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要

約

NHK 放送文化研究所の海外メディア調査グループでは 2012 年に，
「世界の公共放送の制度と財源」報
告をまとめた。本稿はその改訂版である。世界の 8 つの国と地域（イギリス，フランス，ドイツ，イタリア，
スペイン，韓国，台湾，アメリカ）の公共放送について，サービス・企業統治・財源のあり方の観点で調査
してまとめた。
前回から5 年余りのうちに，主要国では地上デジタル化が終了し，放送と通信の融合が一層進展した。
調査したヨーロッパの公共放送では 2009 年までに融合のための法整備を済ませており，公共放送の業務
範囲も放送からネットの利用まで拡大した。それぞれの公共放送局では，ネット上で番組を放送と同時にあ
るいは見逃し視聴できるサービスを提供している。さらに，BBC では若者向けテレビチャンネル BBC3を
2016 年に放送からネットに完全に切り替え，ドイツのARDとZDFは既存のテレビチャンネルを廃止したう
えで共同で 2016 年に若者向けの新たな配信サービスfunkを開始した。フランステレビジョンも2016 年にネ
ットとテレビで同時配信される24 時間ニュース専門サービスFranceinfoを始めた。
ネットへの展開に合わせて，受信料制度も改正されている。ドイツでは 2013 年1月に，公平負担の確保
を目的に，受信機所有の有無にかかわらず住居単位で一律の料金を徴収する放送負担金制度が導入され
た。BBC iPlayer による見逃し視聴は受信許可料の支払い義務から外れていたが，2016 年に支払い対象
となるよう制度改正が行われた。また，イタリアでは 2016 年に受信料の徴収業務を電気事業者に委託する
よう変更された。
企業統治システムの変更も行われている。BBC では 2017 年，業務執行責任を持つBBC 理事会を内部
に新設する一方，BBC の規制監督は初めて外部の独立機関 Ofcom が担うことになった。
このように主要国の公共放送は，メディア環境の変化に対応して変革を続けている。今後も，運営財源
の確保や効率化など課題は残る。加えて，視聴者のメディア利用実態や社会構造の変化に対応し「公共放
送はどのような任務と役割を果たすべきか」という古くからの問いを再考することも求められるだろう。
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はじめに

転換期にある」ととらえ，公共放送のサービス
と財源のあり方の変化に注目した。調査から，
地上デジタル放送への移行完了後，ヨーロッパ

本稿は，世界の公共放送についてサービス/

の公共放送を中心に多チャンネル化の傾向がみ

規制と企業統治 / 財源調達を中心に現状を把

られ，どの国も2009 年までに融合法制化を完

握し，比較検討することで，各国の公共放送

了したうえ，公共放送の業務範囲も放送からイ

の共通の課題を見出すことを目的としている。

ンターネットの利用まで拡大したことが明らかに

今回の調査報告は，2005 年，2012 年に続

なった。その代表的な新サービスが，インター

く3 回目のもので，調査対象はイギリス/BBC，

ネット上でテレビ番組とラジオ番組を放送と同

フランス/フランステレビジョン（ FT）
，ドイツ/

時あるいはオンデマンドで視 聴できる見逃し

ARDとZDF，イタリア/RAI，スペイン/RTVE，

サービス（catch up service）である。

韓 国 /KBS， 台 湾 /PTS， アメリカ/PBSと

その後，各国の公共放送の中でも，イギリス

NPRの 8 か国の公共放送機関である。2012 年

のBBC は，若者向けのテレビチャンネルBBC

調査では台湾を加え，今回はスペインの公共

Threeを2016 年に放送からインターネットへ完

放 送 RTVEを加えた。RTVE は1980 年に国

全に切り替え，オンライン専門チャンネルとなっ

営から公共放送化され，全国向けの公共放送

た BBC Threeに向けたオリジナル番 組を制

RTVEと各自治州が運営する公共放送とが並

作・配 信し始 めた。 一方， ドイツのARDと

存するところに特徴がある。

ZDFは既存のテレビチャンネルを廃止し，共同

ここであらためて本調査における「公共放送」

で若者向けの新たな番組配信サービスfunkを

の定義を確認しておく。それは，各国の公共

開始し，多様なジャンルの番組を制作・配信し

放送について，公共法人であろうが，政府持ち

ている。そして，BBC ThreeもfunkもYouTube

株会社であろうが，その事業形態の差異にか

やFacebookをはじめとした動画共有サイトに番

かわらず，①編集権の独立が法律で保障され

組コンテンツを積極的に配信している。また，

ていること，②公共放送の運営に受信料ある

FTもインターネットに活路を見出し，2016 年に

いは政府交付金，公共放送の運営を目的とし

24 時間のニュース専門サービスFranceinfoを

た税金等，なんらかの公的資金が利用されて

開始した。これらの新サービスは，公共放送の

いること，というこの2 点をもって，公共放送

ネット利用という基本方針の延長線 上にある

と定義している。また，国によっては複数の公

が，
「インターネットはテレビの補完的な位置づ

共放送機関が存在するが，対象とした機関は，

け」という考えからの180 度の転換を示してい

原則的に全国放送を行い，かつ地域放送サー

る。

ビスも行っている公共放送である。

ところで，テレビ番組の視聴時間は，イギリ
スの放送と通信の独立規制機関であるOfcom

公共放送のサービスと利用
前回の調査では，
「世界は放送・メディアの
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（ Office of Communications）の調査によると，
2015 年現在，アメリカが最長の274分，最短
が韓国の193 分だったが（図 1 ），2005 年の調
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査と比較すると，米英で微増，独仏伊で増加

