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いると指摘している。氏はさらに，公共放送へ
の政治介入の例としてスペインの公共放送にも
触れ，公共放送の幹部が政治的な思惑によっ
て選ばれていると指摘している。

スペインの公共放送は全国向けのRTVE
（Radio	y	Televisión	Española, スペイン放送
協会）のほか，自治州や市町村など多数の地
域向けの公共放送が併存し，複層的なシステ
ムとなっている。そして，中央や地方の政府に
よる公共放送への介入や干渉がしばしば指摘
されている。また，公共放送は長年にわたっ
て財源難にも苦しんできた。そのため，外部か
らの圧力や介入を排除して公共放送の独立を
守り，財源の安定化を図ることは，スペインの
公共放送の積年の課題となっている。

本稿では，今日のヨーロッパの公共放送が
抱えるガバナンスと財源の問題について，スペ
インの公共放送を例に考えていく。

 1.  はじめに
公共放送の発祥の地であるヨーロッパで，

公共放送のガバナンスと財源をめぐる模索が
続いている。イギリスやイタリアで公共放送の
経営組織の改編が行われたほか，財源につい
てもドイツやフィンランドなどで見直しが相次い
だ。東欧諸国では，公共放送への政治介入の
動きも報告されている。

欧州評議会（Council	of	Europe）の人権委員
（The	Commissioner	for	Human	Rights）であ
るニルス・ミュイジュニークス（Nils	Muižnieks）
氏，は2017年5月，「脅威にさらされるヨーロッ
パの公共放送（Public	service	broad-casting	
under	threat	 in	Europe）1）」と題する論考を発
表し，ヨーロッパでは公共放送への政治介入に
対する法的な防護策が不十分であり，公共放
送の独立を守るための適切な財源が不足して

ヨーロッパで公共放送の組織と財源を見直す動きが相次いでいる。そうした中，スペインでも公共放送改革の
動きが始まった。スペインの公共放送は，全国放送機関と地方放送機関が併存する独特な制度となっている。国
内に多様な言語や文化を有し，地方の自治意識が強いスペインでは，地方の公共放送は地方のアイデンティティー
を象徴する存在でもある。しかし，近年は大手商業放送局による市場の寡占化が進み，公共放送全体の影響力
が低下している。そうした中，公共放送への政治の介入を排除し，国民の信頼を取り戻すための法改正の動きが
本格化した。しかし，独裁政治の歴史が長く，テレビも国営放送の時代が続いたスペインでは，今でも公共放送
を政府の放送と同一視する意識が残っているとされ，それが公共放送をめぐる最大の課題だとも指摘されている。
公共放送のあるべき姿をめぐって模索を続けるスペインの現状からは，公共放送が民主主義に根ざしたものであり，
人々の関心や理解に拠って立つものであることが改めて理解できる。

スペイン公共放送，
ガバナンスと財源をめぐる模索

メディア研究部		斉藤正幸
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 2.  スペインの放送の概要
（1）優勢な地上テレビ放送

スペインでは地上テレビ放送が国民に広く
親しまれていて，衛星放送やケーブルテレビな
どを含めたすべてのテレビの視聴シェアの8割
近くを占めている2）。スペインの地上テレビは
2010年にデジタル化が完了したが，それによっ
てチャンネル数が大幅に増えた。全国向け，
自治州向け，市町村向けなどさまざまな放送が
あり，公共放送と商業放送を合わせると，数
百に上るチャンネルが存在する 3）。

このうち，スペイン全土に向けて地上テレビ
放送を行っている放送機関は，2017年8月時
点で9局である。公共放送はRTVEの1局の
みで，残り8局は商業放送機関である。これら
9局による無料の全国放送のチャンネル数は合
計で32に及ぶ（表1）。

（2）地方分権を反映した公共放送制度

スペインは国内に多様な言語と文化を包含す
る国で，地方の自治意識が強い。かつてフラ
ンシスコ・フランコ総統による独裁体制が1930
年代から1970年代まで続き，その間は中央集
権体制がとられて地方分権の動きは抑えられた
が，フランコ総統没後の1970年代後半から始
まった民主化によって，地方自治を尊重する政
策がとられるようになった。

現在では，公共放送も地方自治制度を反映
した制度となっていて，スペインの放送法で
ある「視聴覚コミュニケーション一般法（Ley	
General	de	 la	Comunicación	Audiovisual）」
では，①国（Estado），②自治州（Comunidad	
Autónoma），③市町村（Municipio）が公共
放送を行うことができると規定されている。

スペインの公共放送の体系を整理すると表2

のようになる。
視聴覚コミュニケーション一般法では，全

国放送を行うRTVEだけでなく，自治州営放
送機関や市町村営の放送機関は，いずれも公

表 1　スペインの地上テレビ全国放送の概要

放送機関名 チャンネル
数 チャンネル名 事業形態

RTVE 7
La	1，La	2，	24h，Clan，
Teledeporte，La	1	HD，
Teledeporte	HD

公共放送

Mediaset
España 9	

Telecinco，FDF，Boing，
Cuatro，Divinity，
Energy，Be	Mad，
Telecinco	HD，Cuatro	HD

商業放送

Atresmedia 8
Antena	3，Neox，Nova，
Atres	Series，La	Sexta，
Mega，	Antena	3	HD，
La	Sexta	HD

