用において多様性を反映し，
全職場で機会均等を目指すことを表明した 2）。
2011年の計画で，多様性を反映する対象として
従来の「性別，障害，人種」のカテゴリーに，

「年齢，宗教，性的指向」も新たに加えるとし
た。同時に出演者についても，上記を踏まえて
番組に反映していく方向性を示している。

そして，次のダイバーシティー推進計画「Di-
versity and Inclusion Strategy 2016-2020」3）

を見てみると，「Diversity includes everyone」
としてさまざまな目標と戦略を発表している。

年齢，障害，性適合，婚姻および同性婚，
妊娠および出産・育児，人種，宗教また
は信条，性別，性的指向

「BBC Diversity and Inclusion 2016-2020」（BBCウェブサイトより）
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特徴的な点の1つに，「On Screen（出演者）と
「Off Screen（職員，スタッフ）」での多様性の
確保がある。

具体的には，ジェンダーや人種などカテゴ
リー別に，出演者や職員，スタッフの比率につ
いて，2020年で達成する目標を設けている。
その目標値は労働人口などをもとに反映させる
としている（表1）。

この目標達成に向け，BBCではマイノリ
ティーのコミュニティーと連携してのスタッフや
出演者の確保，ダイバーシティーを推進するた
めの制作ガイドラインの作成，多様な背景を持
つ人材の育成，多様な番組制作のための資金
援助など，さまざまな施策を展開している。

ジェンダーについては，女性専門家の出演
を増やすため，「Expert Women」というプロ

ジェクトで，女性専門家向けにテレビやラジオ
出演へのトレーニングの機会を提供している。
さらに2017年からは職場の自発的な活動とし
て，「50：50プロジェクト」が展開されている。
プロジェクトには番組制作チームが自主的に参
加し，それぞれ男女の出演者を数え，BBC内
で共有するというもので，2020年3月には参加
チームの3分の2が女性出演者の比率50％を
達成したとBBCは報告している。このプロジェ
クトはフィンランドの公共放送やイギリスの新
聞社も導入するなど，内外のメディアや一般企
業の間にも広がりを見せている。

2-4　ダイバーシティー推進の成果

計画発表から5 年間で目標はどのくらい達
成されたのか? BBCの報告書「BBC Commis-
sioning Code of Practice Progress Report 
2019/2020」を見ると，2020年3月末時点で
Off Screen（職員，スタッフ）では，「女性」以
外はほぼ目標を達成している。

On Screen（出演者）についても，すべてのカ
テゴリーで目標を達成している。人種（BAME）
については，目標を大きく上回る値となっている

（表2）。

2-5　“役割”分析とカテゴリー細分化の課題

数字的には，“社会を反映する”ダイバーシ
ティー推進の目標に近づいている。しかし課題
はある。

出演者の比率は改善しているが，番組にお
いてステレオタイプに描いていないか，また主
役か脇役かなど役割の分析も必要である。一
方，職場については制作や報道現場でどれだ
け責任者の多様性が確保できているのか，発
表された数字では判断できず，業種別に見て

表1　BBCの出演者，職員 数値目標
2020年

出典：「BBC Diversity and Inclusion2016-2020」より筆者作成

出典：「BBC Commissioning Code of Practice Progress Report 
2019/2020」より筆者作成

出演者 職員
女性 50 50
BAME 4） 15 15
障害者 8 8
LGBT 8 8

（%）

表2　BBCのカテゴリー別目標値と達成率

2020年3月
Off Screen

達成率
職員

On Screen
達成率

CDN数値
目標

女性 スタッフ 48.3 55.7 50リーダー 45.0 

障害者 スタッフ 10.2 8.4 8リーダー 8.6

BAME スタッフ 15.7 26.8 15リーダー 12.3

LGBTQ+ スタッフ 11.2 11.9 8リーダー 11.2

（%）
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いく必要がある。さらに性別による賃金や処
遇の格差の問題もある。また人種についても，
アフリカ系やアジア系，多様な宗教や文化を
持つ人々がいる中，「BAME」と一くくりにする
ことには長年異論が出ている。そのうえ，社
会で格差が広がる中，社会階層についても多
様性を反映すべきだという考え方も広まってい
る。Ofcomの2019年の報告「Diversity and 
equal opportunities in television」5）では，メ
ディアの職場について，従来の「性別，障害者，
LGBT」に加えて，初めて「社会階層」「親の職
業」も指標として盛り込んだ分析データを公表
した。社会の多様性はどこまで細分化して反
映すべきか，さらに検討を要する課題である。