しかし，そのBBCを2012 年の実績と比較し

しており，インターネット上でさまざまなコンテン

てみると，週間リーチは 85.6% から6.6 ポイント

ツが利用可能になったにもかかわらず，テレビ

減少している。

番組の視聴時間は減少するどころか，増加の
傾向にある。
図1

SVODサービスの台頭と公共放送
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VOD サービスの先駆者であり，とりわけイギリ
スでは BBC の iPlayer の成功が，インターネッ

こうした中，テレビ視聴者全体に占める公共
放送チャンネルの視聴の割合は，BBC（BBC

ト上でのVOD サービスの利用の拡大を牽引し
たとみられている。

ONE, BBC TWO 合計）27.9%，FT（ F2, F3,

図 3 は，テレビ番組や映画というコンテンツ

F5 合計）25.9%，ARD（第1，第2合計）24.2%，

視聴に関するVOD の利用状況を示している。

RAI（全チャンネル合計）36.7%，RTVE 16.5%

FTA（free to air）は無料放送チャンネル，つ

となり，イタリアのRAIを除き3 割を切っている

まり公共放送など地上テレビチャンネルを指し，

（ 2017年文研調べ）。また，テレビの週間リー

SVOD はインターネットを通じた有料動画配信

チをみると，ヨーロッパの公共放送ではイギリ

サービスである。アメリカでは，SVOD サービ

スのBBCが 79%と最も高い（図 2 ）
。
図3

図2 公共放送の週間リーチ
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スの割合が高いが，ヨーロッパでは公共放送

いかという危機感を表明した。フランスのFT

や無料地上テレビによるVOD サービスの利用

は，グローバルに展開するSVOD サービスに対

が圧倒的に多い。

抗して，2018 年に，フランスのオリジナル作品
を提供する新サービスの開始を計画するなど，

公共放送が当初，SVOD サービスをどの程

新たな動きをみせている。

度脅威とみなしていたかはわからない。しかし，
こうした事業者が単に購入した（配信権を得
た）テレビ番組や映画を配信するだけでなく，

公共放送の財源調達

各国の制作者と共同であるいは独自に番組や

前回の調査では，調査対象国の中でもドイ

映画の制作に乗り出したことが，公共放送に大

ツで行われた受信料制度改革が注目された。

きなインパクトを与えている。図 4 のように，

ここでいう受信料制度とは，放送受信機の設

2016 年の時点で，Netflix のコンテンツ投資は，

置をもとに徴収されるもので，ヨーロッパにお

各国の公共放送の番組制作支出をはるかに上

ける受信料は，税金や負担金といった公租の

回 って い る。2017年10月 の 報 道 に よると，

性格を持っている。ドイツでは，公平負担の

Netflix が2018 年にコンテンツ制作にかける予

確保を目的に，受信機所有の有無を徴収根拠

算は，80 億ドル（約 9,100 億円）を超える見込

とせず，住居（世帯）単位で一律の料金を徴収

みである。

する放送負担金制度に変更し，2013 年1月か
ら施行された。ドイツの議論を契機に，ヨー

図4
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その主だった事例を表 1 にまとめた。
受信料制度の変更（ 2013 年〜）
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ロッパの各国で受信料制度が検討されたが，
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徴収方法の変更

イタリア

受信機所有に基づかず，
世帯/住居単位で徴収

ドイツ

受信料を廃止，
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（公共放送税）

フィンランド，
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政府交付金へ変更

ルーマニア，
イスラエル

かたや各国の公共放送の財源規模は微増，
あるいはフラットな状態が続いている（図 5 ）
。

どの国も受信料支払いの公平性の確保を目

BBC のトニー・ホール会長は 2017年11月に，

的に検討されたが，フィンランドでは 2012 年に

Netflix 等によるコンテンツ投資の増大は，グ

受信料を廃止し，2013 年からは公共放送税が

ローバルに売れることを追求するあまり内容の

導入された。ドイツとは異なり，一律料金では

多様性を損ない，各国の独自の文化や社会の

なく所得に応じて料額が決まる累進性が採用さ

現状を反映したコンテンツは減少するのではな

れている。スウェーデンやノルウェーといった北

176 │ NHK 放送文化研究所年報 2018

世界の公共放送 − 制度と財源報告 2018

欧諸国やアイルランド，ポーランドでは，このフィ

これをVODによる時差視聴まで拡大するとい

ンランド型の導入を中心に検討されており，法

う制度改良が2016 年に行われた。

改正を経てこの数年で制度変更が行われる見

こうした制度変更や改良によって，ドイツで
は放送負担金収入が増加し，歴史上初めて料

通しである。
調査対象国の受信料制度については，制度

額の値下げが行われ，制度変更は成功したと

改良にとどまっている。不払い率の高いイタリ

評価されている。また，イタリアでも支払い件

アでは，2016 年に財務省が担当していた受信

数が劇的に増加し，2 年連続値下げが行われ

料の徴収業務を民間の複数の電力事業者に委

た。しかし制度変更や改良は公共放送の収入

託し，電気料金と一括して徴収する方法へ変更

の拡大にはつながっていない（図 5 ）。

された。イギリスについては，BBC の特許状
更新議論の中で，ドイツ型の変更を含め検討

公共放送の財源調達システムで見逃せない

されたが，結果的には大きな変更は行われな

問題は，徴収された受信料がすべて主要な公

かった。イギリスの受信許可料の不払い率が

共放送の運営に割り当てられるのではなく，そ

5% から6%と相対的に低いという状況が積極

の一部が，政府のメディア政策に利用される傾

的な制度変更に結びつかなかった理由の1つと

向である。これは“トップ・スライシング”とい

考えられる。イギリスの場合は，インターネット

われるもので，イギリスでは，全国のブロード

上のテレビ番組視聴は“放送と同時”の場合の

バンドの普及や新設したローカルテレビの支援

み受信許可料の支払い義務が生じていたが，

に割かれ，またこれまで政府交付金でまかな
われていたウェールズ語の専門サービスS4Cや

図5
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最も大きな変更は，イギリスBBC の企業統治
システムである。BBC の基本法規である特許
状更新の議論が2015 年半ばから始まり，その