商業放送

Net	TV 2 Disney，Paramount 商業放送

Veo	Televisión 2 Discovery	Max，Gol 商業放送

13	Televisión 1 13TV 商業放送

Radio	Blanca 1 DKiss 商業放送

Grupo	Secuoya 1 Ten 商業放送

Realmadrid
Televisión 1 RealmadridTV 商業放送
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共放送（servicios	públicos	de	comunicación		
audiovisual，視聴覚コミュニケーションの公共
サービス）を行う組織と定義されている。そし
て，いずれの放送機関も，それぞれの政府（行
政機関）からは独立して運営されている。

これらの公共放送機関のうち，市町村営の
放送機関は，放送時間や放送規模が限られ，
影響力も限定的である。そのため本稿では，
全国向け公共放送RTVEおよび自治州営放送
の2つを中心に，スペインの公共放送について
見ていくことにする。

 3.  全国向け公共放送（RTVE）
（1）RTVEの概要

全国向けの公共放送を行うRTVE（Radio	
y	Televisión	Española，スペイン放送協会）
は，首都マドリードの郊外にあるポスエロ・デ・
アラルコン市（Pozuelo	de	Alarcón）に本部が

ある。
ここには，テレビ，ラジオ，インターネット

サービスの制作拠点のほか，管理部門や技術
部門も置かれていて，マドリード市内中心部に
ある報道番組の制作拠点と合わせて，RTVE
の中枢機能を担っている。

RTVEの事業内容は，大きく5つの部門に
分けられる（図1）。

次に，これら5部門について順に概要を見て
いく。

①テレビ（TVE）

RTVEのテレビ放送は，TVE（Televisión	
Española，スペインテレビ）と呼ばれる。TVE
は放送局の名称としても広く使用されている。
TVEでは全国向けに7チャンネルで地上デジ
タル放送を行っている。このうち，1956年に
放送を開始し，スペインで最も歴史のあるLa	

放送対象地域 放送機関 放送機関の数

全国 RTVE
（スペイン放送協会） 1

自治州 自治州営放送機関 12（自治州の数は 17）

市町村 市町村営放送機関 およそ 70 4）

（市町村の数は8,124 5））

表 2　スペインの公共放送体系

RTVE 本部入口

RTVE
（Radio y Televisión Española スペイン放送協会）

TVE
（Televisión Española）

テレビ

Orquesta y Coro 
RTVE

交響楽団および合唱団

RTVE.es
インターネットサービス

Instituto RTVE
教育機関

RNE
（Radio Nacional de España）

ラジオ

図 1　RTVE の事業内容
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1（ラ・ウノ）がメイン・チャンネルで，報道か
ら娯楽までを網羅した総合編成チャンネルであ
る。このほか，文化番組の多いLa	2（ラ・ドス）
や，ニュース専門の24h，子ども向けのClan（ク
ラン），スポーツチャンネルTeledeporte（テレ
デポルテ）がある。さらにLa	1とTeledeporte
は，標準画質チャンネルのほかに高画質のHD
チャンネルでも放送している。

かつてTVEは視聴シェアで首位を占めてい
たこともあるが，ここ数年は視聴シェアが低下
し，2大商業局Mediaset	España（メディアセッ
ト・エスパーニャ）とAtresmedia（アトレスメ
ディア）にリードされている（図2）。

RTVEで視聴率調査を担当する調査企画	
部長（Director	de	Análisis	 y	Nuevos	Pro-
yectos）のイグナシオ・ゴメス・エルナンデス

（Ignacio	Gómez	Hernández）氏は，その理由
を次のように話している。
「2010年までは，La	1が視聴シェアトップで

した。しかし，2012年に予算が2億ユーロ（約
250億円）ほど削減されました。経済危機で交
付金が削減されたのです。それによって番組
制作費も削減され，プライムタイムに高額な予
算の番組を放送できなくなりました。自動車の
F1レースやオートバイの世界選手権なども放送
できなくなったのです。その結果，視聴者は他

のチャンネルに移ってしまいました。視聴率低
下のもう一つの要因は，地デジ化によってチャ
ンネル数が大幅に増え，競争が激しくなったこ
とです」

かつてアナログ放送の時代には，地上波の
全国放送は公共放送と商業放送を合わせて6
チャンネルだけだったが，デジタル化によって
チャンネル数は5倍以上に増えた。

TVEの視聴シェア低下の背景には，さらに
別の要因もある。ゴメス氏によると，それは
人々の視聴習慣の変化だという。
「スペインでは，他の国のように若者のテレ

ビ離れはあまり深刻化していません。たとえ
ば，商業放送Mediaset	Españaのチャンネル
Telecinco（テレシンコ）は若者の視聴割合が高
いのですが，リアリティーショーなどに人気が
あるのです。公共放送では作るのが難しい種
類の番組です。番組のスタイルや言葉遣いなど，

公共放送としては
放送するのが難し
い番組が視聴者に
は人気になってい
るのです」

TVEはテレビ国
際放送も行ってい
る。4つのチャンネ
ルでスペイン語放
送を行っているが，
国内向けと同じ番

組を国際放送用に再編成して放送している。
スペイン語人口の多い南北アメリカ大陸向けに
は専用の娯楽チャンネルで有料放送を行って
いる。国際放送は，海外におけるスペインの
理解促進という公共放送としての任務のほか，
収入源としての役割も担っている。

図 2　放送機関別テレビ視聴シェア
（2016 年 10 ～ 12 月）

RTVE 調査企画部長
イグナシオ・ゴメス氏
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②ラジオ（RNE）