 3.フランス　
3-1　多様性の法的理念

フランスの現行放送法「改正されたコミュ
ニケーションの自由に関する1986 年法」では，
第1条でコミュニケーションの自由を宣言し，
続く第2条で思想や意見の多様な表現の尊重
を重視する内容となっている。これを大前提と
し，公共放送 FTV（France Télévisions）が
政府と交わしている2016〜20 年COM（目的
手段契約）6）には，ダイバーシティー推進につ
いて具体的に書かれている。商業放送と異な
る存在理由として，公共サービスであるFTV
は「フランス社会を映す」「市民1人ひとりを代
表し，国家を融合し，その模範となる」「多様
な顔をテレビに映す，そしてスタッフも，特に
決定権のある立場の人々を多様にする」ことな
どを挙げている。またCOMの中で，女性の
出演者率を毎年5％ずつ上昇させて2020 年ま
でに50％にすることも目標に掲げている。

3-2　多様性を監視するメディア規制機関

放送局の多様性実現に向けた進捗状況を監
視しているのが，フランスメディアの独立規制
機関CSA（視聴覚高等評議会）である。CSA
は1986年の改正放送法により1989年に設立
された。テレビ，ラジオがフランス社会の多様
性を番組に反映しているか，監視することも使
命の1つに定められている。CSAは毎年，「フ
ランス社会の多様性のバロメーター」7）という調
査を発表している。これは公共放送や商業放
送のニュースや番組の出演者が多様性を反映し
ているかどうかを調査・分析したものである。
これについては3-4で詳述するが，この調査に
基づいて放送局に改善勧告などを行っている。

3-3　公共放送FTVの実践事例

FTVのダイバーシティー推進の方針について
は，ウェブサイトにある「社会的参画（Nos en-
gagements sociétaux）」8）の項目に，多様性
の反映について，下記のようなカテゴリーを挙
げている。

BBCと同じようなカテゴリーだが，「人種」
別はない。共和国憲法のもと，フランス人は人
種，出自にかかわらず法のもとで平等とされ，
フランス市民が共和国を構成するのであり，人
種別に統計をとることは原則として違法とされ
ている。FTVでは上記の「社会および民族文
化的起源」の中に人種も含まれている。

実際に上記のカテゴリーを番組出演者や職
場にどう反映するのか? BBCのような具体的
な数値目標の記載はないが，FTVは多様性を

社会および民族文化的起源，性別，障害
者，年齢，性的傾向，政治的意見および
宗教的信念
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テーマとした番組制作やイベント開催，職員の
雇用などを通じて多様性を実現していくとして
いる。2015年にFTV初の女性社長に就任し
たデルフィーヌ・エルノット氏は，特にジェンダー
バランスを意欲的に進めている。フランスの映
画や番組制作における男女平等を目指す運動

「Le Collectif 50/50」に賛同し，FTVが制作
する映画や番組の女性監督や女性ディレクター
について，2020年からクオータ制（一定数を女
性に割り当てる制度）を導入して男女平等を目
指すことを表明した。2020年7月には，「100％
女性監督」という，女性監督による映画だけ
を集めたサイトをFTVのウェブサイトに設けて
いる。

3-4　モニタリングの成果

─ CSAの「フランス社会の　　　　　

多様性のバロメーター」より─

前述のとおり，フランスでは出演者の多様性
の反映についてCSAが調査・評価を行ってい
る。その質的評価に関する経緯を含め紹介し
たい。

CSAは1999年に初の量的多様性調査を実
施し，2000年には公共放送と交わす取り決め

「Cahier des charges」に多様性の反映を求め
る条項を入れることを決めた。2006年3月に
フランスで「機会均等法」が成立すると，CSA
は「社会を結合し，差別と闘うため，テレビや
ラジオが役割を果たしているか」について監視
業務も担うことになった。さらに2009年3月，