177

結果，BBC の内部には業務執行責任を持つ
BBC 理事会が設置され，BBC は外部の独立

公共放送の課題と役割

規制機関であるOfcom の監督下に置かれるこ
とになった。

今回の調査からも，受信料制度を含め公共
放送制度の改革が継続的に行われていること

ヨーロッパでは，放送と政府との距離を置く

が明らかになった。そして，各国の調査報告を

ため，1980 年代末から独立規制機関が各国で

通じて，公共放送もメディア環境の変化に対応

設置された。現在フランスはCSA，イタリアは

し，視聴者や社会からの期待に対応しようと

AGCOM， スペ イン はCNMC， イギ リス は

変革を続けている姿が浮かび上がった。しかし

Ofcomであり，アジアでは台湾のNCC，アメリ

依然として運営財源の確保と効率化が公共放

カには FCCがある。各国の公共放送の企業統

送に共通した今後の課題である。

治システムを比較してみると，ほとんどの公共

これに加え，公共放送の任務と役割の再考

放送は独立規制機関の監督下にあり，公共放

も考えられる。すでに指摘したように，デジタ

送の内部機関が業務執行と監督を兼ねている

ル技術の急速な進歩を背景に，Netflixをはじ

システムを採用しているほうが少数派である。

めとしたSVOD サービスがコンテンツ流通のグ

つまり，今回の変更によって BBC の企業統治

ローバル化を推進し，それによって各国の独自

システムが世界標準になったともいえる。

文化を反映したコンテンツが駆逐されるのでは

こうした独立規制機関の任務と権限は，電

ないかという危惧の声も上がり始めた。公共放

波監理と免許の付与，放送コードの制定とコン

送は番組やコンテンツのオリジナルな制作に

テンツ規制，苦情処理と制裁，政策提言等が

よって文化の防波堤となり，かつグローバルな

挙げられるが，とりわけ公共放送に対しては，

メディア企業と競って国内メディア経済を支える

内部の執行機関のトップの任命や，年次報告

という任務が強調されているようである。しか

書に基づく業績評価を行うことが任務として課

し，一方，移民の増加による国内の多民族・

せられている。イギリスの場合，内部のBBC

多人種化や思想・宗教上の多様性の拡大，高

理事会の理事長および地域を代表する非執行

齢化社会の深化と若年層の減少によって社会

役員の任命権は政府が保有しており，この点

の分断化・複雑化が進行している。したがっ

では変更がなかった。しかし，今回の変更で

て，各国の公共放送には国内の多様な声を番

Ofcom は，BBC の新サービスの提案や大幅な

組やサービスに反映し，社会と社会をつなぐこ

変更について，最終的な決定権を持つようにな

とが一層促されているといえるだろう。こうした

るばかりか，Ofcom が必要と考える場合，いつ

公共放送の文化的経済的社会的役割をバラン

でもBBC のサービスを検証し，BBCをOfcom

スよく果たしていくことも公共放送の大きな課

の決定に従わせることができるようになる。今

題と考えられる。

後，商業的な競争市場という背景で BBC の



サービスについてOfcom がどのような判断を下
すのか注目される。
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イギリス

イギリスの公共放送の制度と財源
田中 孝宜・中村 美子

助ける」，第 3 の目的「最も創造的，高品質で，

Ⅰ−1 最新動向と課題

卓越したアウトプット・サービスを見せる」となっ

BBC の特許状が2017年1月に更新された。

ており，これらもBBC の原点である「報 道，

特許 状は BBC の存続を法的に規定するもの

教育，娯楽」に基づいている。BBC は今後も，

で，ほぼ 10 年に1回更新される。特許状は時

報道から娯楽までさまざまなジャンルの番組を

の政府が起草するが，その際には，BBC の目

提供する。ただし第3の目的にあるように，BBC

的や業務範囲，企業統治，財源のあり方など

の番組は「創造的，高品質，卓越的」であるこ

について，国民的な議論が喚起される。議論

とが求められる。BBCが，世界的にヒットして

の過程で，イギリス政府や国民，そして BBC

いるオランダの音楽コンテスト番組“ The Voice”