RTVEの ラ ジ オ 部 門 は，RNE（Radio	
Nacional	de	España，スペイン全国ラジオ）と
いう呼称で親しまれている。全国放送4チャン
ネルとカタルーニャ向け1チャンネルで国内放
送を行っている。ラジオ国際放送は，Radio	
Exterior	de	España（スペイン海外放送）と
呼ばれ，7言語 6）で衛星，インターネット，短波
で放送・配信している。

③インターネットサービス（RTVE.es）　

RTVEのインターネットサービスRTVE.es
は，2008年に始まった。2013年9月には，テ
レビ放送とインターネットを融合したヨーロッ
パ型ハイブリッドキャストのHbbTVサービス
を，Botón	Rojo（赤いボタン）という名称で開
始した。ニュースなどをインターネット経由で
テレビ画面を通して視聴できるほか，9万時間
に及ぶ番組アーカイブのオンデマンドサービス
やキャッチアップサービス（見逃しサービス）も
無料で利用できる。RTVEでは2016年には
VR（バーチャルリアリティー）技術を利用した
番組制作に乗り出し，スマートフォンなどの携
帯端末向けの専用アプリを開発した。これに
より，誰もが番組の仮想現実の世界に入り込
む体験ができるということで注目を集めた。イ
ンターネットをはじめ放送と通信を融合させた
これらのサービスは，「視聴覚コミュニケーショ
ン一般法」などの法律によって，テレビやラジ
オと並ぶRTVEの基幹業務として位置づけら
れている。

④教育機関（Instituto RTVE）

RTVEには，職員や一般人を対象に映像や
音声に関する専門教育を行う高等教育機関も

設けられている。履修を終えると修士号を得ら
れるコースもある。

⑤交響楽団，合唱団

（Orquesta y Coro RTVE）

交響楽団と合唱団もRTVEの予算で運営さ
れている。コンサートはRTVEのテレビやラジ
オ，インターネットサービスで放送・配信され
る。外部のイベントでも演奏や公演を行う。

（2）予算と財源

RTVEの2017年予算 7）では，年間収入が総
額で9億7,500万ユーロ（約1,220億円）と見込
まれている。収入の内訳は，政府交付金が3
億4,360万ユーロ（約430億円），通信事業者
などが国に支払う公共電波準備税（電波利用
料）からの収入が3億8,000万ユーロ（約475
億円），通信事業者と放送事業者が公共放送
維持のために拠出する負担金が1億9,700万
ユーロ（約246億円）となっている（図3）。

RTVEの財源は，2009年までは政府交付
金と広告料収入が主なものであった。しかし，
スペイン経済の不振から広告料収入が減少し，
政府は2010年，RTVEの広告放送を廃止し，
代わりに商業放送事業者や通信事業者に公共

図 3 　RTVE の 2017 年収入の内訳
（2017年予算）
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放送負担金を課す制度を導入した。負担金導
入の根拠は，RTVEの広告廃止によって，そ
れら事業者の広告料収入の増加が見込まれる
というものだった。そのため，負担を課す通信
事業者については，衛星放送やケーブルテレ
ビなどの放送事業も行う事業者が対象とされ
た。負担金の額は，地上テレビなど無料放送
を行う商業放送事業者は総事業収入の3％，
衛星放送やケーブルテレビなどの有料放送事
業者は1.5％，通信事業者は0.9％とされた 8）。

しかし，負担金制度に対しては，主に通信
事業者らが反対の声を上げた。事業者らは，
RTVEの広告放送廃止による収入の増加はな
いとし，負担金制度は憲法が定める「公共サー
ビスへの公平負担」の原則に違反しているとし
て，制度の廃止を求めて提訴した。法廷での
争いは長期化し，制度導入から7年以上が過

ぎた2017年6月になって，最高裁は通信事業
者らの主張を退けて負担金制度の合憲性を認
め，この問題はようやく決着した。

しかし，負担金収入はかつての広告料収入
には及ばず，交付金の削減もあってRTVEの
財源難は深刻化した。2010年には年間予算
が12億ユーロ（約1,500億円）あったものが，
2012年には9億6,600万ユーロ（約1,200億円）
まで縮小した。

（3）組織

次に，RTVEの組織がどのように運営され
ているのかを見ていく。組織を簡略化して図示
したものが図4である9）。

RTVEは職員が6,400人ほどの組織で，最
高意思決定機関は経営評議会（Consejo	 de	
Administración）である。経営評議会は，

RTVEの経 営の基
本方針を決定する機
関で，そのメンバー
である9人の評議員
は，有識者や外部
のジャーナリストな
どから国会で選出さ
れる。任期は6年と
され，再任は認めら
れていない。

RTVEの 実 務 の
最高執行責任者は
会長（Presidente）だ
が，会長も国会で選
出される。会長は，
経営評議会の議長も
兼任する。組織上は
経営評議会の下に理

図 4　RTVE の組織（概略）

経営評議会（Consejo de Administración）
※議長が RTVE会長（Presidente）を兼務

理事会（Comité de Dirección ）
※RTVE会長が理事会議長を兼務
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ラジオ 広報・
部内調整
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事会（Comité	de	Dirección）以下の実務組織
があるが，会長は，理事会の議長も兼任するな
ど権限が極めて大きい。