「視聴覚コミュニケーションとテレビの新しい公
共サービスに関する法律」で，CSAはFTV
の番組が多様性を反映しているかを調査し，
議会へ報告することも定められた。また，多
様性調査報告「フランス社会の多様性のバロ

メーター」を定期的に発行することも決まった。
2009 年に調査されたカテゴリーは，「性別，
出身，CSP（職業別分類）9），障害，年齢，貧
困」である。2017年1月に「平等と市民性に関
する法」が成立すると，テレビやラジオの番組
について，フランス社会の多様性の反映ととも
に，偏見がないかについてもCSAに監視義務
が加わった。これを受け，CSAはその後「居
住地」10）「出演者の役割（ポジティブ，ネガティ
ブ，中立的）」についても分析を加えている。

CSAの調査データを見ると，ジェンダーにつ
いては，女性の出演率は39％で，人口比52％
より少ないと指摘している（図1）。 　

　　　　　

さらに情報，ドラマなどの番組ジャンル，職
業，年齢別でも男女比を分析している。番組
ジャンル別では，娯楽番組に女性が多く，年
齢別では，女性は若い世代（20〜34歳）の出
演が圧倒的に多い。

人種に関わる調査では，「白人とみられる人」
「非白人とみられる人」という表現で分類して
調査している。出演者は白人が圧倒的に多く，
全体で80％近くを占めている。さらに「白人と
みられる人」「非白人とみられる人」を出演の
役割（ヒーロー，主役，脇役）でも分析してい
る。2016年と2018年の比較で見ると「非白人
とみられる人」が，「ヒーロー」として肯定的に

図1　放送番組における男女の出演者比率
（すべての役割含む）

出典：CSAの2019 年調査より筆者作成

女性

男性

34

バラエティ・音楽 スポーツ 教養
（歴史・文化・自然・科学・芸術など）

ドキュメンタリー
（人物・社会問題など）
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61%
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取り上げられる比率は上がっている（図2）。
また，「白人とみられる人」「非白人とみられ

る人」について，ポジティブな取り上げ方か，
ネガティブか，についても調査している。2018
年と2016年の比較では，若干，「非白人とみら
れる人」がネガティブに取り上げられる比率が
下がっている。

3-5　課題と“非白人”カテゴリーの

　　  細分化の議論

出演者の男女比については，イギリス同様，
全体では改善に向かっている。しかしその役
割を見ていくと男女のアンバランスが依然とし
てある。新型コロナ感染拡大時に出演者の男
女比について調査が実施されたが，職業別の
分析では，国の代表や政治家，業界を代表す
る出演者は男性が圧倒的に多い（図3）。

また医療分野についても，フランス国内では
女性が半数近くを占めているが，出演は27％
にすぎない点が問題として指摘された（図4）。

また，人種については依然として「白人とみ

られる人」の出演者が圧倒的である。これに対
し，人種別統計を求める声が政治家からも上
がっている。2020年7月まで閣僚の1人であっ
たセネガル出身のシべット・ンディアエ（Sibeth 
Ndiaye）氏は，BLM運動がフランスでも広が
る中，人種別統計によって問題をより明確に議
論できると複数のメディアで発言した。また，
元CSAの多様性調査担当で社会学者のマリ・
フランス・マロンガ（Marie-France Malonga）
氏は，新聞社のインタビューの中で，「非白人」
と一くくりにせず，人種別の分析が差別撤廃
に不可欠だとしている。

図2　放送番組における「非白人とみられる人」の出演比 図3　放送番組における
新型コロナ禍での出演者役割別男女比

図4　放送番組における医療従事者出演の男女比

出典：CSAの2020 年調査より筆者作成

出典：CSAの2020 年調査より筆者作成

出典：CSAの2018 年調査より筆者作成
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 4. カナダ
4-1　多様性の法的理念