自身が，次の10 年のメディア環境をどう想定し，

のフォーマットを購入し2012 年に放送を始めた

時代に合うようにBBCをどう変えていこうとし

ところ，公共放送が扱うべき番組ではないと批

ているのかを垣間見ることができる。

判され，結局，商業放送 ITV で放送されるこ

2022 年に設立100 年を迎えるBBCは，どん

ととなった。逆にBBCが開発した社交ダンス
のコンテスト番組“Strictly Come Dancing”は

な将来像を描いているのだろうか。
第9次 特 許 状（2017～2027年 ）では，BBC
1）

世界各国にフォーマットを輸出するほどの大ヒッ

の公共的目的として5 項目が示された 。前の

トとなり，オリジナリティーがある高品質の番組

特許状（ 2007～2016 年）は 6 項目であったが，

だと評価する声が多い2）。このようにBBC の

「デジタルテレビへの移行を達成するうえで先導

娯楽番組には，商業放送とは一線を画す独創

的な役割を果たす」という項目は削られた。イ

性があることが求められ，今後も「卓越性（Dis-

ギリスでは 2012 年10月24日に全土でデジタル

tinctiveness）
」が重要なキーワードとなるだろう。

放送への移行が完了した。

第 4 の目的は「すべての国民，地域コミュニ

今回の特許状で第 1に掲げられた公共的目

ティーを反映し，表現し，その役に立つ。また

的は「不偏不党のニュース・情報を提供し，国民

そうすることでイギリスのクリエイティブ・エコノ

が周りの世界を理解し，関わる手助けをする」

ミーを支援する」となっている。前半部分は前

である。BBCの使命は，初代会長時代から「報

回と概ね同じだが，後半部分のクリエイティブ・

道
（Inform）
，教育
（Educate）
，娯楽
（Entertain）
」

エコノミー支援は今回追加された。第 5 の目的

が原点となっており，今回の目的でも，不偏不

「世界にイギリスの文化，価値を反映する」とい

党の報道を第 1に挙げている。
第 2 の目的「すべての年齢の国民の学習を

う文言にも，イギリス製映像コンテンツの国際
展開を積極的に図るという意味が込められてい
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る。BBCが提供するサービスは民業を圧迫し

設置する一方で，BBCの規制監督は外部の独

ないというだけでなく，クリエイティブ産業の

立機関 Ofcom（Office of Communications，放

底上げの役割を果たすことも目的にうたわれて

送通信庁）が担うことになった。これまでOfcom

いる。

は商業放送の規制監督を行ってきたが，BBC

前特許状の10 年で BBCにとって最大の成果

の規制に関しては限定的な役割を担うだけで

の1つは，iPlayer の成功であった。iPlayer は

あった。今後はOfcomが，商業放送に加えてBBC

2007年のクリスマスの日にサービスを開始した

も監督下に置くことになった。例えば，BBCが

BBC のネットサービスで，BBC 番組のライブ

新しいサービスを始める場 合， これまでは

視聴と，放送後 30日までの見逃し番組のオン

BBC 内部のトラストが許可を出していたが，今

デマンド視聴ができる。2016 年度は1年間に

後はOfcom が最終的に決定を下すことになり，

約 30 億件の利用があり，2010 年に比べると約

Ofcom は制度上 BBCに対し強い権限を持つ。

2 倍に伸びた。iPlayerが牽引する形で，イギリ

これについてOfcom は，
「 BBC は特別な存在

スの映像クリエイティブ産業全体が順調に成長

だが，特別扱いはしない」と述べている4）。今

していると評されている。オンデマンドサービス

回のガバナンス移行がどのような影響をもたら

は，すべての地 上商業放送局，衛星事業者

すのかは，今後の具体的な事象の中で Ofcom

Sky，ケーブル事業者 Virgin，さらにはアメリ

の対応をみていく必要があるだろう。

カの大手 OTT 事業者NetflixやAmazon Prime

BBC自らも，メディア環境の変化にあわせ

なども提供しているが，イギリスで最も多く利

て，試行錯誤を行っている。受信許可料制度

3）

用されているのは BBC の iPlayerである 。

は，現行特許状の期間中 2027年まで維持され

特許状は時の政府が起草するため，BBC の

ることになったものの，BBC は 2017年 5月に

将来像は政府の影響を少なからず受ける。前

iPlayerの認証制度の義務化を発表するなど，今

回は公共サービス拡大に理解を示す労働党の

後もPCやモバイル端末のみで BBCコンテンツ

もとで特許状更新議論が進められた。今回は

を視聴する人が増えることを見越した対策も導

自由競争経済を重視する保守党が政権に就い

入している。また，2016 年2月には若者向け

ており，より過激なBBC 改革が行われるので

チャンネルBBC Three のテレビ放送を廃止し

はとの憶測も流れたが，最終的には受信許可

ネットのみの提供にするなど，サービス面でも

料制度など公共放送制度の根幹部分は維持さ

改革を試みている。BBC Three のネット化は，

れた。2010 年から凍結されていた受信許可料

当初は大きな批判を呼んだが，開始から1年半

が17年から値上げされることも決まり，BBC

で， 週 間 接 触 率 は 3.5% か ら8.1%に 伸 び，

の政治からの独立性も特許状に明記された。

SNS のフォロワーも大幅に増えた5）。BBC は

そうした中で，今回BBCをめぐる最大の変更

2017年 9月，BBC Three のネット化は成功だっ

点は企業統治（ガバナンス）のあり方であった。

たと評価した。一方で，失敗したプロジェクト

BBC の内部に監督機関 BBCトラストと執行責

もある。2015 年秋に始まった，BBC の番組を

任を担う役員会の2 つを置くツーボード制を廃

iPlayerでダウンロードして購入できるサービス

止し，内部に執行責任を担う新しい理事会を

BBC Store は，需要が伸びず 2017年 5月，わ
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ずか1年半で廃止が決まった。
メディア環境が大きな変革期を迎える中で，