RTVEには，国内17の自治州のうち，本部
のあるマドリードを除く16の自治州と，アフリ
カにあるスペインの飛び地の2つの自治市に，
合わせて18の地方局がある。地方局はニュー
スの取材拠点となっているほか，カタルーニャ
やカナリア諸島などの一部の局ではニュース以
外の番組制作も行っている。さらに，RTVE
には海外17都市に支局がある。内訳はヨー
ロッパ7，南北アメリカ7，中東・北アフリカ2
で，アジアは中国・北京の1か所である。いず
れも特派員が常駐して取材活動を行っている。

（4）政府との関係

スペインの公共放送については，政府から
独立した組織として運営することが法的に規定
されているが，実際には政党や政府の影響力
が大きいと言われる。

RTVEの場合，経営評議会のメンバーは政
党の推薦により選出されるため，政党に近い人
物が就任する。そして，国会の過半数の賛成
で選任されることになっており，国会で多数の
議席を占める政党の影響力が大きい。

2017年8月時点でRTVEの評議員を務める
9人のうち，6人が与党・国民党（PP）の推薦

を受けた人物で，残り3人が野党の推薦によ
る。これは，議会の党派別議席数とは大きく
異なる割合である（図5および図6）10）。与党の
意向がRTVEの経営に反映されやすい構造に
なっていると言えよう。

この問題について，RTVEの報道記者であ
り，公共放送に関する研究グループをメディア
研究者らと組織しているペドロ・ソレール・ロ
ハス（Pedro	Soler	Rojas）氏は，次のように指
摘している。
「イギリスのBBCやドイツのZDF,	 日本の

NHKのように，公共放送は公共サービスを行
う組織だと認識されている国もありますが，ス
ペインの公共放送は政党が権力の分配をする
機関だと考えられているのです。RTVEは政
治の道具になっているということです」

経営評議会をめぐっては，2017年に新たな
動きがあった。6月に国会の下院で，RTVEの
経営評議会のメンバー選出に関する法の改正
案が全会一致で可決されたのである。これま
では評議員は国会の過半数の賛成で選出する
とされていたが，改正案では3分の2以上の賛
成が必要とされた。これにより，評議員選出
にはさまざまな党派の同意が必要となり，与党
系評議員による独占状態が改善されると期待
する声が上がっている。

ぺドロ・ソレール氏は次のように話している。

図 5　RTVE 経営評議会の
メンバー構成

図 6　2016 年総選挙後の議会下院の
党派別議席数の割合
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「3分の2の賛成
が必要とされるほ
うが，過半数の賛
成で選出されるよ
りも多くの政党の
同意が必要になり，
その結果，経営評
議会が多様なメン
バー構成になりま
す。これまでのよう
に経営評議会での

決議が与党の主張ばかりに偏ったものではなく
なり，多様な意見が反映されたものになります」

法案は今後，上院での審議を待つことにな
るが，与党が過半数を占める上院での議論の
行方が注目されている。

（5）報道評議会

RTVEは政府や政党などの影響力の排除が
課題とされているが，ここで，そのために設け
られた組織について触れてみたい。

それは，報道評議会（Consejo	de	Informa-
tivos）である。RTVEが外部からの圧力によっ
て偏向した報道をすることがないよう，報道内
容の客観性と正確さが保たれているかを監視
する内部組織である。報道評議会は，報道部
門の職員から選ばれた評議員によって構成され
ている。テレビ部門，ラジオ部門，インターネッ
ト部門それぞれに評議会が設けられ，いずれ
も10人前後の評議員がいる。評議員は，各報
道部門の職員全員の投票によって選出される。

報道評議会の活動について，テレビの報道
評議会議長を務めるアレハンドロ・カバジェー
ロ（Alejandro	Caballero）氏に話を聞いた。
「我々の役目は，世界的に認められている

ジャーナリストとし
ての倫理や権利が
守られているかど
うかを監視するこ
とです。そのため，
社内の人間から番
組制作の自由や表
現の自由の侵害と
思われるクレームを
受け付けます。そ
れを調査したうえ

で，経営幹部に改善を要求します。昨年（2016
年）1年間には，報道倫理違反や報道内容の
意図的な操作，報道内容の検閲といった問題
が50件もありました。最近2年間は，経営陣
とかなり対立してきました」

報道評議会は，街頭デモを行ったり，国会
に働きかけを行うこともある。2017年2月には，
RTVEの3つの報道評議会が職員2,000人あ
まりの署名を添えて，RTVEの改革を求める
請願書を国会の各会派に提出した。請願書で
は，RTVEで働くジャーナリストの自主性を保
障することや，公共放送が政党や政府の宣伝
機関として使われることがないよう早急に対策
を講じることを求めた。

報道評議会は，スウェーデンなどに見られる

ペドロ・ソレール氏

マドリード市内にある RTVE の報道部門本部

報道評議会議長
アレハンドロ・カバジェーロ氏
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新聞評議会（Press	Council，報道評議会とも
言う）にならって設けられたもので，RTVEの
設立を規定した2006年成立の「国有ラジオ・
テレビ法（Ley	de	 la	Radio	y	Televisión	de	
Titularidad	Estatal）」に設置が規定されてい
る。報道評議会には事業運営に関する決定権
はないものの，ジャーナリストの立場から組織
を監視するという機能は，報道への介入に警
鐘を鳴らすという意味で大きな意義がある。さ
らに，こうした組織の設立が法律で規定され
ていることも注目に値する。一方で，こうした
組織が必要とされること自体が，報道への介
入が珍しくないスペインの公共放送の現状を反
映しているとも言えるだろう。