最後に移民大国のカナダの状況を見ていく。
カナダではすべての民族・人種の多様性を尊
重する「多文化主義法」が1988年に制定され
た。1991年に制定された現行の放送法では，
文化的多様性を維持することが目的の1つに定
められている。具体的には，番組や雇用にお
いて，男女平等や2つの公用語（英語，フラン
ス語），多文化・多民族，先住民族，障害者な
ど異なるグループの人々を反映することを定め
ている。

4-2　多様性を監視するメディア規制機関

放送局のダイバーシティー推進について，評
価，監視しているのは，独立行政委員会CRTC

（カナダ・ラジオ・テレビ電気通信委員会）であ
る。CRTCは「多様性実現ガイドライン」を作
成し，すべての放送局にダイバーシティー推進
について，具体的な施策，取り組み，成果な
どに関する報告書の提出を求めている。例え
ば，カナダ公共放送CBC/Radio-Canada（以
下，CBC）は多様な人材の雇用と研修，多様
性に向けた基金の整備，差別や人種問題を
テーマにした番組やイベントなど，20項目にわ
たって報告している。またCRTCは，2021年
8月に放送免許更新を控えたCBCの多様性へ
の取り組みについて2020年に一般視聴者から
意見募集を実施している。次期放送免許にそ
の内容が反映される予定である。

4-3　公共放送CBCの取り組み

公共放送CBCは4年ごとに多様化に向けた
アクションプランを発表している。
「Diversity and Inclusion Plan 2018-2021」

では，CBCは「2021年までに，職 場，職 員，
コンテンツともカナダの独自な展望を反映した
メディアリーダーとなる」とし，使命として「す
べての多様な人々とつながるコンテンツの創
造」「独自性を通じて価値観を共有する職場文
化」「今のカナダを反映した多様な文化を持つ
人材の雇用，育成」を挙げる。具体的な数値
目標としては，2025年までに委託番組の主要
なクリエーターの1人は多様な背景を持つ人物
とし，番組制作における女性リーダーの比率
は，2018-19年度に62％と，目標とする半数を
大きく超えた。CBCはダイバーシティー推進に
向け管理職を対象に偏見をなくす研修，マイノ
リティーに対してはジャーナリストになるための
スキル向上のトレーニングなど，さまざまなプロ
グラムを実施している。

2018年にCBC 初の女性CEOとして就任し
たカトリーヌ・テイト（Catherine Tait）氏
は，着任後に発表した経営戦略の柱の1つ
に，ダイバーシティー推進を入れた。内容は

「Reflecting contemporary Canada」（今の
カナダを反映する）というもので，「カナダの多
様な豊かさを反映する，異なる視座，我々を
結合するすべてのものを尊重する」とし，スタッ
フや番組の選択をこれに見合うものにするとし

2019年 職員 労働人口

先住民族 2.3 2.0

可視的少数派 12.8 17.1

障害者 2.9 4.2

女性 48.6 42.3

LBGTQ2+ 11） 7.2

出典：CBCの報告書より筆者作成

表3　CBCの5つのカテゴリー別職員比率
（%）
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ている。
では，職員の多様性については，どのような

指標を用いているのか? CBCの戦略計画では，
「ジェンダー，先住民，可視的マイノリティー，
障害者，LGBTQ2+」の5つのカテゴリーで構
成比を公表している。カナダの労働人口と比
較し，職員の比率をそれに近づけることを目指
している。

調査データでは，女性はほぼ半数に達して
いる。障害者，可視的少数派については，以
前より改善はしているが，労働人口比よりCBC
は下回っている（表3）。

4-4　多様性データの重要性

イギリス，フランスも共通しているが，カナ
ダでは，CBCが1970年代からデータに基づき
ジェンダーバランスの実現を加速させた経緯が
ある。それについてはNHK放送文化研究所
の調査報告「カナダ放送界の男女平等へ向け
ての取り組み（2）」（1989）12）に詳しい記述が
ある。それによると，CBCの1974 年の女性
社員比率は25％，1975 年の管理・専門職比
は5％だった。転機となったのが，連邦政府の