イギリス

らす”という批判があった。受信許可料と広告
放送というまったく異なる財源を持った公共事

公共メディアとして，BBC は何を守り，何を変

業体による放送サービスの提供という形態は，

えていこうとしているのかを報告する。

保守党と労働党の放送政策をめぐる論争の産
物という見方もできる。

Ⅰ−2 公共放送の成り立ち

しかし，サッチャー保守党政府による規制
緩和策の導入を境に，イギリスの放送も徐々に

BBCは，1922 年に民間企業のBBC（ British

自由化の方向に動いた。1984 年にBBC，ITV

Broadcasting Company）としてラジオ放送を開

に続く放送局として，非営利法人が広告とスポ

始した。放 送免許の有 効期限満了を控えた

ンサーシップで運営するChannel 4が誕生した。

1925 年に設置された放送調査委員会の「放送

1990 年放送法によって，ITVは組織・運営

は国民の利益の受託者役を担う公共事業体に

上，完全に民営化された。また商業テレビの

より行われるべき」とする勧告に基づき，1927

Channel 5 の導入もこのときに正 式に決まり，

年に公共放送 BBC（British Broadcasting Cor-

1997 年に放送を開始した。そして商業テレビ

poration）に改組された。この時 BBC は，特

の 独 立 規 制 機 関として ITC（ Independent

許状および政府と結ぶ協定書で運営される公

Television Commission），商業ラジオの独立

共事業体であること，財源を受信許可料とす

規制機関として RA（ Radio Authority）が設立

ること，という運営上・制度上の枠組みが決

された。

まった。ほぼ 10 年ごとに行われる特許状更新

ITC と RA，通信の規制機関 Oftel（ Office

の機会をとらえ，BBC のあり方について議論

of Telecommuni-cations）， 放 送 基 準 委員会

が繰り返されてきたが，90 年たった現在まで，

BSC（ Broadcast Standard Committee），電

この枠組みは継続されている。

波の周波数 割り当てを担う電波 通信局 RCA

イギリスでは1954 年に現在の商業テレビの

（ Radiocommunications Agency）の 5つを1つ

最大手ITV（免許上はチャンネル3 ）の開設が

にまとめたのが，2002 年に誕生した Ofcomで

決まり，商業放送との二元体制が生まれた。し

ある。2016 年 度に 800人 余りの 職 員を持 つ

かし，当時のITVは民間企業の運営ではなく，

Ofcom が，2017年 4月から公共放送 BBC の規

BBC の仕組みに似せた公共事業体ITA（Inde-

制監督も担うことになった。

pendent Television Authority）によるものだっ

イギリスでは，アナログ放送時代から行われ

た。ITA が地上テレビ放送免許を持ち，地域

ている地上テレビ放送は，法律上公共サービス

ごとに番組制作会社を指名し，全国放送を行

テレビと定義されている。受信許可料を財源と

うという仕組みで地上テレビ放送が提供され

した公共法人によるBBC，広告放送を財源と

た。商業テレビの導入には，経済界からの要

するが公共法人の形態を取るChannel 4，広告

望や保守党による自由市場経済主義の志向が

放送を財源とする株式会社のITVとChannel 5

あった一方で，労働党からはアメリカ型の商業

という多様な事業形態で公共サービステレビが

テレビの導入は“低俗化や粗雑化の文化をもた

運営されている。このほか，政府交付金による
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ウェールズ語の専門チャンネルS4Cと，スコッ

サービスを行っている。デジタル放送への移行

トランド議会が運営資金を拠出するゲール語専

に伴い，テレビチャンネル数は 2 から10 に増加

門のMG Alba がある。

したが，若者向けチャンネルのBBC Three は

地上放送以外のテレビプラットフォームであ

2016 年2月にテレビ放送を廃止し，ネットのみ

る衛星放送は，メディア王と呼ばれるルパート・

での提供となった。ラジオチャンネルは 5から

マードック氏が実質運営権を握るSky が，ケー

10 に増加した。

ブルテレビはVirgin Media が，それぞれ独占

また，BBCはHD制作への転換を進め，2007

している。また通信事業者のBT（ブリティッ

年12月にHD 制作した番組を集めた BBC HD

シュ・テレコム）が IPTVサービスのBT TVを

の放送を衛星デジタルで開始した。2010 年11

行って いる。 さらにアメリカの OTT 事 業 者

月には，HD（ハイビジョン）化が完了したBBC

Netflix やAmazon Prime Videoもイギリスで

ONEのHDバージョンBBC ONE HD の放送を

契約数を伸ばしている。

始めた。現在は子ども向けチャンネルやニュース

本稿では，受信許可料を財源とする唯一の

チャンネルを含む主要なテレビチャンネルをHD

公共サービスメディアであるBBCを中心に取り

化し，地上，衛星，ケーブルの各プラットフォー

上げる。

ムで放送している（表 1・表 2・表 3 ）
。

Ⅰ−3 公共放送の任務とサービス
3-1

地上デジタル放送

1998 年 9月，BBC は世界で初めて地上デジ
タル放送を開始した。当初は多チャンネル有料

表1

BBC のテレビチャンネル
BBC ONE（総合編成）
BBC TWO（総合編成）
CBBC（子ども向け）

放送を基本に地上デジタル放送の普及を図った

Cbeebies（就学前児童向け）

が，2002 年10月30日から無料放送に転換し，

BBC FOUR（文化，芸術）

プラットフォームFreeviewを開発した。
アナログ放送は 2008 年から地域ごとに終了
した。ロンドン・オリンピック開始前の2012 年 4
月にロンドンでアナログ放送を終え，2012 年10

BBC NEWS（ 24 時間ニュース）
BBC PARLIAMENT（議会中継専門）
BBC Alba（ゲール語専門）
BBC Red Button（テレビ双方向）
※ BBC Threeは2016 年 2月にネットのみでの提供となった。

月24日に全土でデジタル放送へ移行した。
地デジ移行への作業の調整や周知活動は，
BBCをはじめとする放送事業者が中心になって
設立した非営利会社のDigital UK が請け負っ
た。その費用は受信許可料でまかなわれた。