 4.  自治州営放送
ここからは，地方の公共放送について見てい

く。スペインに独特の存在で，RTVEと並ん
で影響力の大きな公共放送機関が自治州営放
送機関である。

（1）自治州営放送の概要

スペインは，全国が17の自治州
に分かれているが，そのうち12州
に自治州営放送機関が1局ずつ存
在する（図7）。いずれもテレビ・ラ
ジオの両方で自治州内向けに放送
を行っている。このうち4局は，ス
ペイン語以外の言語で放送をして
いる。カタルーニャ自治州（カタルー
ニャ語，アラン語），バレアレス諸
島自治州（カタルーニャ語），バス
ク自治州（バスク語）11），ガリシア
自治州（ガリシア語）の各放送機関

で，いずれも地域言語の継承・普及が放送の
主目的の一つとされている。12局はいずれもテ
レビとラジオで毎日24時間放送を行っており，
中にはカタルーニャやバスクのように，テレビ
とラジオそれぞれ5チャンネルといった多チャ
ンネルで放送しているところもある。

（2）テレマドリード（Telemadrid）

次に，自治州営放送の一例として，マドリー
ド自治州の放送機関テレマドリードの現状を
見てみる。

テレマドリード（Telemadrid）とは「マドリー
ドテレビ」という意味だが，正式名称をEnte	
Público	Radio	Televisión	Madrid（マドリー
ド・ラジオ・テレビ公共機関）と言う。

全国放送のRTVEと同じく，マドリード近郊
のポスエロ・デ・アラルコン市に本部がある。

テレマドリードは，この本部を拠点に，首都
マドリード市と周辺の177市町村で構成される
マドリード自治州向けに放送を行っている。自
治州の人口は680万，面積はおよそ8,000平方
キロで，日本で例えると東京，神奈川，埼玉

図 7　スペインの自治州
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の1都2県を合わせた程度の広さである。
テレマドリードは，テレビ2チャンネル，ラジ

オ1チャンネルで放送を行っている。テレビは，
メインチャンネルのTelemadridがニュースや映
画などの総合編成チャンネルで，第2のチャン
ネルLa	Otra（ラ・オトラ，「もう一つのチャンネ
ル」）はすべて再放送番組で編成されている。
過去に放送された料理番組や科学番組，音楽
番組などが放送されている。ラジオは，ニュー
スや音楽などで編成されるOnda	Madrid（オ
ンダ・マドリード，「マドリードの波」）の1チャ
ンネルである。

全国放送のテレビ局が集中する首都にある
テレマドリードは，視聴率が低迷している。
2016年のマドリード自治州における年間平均
視聴シェアは，メインチャンネルのTelemadrid	
が4.8％，再放送チャンネルのLa	Otraが0.7％
だった 12）。首都にある放送局ということで，他
の地方局と異なり，全国放送局との差別化が
難しいとも言われるが，視聴率低迷の要因の
一つは，かつての深刻な経営難とそれに伴う
効率化である。

テレマドリードは，2012年に2億8,000万
ユーロ（約350億円）に上る巨額な累積赤字を
抱えて経営難に陥った。そのため，一時は局
の閉鎖も検討されたが，2013年，従業員の3

分の2にあたる860人の大規模な要員削減を
行い，事業の大幅な効率化を行うことによって
閉鎖を免れた。2017年2月時点では，従業員
数は契約社員も含めて348人となっている。

人員削減により番組の外注化が進み，再放
送が増えた。第2チャンネルLa	Otraがすべて
再放送になったのも効率化の結果である。現
在では娯楽番組や音楽番組は完全に外注化さ
れ，制作スタッフでは報道番組の記者，プロ
デューサー，アナウンサーだけが職員である。

こうした大規模な効率化により，経営状態
は改善した。2016年は年間収入が7,740万ユー
ロ（約97億円）で支出が6,590万ユーロ（約82
億円）と，1,140万ユーロ（約14億円）の黒字
を達成した。主な収入源はマドリード自治州政
府の交付金と広告料である。

テレマドリードなどの自治州営放送機関は，
それぞれの自治州法によって設立が規定され
ている。テレマドリードの場合は，「マドリー
ド・ラジオ・テレビ法（Ley	8/2015,	de	28	de	
diciembre,	de	Radio	Televisión	Madrid）」に，
設立の目的や活動内容，組織，財源などが規
定されている。それらの規定は，財源以外は
全国放送機関のRTVEと共通する部分が多
い。最高意思決定機関は，テレマドリードの
場合も経営評議会であり，その評議員が議会

テレマドリード本部

テレマドリードのニュースルーム
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（テレマドリードの場合はマドリード自治州議
会）で選出されるのも共通である。

再建途上にあるテレマドリードでは，視聴
率を回復し，地方の公共放送としての存在価
値を高めるため，ローカルニュースを重視した
報道番組の強化を図る方針である。報道副局
長（Subdirector	de	 Informativos）のバレン
ティン・カレラ・ボレアス（Valentín	Carrera	
Boleas）氏は，次のように話す。
「これまでは全国放送局と同じように全国の

ニュースや国際ニュースが多かったのですが，
今後はマドリードや近郊のニュースを増やしま
す。他のテレビ局では取り上げないマドリード
に関する情報を提供するという，我々の放送
の原点に帰ります。報道番組を増やすのには，

二つの理由があり
ます。一つは視聴
者が報道番組を求
めていること。もう
一つは，予算の制
約によるものです。
報道番組は，ドラ
マ番組を作ったり，
サッカーの試合の
放送権を買ったりす
るのよりはコストが