「女性の地位に関する政府委員会」が1970 年
に出した報告書である。男女の機会均等，差
別撤廃を求めたこの報告を受け，CBCの女性
たちが動き，組織を作り，経営陣に改革を迫っ
た。1974 年には「CBCにおける女性の地位
に関する特別委員会」が設置され，職種，昇
進，給与など，全社員の20％にあたる2,000
人を対象に面接調査が行われた。その結果
は「CBCの女性」という報告書としてまとめら
れ，雇用の機会均等，秘書業務見直し，報酬
の改善，出産育児支援，アクションプラン実
施などの分野で改革が進められることになっ

た。1987年のデータでは女性社員は30％を超
え，役員は50人中5人，経営管理職は23％と
なっている。カナダCBCの女性たちは，組織
を動かすには，まずは数字的なエビデンスが
必要と考え，昇進，賃金，職種など徹底的に
調査した。それを報告書としてまとめ，女性
に対する扱いがいかに不当なものであるかを
訴え，大きな運動につなげた。

 5. 今後の調査に向けて
イギリスもフランスもカナダも，ダイバーシ

ティー推進の目的は主に，基本的人権を尊重
し，国内の多様な人種や民族間の融和を図り，
民主主義を守ることにある。各国とも人権や放
送に関する法律に基づき，戦略を立て，メディ
アの規制監督機関が，その進展を監視・勧告
する仕組みとなっている。

ソーシャルメディアの拡大とともに，人々の
公共メディアへの信頼は低下している。ネット
を通じて，特定の視点に偏った情報が拡散さ
れ，人々の意思決定に大きな影響を持つまで
になった時代，社会の分断を防ぎ，民主主義
を正常に機能させ，多様な人々の人権が尊重さ
れるために，公共メディアが多様性を反映して
いくことは急務であり，そこにメディアの存在
意義がある。

持続可能な社会を推し進めるために国連が
採択した目標「SDGs」13）や，世界に広がった
BLM運動を受け，日本でもダイバーシティー推
進の機運はこれまで以上に高まっている。日本
のメディアがダイバーシティーを進めていくため
の議論に資するよう，今後もエビデンスの収集
や課題の整理に努め，考察を深めていきたい。

（おがさわら あきこ）
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注：
 1） BBC 2017〜27年「特許状」

https://www.gov.uk/government/publications/
bbc-charter-and-framework-agreement

 2） 「The BBC’s  Diversity Strategy 2011-15」
http://downloads.bbc.co.uk/diversity/pdf/
Diversity_strategy_110523.pdf　

 3） 「Diversity and Inclusion Strategy 2016-2020」
https://www.bbc.co.uk/diversity/strategy-and-
reports/diversity-and-inclusion-2016　

 4） BAME：Black, Asian and minority ethnicの略
称。黒人，アジア系，少数民族を意味する。

 5） Ofcom 「Diversity and equal opportunities in 
television」Sep. 2019
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_
file/0028/166807/Diversity-in-TV-2019.pdf　

 6） COM（目的手段契約）：「政府と公共放送が結
ぶ中長期計画で，計画の立案に政府が関与す
る一方，契約期間中の財源を政府が保障するシ
ステム」（新田哲郎（2017）「「インターネット時代
に向き合う公共放送」〜フランス〜」「第26回
JAMCOオンライン国際シンポジウム」）

 7） CSA下記サイト
https://www.csa.fr/Informer/Collections-du-
CSA/Observatoire-de-la-diversite

 8） FTV下記サイト
https://www.francetelevisions.fr/groupe/nos-
engagements/nos-engagements-societaux-169

 9） CSPはフランス調査統計局が設けた職業分類
 10） 居住地：中心部，都市周辺，郊外集合住宅，村，

海外県。移民は主として都市の郊外や，その集
合住宅に多い。

 11） LGBTQ2+：lesbian, gay, bisexual, transgender, 
queer, two-spirit and other gender and sexual 
diversity

 12） 村松泰子「カナダ放送界の男女平等へ向けて
の取り組み（2）─カナダ放送協会における雇用
面での男女平等推進策─」『放送研究と調査』
1989年7月号

 13） SDGs：Sustainables Development Goalsの略
称。2015年国連で採択された「持続可能な開
発のための2030アジェンダ」に記載された国際
目標。環境や貧困問題の解決など17ある目標
の1つにジェンダー平等が掲げられている。