国際放送
BBC World Service
BBC World Service は，2014 年 4月から政
府交付金（外務省が所管）に代わって受信許
可料でまかなわれているが，イギリス政府は外

3-2 テレビ放送とラジオ放送
BBC は，全国ネットワークのテレビとラジオ
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イギリス

を計画している。BBC では 2011年に効率化と

表2

BBC のラジオチャンネル
全国放送
BBC Radio 1（ロック音楽）

してサービス言語を縮小し，2017年7月まで英
語を 含 む 28 の言 語で 放 送を行っていたが，
2017年 8月に北朝鮮向けの朝鮮語サービスや

BBC 1Xtra（ソウル，
ラップ，
R&Bなどの音楽）

アフリカ向けに6 言語を新設した。今後もロシ

BBC Radio 2（ポピュラー音楽）

ア語やパキスタン向けのパンジャブ語など，合

BBC Radio 3（クラシック音楽）

計で40 言語にまで増やす計画である。

BBC Radio 4（スピーチ，
ドラマ）
BBC Radio 4 Extra（娯楽）
BBC Radio 5（ニュース，スポーツ）
BBC Radio 5 Live Sports Extra（ライブス
ポーツ）
BBC 6 Music（ポピュラー音楽と芸術番組）
BBC Asian Network（アジア系イギリス人
向け）
なお，海外向けのBBC World Service（英
語）
も国内向けに放送
地域放送
スコットランド：BBC Radio Scotland，BBC
Radio nan Gàidheal
北アイルランド：BBC Radio Ulster，BBC
Radio Foyle
ウェールズ：BBC Radio Wales，BBC Cymru
Wales
ローカル
イングランド，スコットランドなど各地域内に約
50のローカルラジオ局がある。

また，BBC は，2008 年 3月から中東・北ア
フリカ地域向けにアラビア語のテレビチャンネ
ルBBC Arabicを，2009 年1月からペルシャ語
のBBC Persianを行っている。
World Service は，かつてはラジオの短波放
送が中心だったが，現在ではインターネットサー
ビスに主力が移ってきている。
2016 年度の年次報告によると，世界で BBC
World ServiceやBBC World News，海 外向
けネットサービスなどを利用する人は 3 億 7,240
万人にのぼっており，2022 年までに 5 億人の目
標の達成に向けて着実に増やしている。
BBC World News
1992 年に放送を開始した英語による映像国
際放送。商業サービス部門に位置づけられ，
広告放送と視聴契約収入（有料放送）でまか
なわれている。BBCが100% 所有する子会社