かからないのです。我々の限られた予算では，
シリーズ・ドラマを作ったり，サッカーの欧州
チャンピオンズリーグを放送したりすることはで
きません」

テレマドリードでは今後，報道強化のために
要員増を図る計画である。大規模な効率化を
経て，テレマドリードは再生の道を歩み始めて
いる。

（3）自治州放送機関連合（FORTA）

テレマドリードは経営危機から立ち直った自
治州営放送機関の代表的な例だが，ここで自
治州営放送機関の全体状況を見ていく。

スペインの自治州営放送機関は，ドイツの
ARD（ドイツ公共放送連盟）に加盟する州放
送協会（Landesrundfunkanstalt）と比較され
ることもあるが，スペインの場合は各局の独
立性がより強く，経営も個別に行われている。
放送番組も，原則として各局が独自に制作して
いる。その最大の理由は言語の問題で，スペ
イン語以外で放送を行っている放送機関が複
数存在するため，各局共通の番組を制作する
のが難しいことによる。さらに，地域の独自
性を尊重する社会的風土もあり，共通の番組
が好まれないとも言われる。

一方で，スペインの自治州営放送機関は，
制作力の強化を図る目的で緩やかな連合体
を組織している。それが，自治州放送機関連
合「FORTA（La	Federación	de	Organismos	
o	Entidades	 de	Radio	 y	Televisión	Auto-
nómicos，フォルタ）」で，12の自治州営放送機
関のうち，エストレマドゥーラ自治州を除く11
州の放送局が加盟している。

FORTAの事務局はマドリード市内にある。テレマドリード報道副局長
バレンティン・カレラ氏

FORTA 事務局
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FORTAは，加盟局に代わって映画などの放
送素材の購入を一括して行うほか，加盟局同
士がニュースを相互に利用するためにニュー
スの中継や素材配信業務を行っている。マド
リード市内のFORTA事務局にはそのための
スタジオも用意されている。

自治州営放送局の中には，ガリシア自治州
やカタルーニャ自治州の放送局のように，地域
における視聴シェアが10％を上回って全国放
送局をしのぐところもあるが，一方でシェアが
2 ～ 3％と低迷しているところもある13）。かつて
のテレマドリードのように経営不振に苦しむ放
送局もあり，中には閉鎖されたところもある。

バレンシア自治州にあったRTVV（バレンシ
ア・ラジオ・テレビ）は，巨額の赤字を抱えて
2013年11月に閉鎖された。従業員が1,500人
を超えて自治州営放送機関としては規模が大
きかったが，放漫経営を指摘する声も上がっ
ていた。しかし，同局の閉鎖後，地元では地
域の言語であるバレンシア語による自治州営
放送の復活を望む声が高まり，2016年には自
治州議会と州政府が新たな州営放送機関の
設立を決めている。

経営環境が厳しい中でも地方の公共放送が
望まれる背景には何があるのか。FORTAの
事務局長（Director	General）であるエンリ

ケ・ラウシリカ・アラナス（Enrique	Laucirica	
Aranaz）氏は，自治州営放送局の存在意義を
次のように語る。
「ヨーロッパでは，地方がとても大切なので

す。EUでもスペインでも，法律で地方の重要
性が明記されています。スコットランドにして
も，カタルーニャにしても，地方のアイデンティ
ティーがとても重要なのです。そして，地方に
は全国放送とは別
のメディアの存在
が求められている
のです。ヨーロッ
パでは，国が生ま
れる前から地方は
存在し続けていま
す。我々の文化は
地方に根ざしてい
るのです」

地方の公共放送は，地方のアイデンティ
ティーの象徴でもある。もともと多様な言語や
文化を有する地域が集まってできたスペインと
いう国の成り立ちが，公共放送にも反映されて
いるということである。

 5.  公共放送をめぐる課題
ここまで，スペインの公共放送について，

全国放送と地域放送の2つの公共放送の現状
を見てきた。最後にそれらの公共放送をとりま
く課題を整理する。課題は大きく以下の3点に
絞ることができる。

（1）財源

スペインでは，周辺のヨーロッパ諸国と異な
り，受信料などの視聴者が直接拠出する負担

FORTA のスタジオ

FORTA 事務局長
エンリケ・ラウシリカ氏
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金制度はこれまで存在したことがない。これ
は，スペインでテレビ放送が始まった1956年
当時，テレビが独裁政府による国営だったこ
とに起因する。政府の放送であったため政府
予算から資金が拠出され，放送開始後まもな
く広告放送も始めたことから，広告収入も財
源とすることになった。1980年に国営放送は
改編されて公共放送RTVEに変わったが，財
源は変わらなかった。その後，前述のように，
2010年になって広告放送が廃止されて事業者
負担金が導入されたが，RTVEの経営状態は
改善されたとは言い難い。財源難とそれに伴う
視聴率低下は，自治州営放送機関も含めてス
ペインの公共放送に共通の課題となっている。

FORTA事務局長のラウシリカ氏は，公共
放送の財源をめぐる問題について次のように指
摘している。
「スペインの公共放送機関の問題は，視聴

者が支払う負担金がないことです。負担金は，
安定的な財源モデルです。これによって，政
府への依存が弱まります。経営がより透明で
厳格になり，政府に対してではなく市民に対し
て説明責任が生まれます。残念ながら，スペ
インではこれまで視聴者負担金の導入を唱え
る政治家がいなかったのです」