表3

放送局別テレビ視聴シェア（ 2016 年度）

のBBC Global News 社がニュース専門のBBC
World Newsを行う。

BBC

32.2%

ITV

21.5%

Channel4

10.3%

同じく100%子 会社のBBC Worldwide 社が

Channel5

6.3%

BBC First，BBC Earthなど33 のBBCブラン

Sky

8.3%

ドチャンネルを世界展開するほか，国際的に番



（ BARB 調査）

組販売を行っている。さらに2016 年12月には，
商業放送 ITVと共同で，イギリス制作コンテン

助金を投入することを決めた。これに合わせて

ツの SVOD サービスBritBoxをアメリカで開始

BBC では過去最大規模の大幅なサービス拡大

した。
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Ⅰ−4 インターネットサービス

ら，居住者，旅行者にかかわらず誰でも無料
で利用できるサービスで，利用者登録なども要

BBC は，世界のほかの公共放送事業者に先

求されなかった。しかし，2017年2月，任意で

駆けてインターネットサービスを始めた。1990

登録の呼びかけを開始し，2017年 5月に今後

年代中ごろ，地上デジタル放送計画を検討して

は登録を義務化すると発表した6）。登録には，

いた時期には，インターネットをラジオ，テレビ

メールアドレスと郵便番号を入れ，利用時に必要

に次ぐ“第 3 のメディア”と位置づけている。そ

なパスワードを設定する。その理由として BBC

して，1997年末に既存の10 種類のウェブサイ

では受信許可料の支払い確認の目的ではなく，

トをBBC ONLINEに統一し，本格的なサー

個々の利用者に合わせたサービスを提供する

ビスへと転換させた。

BBC iPlayer

「パーソナル化」を充実させるためとしている。

4-1 インターネットサービスの法的根拠

BBC は 2007年12月のクリスマスに“見逃し

前述したように，BBC は1997年からオンラ

サービス”のBBC iPlayerを開始した。BBC

インサービスを行っているが，当時の第 7 次特

はこれに先行し2002 年から，ラジオ番組につ

許状（有効期間1997年～2006 年）の枠組みで

いてインターネット経由のオンデマンドサービス

は，オンラインサービスは時の担当大臣の事前

を行っており，BBC iPlayer は，このサービス

の承認を条件に提供することができる「付随

をテレビ番組に拡大したものといえる。翌 2008

サービス」と位置づけられ，これがオンライン

年にテレビ放送の同時再送信を始めた。BBC

サービスを行う法的根拠であるとされた。

iPlayer のサービスは，放送と同時のサイマル・

オンラインサービスは第 8 次特許状（有効期

ストリーミングと放送後 30日間の見逃し視聴

間 2007～2016 年）によって，BBC の使命を達

サービスの大きく2 つで構成されており，さらに

成し，公共目的を促進する手段であることが明

iPlayer 独自のコンテンツや外部の公的機関が

記され，テレビやラジオと並ぶ国内公共サービス

制作したコンテンツなどの提供も始めている。

（UK Public Service）であると規定された7）。

BBC iPlayer は，パソコン，タブレット，ス
マホ，ゲーム機など多様なプラットフォーム，受

名実ともに受信許可料で提供する公共サービス
業務と規定されたのである。

信機器で利用することができる。かつては，テ

さらに特許状・協定書には BBCが将来，テ

レビを所有せず，パソコンなどの端末で iPlayer

レビ・ラジオ・オンラインに加えて新しいサービ

を見逃し視聴のみに利用する場合は，受信許

スを提供することの含みも持たせている。

可料を支払う必要はなかった。しかし，受信許

当時，オンラインサービスのBBC iPlayer は，

可料の抜け穴という批判があり，2016 年9月に

極めて新しい種 類のサービスであったため，

制度変更が行われ，同時再送信，見逃しにか

BBC の監督機関 BBCトラストが，
「公共的価値

かわらず，iPlayerを利用する場合は受信許可

の審査」を行い，2007年 4月に正式に本来業務

料の対象となった。

として提供されるサービスであるとの承認を与

また iPlayer は，かつては英国内にいる人な
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状で導入されたシステムである。BBCが新しい

イギリス

特許状（ Royal Charter ）

サービスを始める場合，トラスト事務局が行う

特許状は，BBC の存続期間（通常約 10 年

「公共的価値の評価調査 」と，独立規制機関

間で，現行特許状期間は 2017年1月1日から

の Ofcom が行う「市場影 響評価 」の2 つの調

2027年12月31日）
，目的，業務範囲，企業統

査をもとに，BBCトラストがサービスの可否につ

治，年次報告書の作成など基本規則を定めて

いて最終判断を下すものである。BBC iPlayer

いる。

は，公共的価値の審査の第 1号にあたる。
現 行の第 9 次特許状では，BBCトラストが

前特許状からBBCの行動規範ともいえる「公
共的目的」を新たに規定しており，現特許状で

廃止され，規制監督機能が Ofcomに移行され

は次の 5 項目が示された。

たが，BBCが新規事業を行う際，
「公共の利

BBCの公共的目的

益審査」と「市場影響調査」を行うという大枠
は継続された。

1）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。

Ⅰ−5 公共放送制度
5-1

存立の法的根拠

2 ）すべての年齢の国民の学習を助ける。
3 ）最も創造的，高品質で卓越した，アウト
プットおよびサービスを見せる。

BBC は国会で制定される放送法ではなく，

4 ）イギリスのすべての国民，地域のさまざまな

時の政府が起草し国王が供与する特許状と，

コミュニティーを反映し，表現し，その役に

BBCと政府との間で締結する協定書に基づき

立つ。またそうすることで，イギリスのク

運営されている。2017年1月に発効した現行の

リエイティブ・エコノミーをサポートする。

特許状により，BBC の規制監督機能を初めて
外部の独 立機関 Ofcomに移すことになった。

5）イギリス，イギリスの文化，イギリスの世
界に対する価値を反映する。

それによりBBCトラストは廃止され，新たに執
行責任を担う理事会が設立された。

前特許状の 6 項目にあった「新しい放送通信

また，両文書は，BBC の政府からの独立を

技術およびサービスの恩恵を国民にもたらす手

保障する重要な文書でもある。特許状第 3 条で

助けをし，デジタルテレビへの移行を達成する

「BBC は，使命の達成および公共目的の促進

うえで先導的な役割を果たす」という目的は，

に関するすべてにおいて，特に編集・創作の決

現特許状では削除された。

定，アウトプットおよびサービスを提供する時
間・方法，および業務の管理面で独立してい

現特許状の最大の変更点は，BBCの企業統

かなければいけない」とし，協定書では第 4 条

治構造である。2007年より前の統治システムは，

で「本協定書の当事者は，特許状第 3 条に記

BBC の最高意思決定機関としての経営委員会

された BBC の独立性にコミットすることを確認

の設置を定めていた。しかし，2007年発効の

する」としている。

前特許状で，BBC 内部に監督機関のBBCトラ
ストと執行役員会を設けるツーボード制をとっ
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た。そして2017年発効の現特許状ではさらに