スペインの放送メディアに関する研究者でマ
ドリード・コンプルテンセ大学教授（Catedrá-
tico,	Universidad	Complutense	de	Madrid）
のエンリケ・ブスタマンテ・ラミレス（Enrique	
Bustamante	Ramírez）氏は，RTVEの財源
について次のように話している。
「もはや広告放送を復活するのは難しいと思

います。経済危機は続いていますし，視聴者
はTVEに広告がないことに慣れてしまってい
ます。今後，国民が払う負担金制度の導入も

考えるべきです。ただし，負担金は他の多くの
ヨーロッパ諸国とは異なり，所得税申告に連
動させて，収入に応じて額が変わるものにしま
す。収入が多い人はたくさん払い，少ない人は
少しだけ払うという制度です。フランスやドイ
ツやイギリスの受信料や負担金は，一律の金
額です。その場合，経済状況が悪化すると払
うのが困難になる人がたくさん出てきます。年
金生活者や失業者をどうするかといった問題も
深刻になります。そこで，税金と一緒に負担金
収納を行うこととし，収入に応じて負担額が決
まるようにするのです。すでにフィンランドはそ
うしていて，国民が負担すべき額を5段階に分
けています」

しかし，受信料や負担金を払う習慣のな
かったスペインの人々に，負担金制度が受け
入れられるのであろうか。ブスタマンテ氏は，
現状のままでは国民の理解を得るのは難しい
としたうえで，次のように語る。

「テレビというの
は，供給があって
需要が生まれます。
もし，質の良い番組
がなければ，需要
は生まれません。で
すから，公共放送
全体の改革が必要
で，真に質の良い番
組が必要です。そ
して，質の良い番組

が提供できるようになって，人々が公共放送
の価値を理解できるようになった段階で，受
信料制度を導入するのです」

RTVEの財源をめぐっては2016年7月，放
送を所管する独立規制機関CNMC（市場競

エンリケ・ブスタマンテ
教授
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争委員会）14）から，公共放送の経営安定化の
ため，安定した財源の導入を図るべきである
として制度の見直しを求める提言が出されて
いる。さらに，RTVEなどの公共企業を所管
する政府機関SEPI（産業出資公社）からは，
ほぼ時を同じくして，RTVEの経営効率化を
求める提言も出された。財源のあり方も含めた
公共放送の経営安定化をめざす議論は，今後
本格化していくことが予想される。

（2）放送市場の寡占化

スペインでは，大手商業放送2社による放
送市場の寡占化が，公共放送の経営を一層難
しくしている。

スペインでは2005年に一部で地上デジタル
放送が始まったが，当時の社会労働党（PSOE）
政権は，新規事業者の参入を促すことで市場
を活性化しようとし，デジタル化によるチャン
ネル増を図った。しかし，デジタル化完了後の
2011年に国民党（PP）政権が誕生すると，今
度は一つの放送局が多くのチャンネルを所有す
ることが認められるようになった。その結果，
商業放送局は市場シェア拡大を図ろうと合併
に動き出した。こうして市場の寡占化が進み，
2017年8月時点では，全国放送の32チャンネ
ルのうち大手のMediaset	Españaが9チャン
ネル，Atresmediaが8チャンネルを所有して
いる（表1）。

前出のブスタマンテ氏は，これら2社の放送
市場における影響力は支配的だとして，次のよ
うに話している。
「テレビ産業というのは規模がものを言う世

界です。規模が大きくなると利益も幾何級数
的に大きくなります。スペインでは，テレビ視
聴シェアの1％は，平均すると年間2,300万～

2,400万ユーロ（約29億～30億円）の広告収
入になると言われていますが，小さなテレビ局
の場合は100万ユーロ（約1億3,000万円）に
しかなりません。一方で大手は4,000万ユー
ロ（約50億円）になります。ですから，2大
放送局を合わせた視聴シェアは56％程度です
が，広告収入のシェアは88％にも達するので
す。広告市場は，視聴シェアには比例していま
せん。その結果，地方の公共放送局やそのほ
かの小さなテレビ局は経営が厳しくなるわけで
す」

商業放送局の巨大化はRTVEの影響力低
下を招いているほか，広告料収入も財源として
いる地方の公共放送局の経営も悪化させてい
て，公共放送全体にとって脅威となっている。
さらに，競争が阻害されることで市場の活力
が失われ，放送番組の質の低下を招くなど放
送文化に与える悪循環が懸念される。

（3）ガバナンス

スペインでは1980年までテレビは国営放送
だけであった。1980年に国営放送が改編され
て誕生した公共放送RTVEは，当初，政府
が会長を選ぶなど国営放送時代の名残りとも
言える制度が残っていた。その後，公共放送
として政府から独立した機関とするために組
織や制度の見直しが何度も行われて，現在に
至っている。その結果，今では，制度上は政
治や商業的圧力から独立した公共サービス組
織として位置づけられ，それは，ヨーロッパの
多くの公共放送とも共通である。しかし，スペ
インにおいては，公共放送が「政府の放送」
と混同されているとも言われる。

テレマドリードの報道副局長であるバレン
ティン・カレラ氏は，次のように語る。
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「スペインの公共放送は，スペインのテレビ
がフランコ独裁主義の中で生まれたという『原
罪』を背負っていると言う人々がいます。かつ
てスペインのテレビはフランコ独裁政権によっ
て絶対的に支配されていました。スペインのテ
レビは昨年（2016年）60周年を迎え，フラン
コが死んでからも半世紀近くが経ちましたが，
それでもなお原罪を引きずっているのです。地
方政府にも，公共放送機関は政府のものだと
考えている人がまだたくさんいます」

放送に関する独立規制機関CNMCが2016
年11月に発表した公共放送に対する市民の
意識調査の結果では，RTVEの報道が客観
的でないと考える人は24.9％で，客観的だと
答えた人の23.9％を上回った。また，政治報
道において，政党の主張などが党派別に適切
な割合で報道されているかどうかについては，
28.5％の人が適切ではないとしている。適切
だと答えた人は19.5％だった。RTVEの報道
ジャーナリストのペドロ・ソレール氏は，次の
ように話す。
「RTVEでは情報操作が行われているとい

うイメージがあり，ニュースの信頼性に欠ける
という悪いイメージが持たれています。視聴率
が下がったのは，視聴者の信頼を失ったこと
によると思います」

このような状況下，RTVEの信頼回復のた
めに始まったのが，前述のRTVEの経営評議
会の改革の動きである。6月に下院を通過した
法案には，RTVEの会長を民主的に選出する
ため，会長を公募したうえで国会で選任すると
いう方針も盛り込まれている。公共放送が国
民の信頼を得られる機関として生まれ変わるの
か，ガバナンス改革の行方に注目が集まってい
る。

 6.  おわりに
取材中に，複数の人々から「原罪（pecado	

original）」という言葉を聞いた。もともとは，
キリスト教で人類が最初に犯したという罪を表
す言葉だが，スペインでは独裁体制の残した
負の遺産という文脈でも使われるようである。
民主主義の歴史が比較的浅く，人々の考え方
に独裁体制の影響がまだ残っていることが，
公共放送にも影を落としているということがう
かがえた。放送が政治の影響を受けやすいこ
とを実感させられる言葉である。

RTVEのジャーナリスト，ペドロ・ソレール
氏は，公共放送に対する市民の意識について，
次のように語っている。
「公共放送は，教育や公衆衛生ほど大切な

公共サービスとは考えられていません。情報を
得る権利は，憲法に保障された権利です。そ
れは，健康や住まいを確保するのと同じ権利
です。しかし，人々は良い情報を得るというこ
とに関心がありません。公共放送が権利であ
り，必要なものであり，社会にとって利益にな
るということが人々に浸透していないのです」

スペインの公共放送が抱える課題は，広い
意味で世界の公共放送に共通の課題でもあ
る。公共放送のあるべき姿をめざして模索を
続けるスペインの現状からは，公共放送の基
盤が人々の公共放送への関心と理解にあり，
そのために公共放送にもたゆまぬ努力が求め
られるということを改めて認識させられた。

（さいとう	まさゆき）
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＊	あとがき	＊
今回の取材に関しては，RTVEのSr.	Juan	Carlos	
Carrazón	Castro,	Sr.	Juan	Carrillo,	Sra.	María	
Dolores	Villar	 Guzmán,	 Sr.	Manuel	 Gómez	
Zotano,	Sra.	María	Jesús	Pérezの各氏，および
TelemadridのSra.	 Inmaculada	Durán	Belmez
にもご協力いただいた。改めて感謝申し上げる。

注：
	 1）	https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/

public-service-broadcasting-under-threat-in-
europe?desktop=true

	 2）	放送に関する独立規制機関 CNMC（注 14 参照）
が発表した 2016 年 10 ～ 12 月期の視聴シェア
で，地上デジタルテレビは 78.5％を占めている

	 3）	欧 州 視 聴 覚 研 究 所	（European	Audiovisual	
Observatory：EAO）のデータベースMavise に
よる
http://mavise.obs.coe.int/

	 4）	同上
	 5）	財務・公共省（Ministerio	 de	 Hacienda	 y	

Función	Pública）の地方自治体登録データ
（Datos	del	registro	de	Entidades	Locales）による
http://ssweb.seap.minhap.es/REL/frontend/
inicio/municipios/all/all

	 6）	スペイン語，英語，フランス語，ロシア語，ポ
ルトガル語，アラビア語，セファルディ語

	 7）	2017 年予算（スペインの財政年度は暦年と同じ）
の額についてはすべて日刊紙 El	PAÍS のオンラ
イン記事（2016 年 7月22日付）にもとづく
https://economia.elpais .com/economia/
2016/07/21/actualidad/1469117078_324663.
html

	 8）	この制度はもともとフランス政府が導入を試み
たもので，スペインはそれにならった形だが，
フランスではその後，政権交代によって広告放
送の廃止が見送りとなった

	 9）	RTVE が公表している組織図をもとに筆者が
簡略化して作成したもの

	10）	現在の評議員は 2016 年の総選挙より以前に国
会で選出されているが，総選挙以前から国会の
与党の議席の割合よりも RTVE の経営評議会
における与党系の評議員の割合のほうが大きい

という状態が続いている
	11）	バスク自治州営放送機関はスペイン語でも放送

している
	12）	テレマドリードの発表による数字で，衛星放送

やケーブルテレビなども含めた全テレビの視聴
者に占める割合

	13）	出典：視聴率調査会社 Barlovento	Comunica-
ción の「ANÁLISIS	MENSUAL	DEL	COM-
PORTAMIENTO	 DE	 LA	 AUDIENCIA	
TELEVISIVA（テレビ視聴行動月次分析 2017
年 6 月）」

	14）	CNMC（Comisión	Nacional	de	los	Mercados	y	
la	Competencia）は，通信，放送，航空，鉄道，
郵便事業などを所管する規制監督機関で，自由
競争を促進して消費者の利益を保護することを
目的としている
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