ら，内部にBBC の業務の戦略を決定し，執行

大きな改革を行い，規制監 督機 能を外部の

するBBC 理事会の1機関を置くワンボード制へ

Ofcomに移し，内部に執行責任を担う単一の

変更し，業務執行の規制監督はすべて外部の

理事会（ BBCボード）を設置した。

Ofcom が担うというシステムの変更である。

協定書

BBCトラストからOfcom 規制へ

協定書は，政府との間に締結されるもので，

1990 年代以後，BBCの存立を規定する特許

特許状を補完するものである。協定書は特許

状更新の議論は常に，BBC のガバナンスのあ

状の規定に沿って，より詳細に業務が規定さ

り方が焦点となった。2007年に発効した前特

れ，BBC の財源調達方法や法律上の義務を

許状の更新においては，
「内部の監督機関では

定めている。

機能しない」という主張や，政府諮問委員会に

現行協定書の締結にあたって，BBCが行う

よる「監督機能の外部化」という勧告もなされ

英国公共サービス，商業活動，ワールドサービ

たが，当時の政府は，BBC の内部監督機関を

スなどのそれぞれの業務に関する説明を記すと

維持する一方，受信許可料支払い者と業界関

ともに，新たに監督機関となった外部機関の

係者に対する説明責任をいっそう強化するとし

Ofcomによる各サービス免許の発行，新サービ

て，BBCトラストに新たに次のような役割を課

スや現行サービスの大幅な変更を行う場合の

した。

審査の手続きが示されている。

①サービス免許の発行：BBC のテレビ・ラジ
オ・オンラインの国内公共サービスについ

5-2

OfcomによるBBCの規制・監督

現行特許状を境に外部の第三者機関 Ofcom
が BBCの規制監督を担い，内部に単一の理事

てサービス免許を発行する。サービス免許
には，どういう目的で何を提供するのかな
どを詳細に規定

会（ BBCボード）を設置することになった。そ

②業績評価：各公共的目的の遂行状況およ

のことで何が変わるのか，Ofcomと理事会の機

び各チャンネル・サービスの実施状況の業

能・役割をみていく。

績評価
③公共的価値の審査：BBCが新サービスを

Ofcom の BBC 規制

導入する，あるいは現行サービスを大幅に

2017年 4月3日から，放送と通信の独立規制

変更する場合，一部 Ofcomと共同した公

機関であるOfcomが，BBC の外部監督機関と

共的価値の審査を行い，最終決定は BBC

して正式に始動した。既述のように，BBC の

トラストが下す

存続を規定する特許状が更新され，歴史上初
めて BBC の監督機能が外部に移行した。

今回の特許 状更新では，これらの役割が
すべてOfcomに移行した。また，BBC の番組

これは，これまで BBC の内部に規制監督の

やコンテンツは，Ofcom が発行する「放送コー

役割を担うBBCトラストと執行責任を負うBBC

ド（ Broadcasting Codes）」に準じて規制され

執行役員会によるツーボード制のガバナンスか

ていた。その中の「正確さと不偏不党の遵守」
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イギリス

の規制については，BBC の独立性を保障する

受理する。視聴者は，BBC の対応に満足し

目的で，BBCトラストの専権事項だったが，こ

ない場合，Ofcomに苦情を申し立てることが

の規制権限もOfcomに移行した。

できる。またOfcomは，
‘ BBC First’が有効
に機能しているのかどうかを常に監視し，問

Ofcom の運営枠組み
（ Operating framework for the BBC ）
Ofcom のBBC 規制は，政府が BBCに付与
する特許状，特許状に沿って政府とBBCが締

題があれば早い段階で介入する権限があり，
必要と判断した場合は，苦情がなくても調
査を始める権限がある。
② BBCの業績評価

結する枠組み協定書，Ofcom のBBC 規制に関

特許状は，BBC 理事会が戦略的に任務を設

する運営枠組み（Operating framework for the

定し遂行するという業務執行上の独立性を保

BBC）
，そして2003 年放送通信法等放送関連

障しているが，Ofcomは，その執行状況を検証

法規が根拠となっている。

し，BBCに説明責任を果たさせる任務を負っ

Ofcom の「 運 営 枠 組 み」
（ Introduction to

ている。

Ofcom’
s Operating Framework for the BBC,

○ Ofcom は，BBC の各公共サービスについて

29th March 2017）は，名称が示すように，Ofcom

運営免許を決定し，業績評価の対象とする。

の規制範囲と規制の方法について大枠を定め，

Ofcom は規制 機関として，
「 BBC の任務の

BBC 規制の構造を説明するものである。
「 運営 枠 組み」で明らかにされた Ofcom の

遂行と公共的目的の推進」
「卓越したコンテンツ
とサービスの提供」
「イングランド・スコットラン

BBC 規制のポイントは，次の3点である。

ド・ウェールズ・北アイルランドの視聴者の期待

①コンテンツ規制

にこたえる」というBBC の任務が必ず遂行され

○ Ofcom は視聴者保護のため，BBC のコンテ

ることを保障する義務がある。これらが，Ofcom

ンツがすべての領域で高い編集基準を維持

が BBC の業績評価を行う場合の主な観点とな

することを保障する。とりわけ，Ofcom は「ニ

る。

ュースの正確さと不偏不党，そして政治的な

Ofcom は，約半年の諮問期間をおき，2017

論議を呼ぶ諸問題や現在の公共政策を報道

年10月にBBCの運営免許（Operating licence

する番組すべての不偏不党」について責任を

for the BBC ’
s UK Public Services）を発表

持つ。

した。受信許可料でまかなわれるBBC の 9 つ

○ BBC の受信許可料でまかなわれる放送サー

のテレビチャンネル，10 のラジオチャンネル，そ

ビスやBBC iPlayer のようなオンデマンド・

して BBC iPlayerを含むオンラインサービスを

サービスのすべてに，Ofcom の放送コードが

対象とした運営免許である。しかし，この運営

適用される。

免許は内部監督機関であった BBCトラストが

○ BBC の番組に関する苦情対応は，BBCが

発行したサービス免許と大きく異なる形態であ

まず 苦 情を扱う‘ BBC First ’で行われる

る。BBCトラストはチャンネルやサービスごとに

が，制度上「公正な取り扱いとプライバシー

免許を発行したが，Ofcom は「 BBC の公共的

の侵害」については，Ofcom が直接苦情を

目的」ごとに，各チャンネルについて量的な規
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制を行う。例えば，公共的目的の1つである「報

に提出する。これを受けOfcom は，
「 BBC

道・情 報 の 提 供 」の 項目に関しては，BBC

競争アセスメント（ BCAs: BBC Competition

ONE では，
「 全 国ニュースは年 間 少なくとも

Assessments）」を行う。

1,520 時間放送する」，あるいは子ども向けチャ

○ Ofcom は，BBCが現在行っているサービス

ンネルの CBBCでは，
「 1年間に少なくとも85

についても競争の観点から検討する（「 BBC

時間をニュースに割り当てる」といったことが免

競 争レビュー

許条件として規定されている。また，
「地域・

Reviews」）
。

地方・コミュニティーを代表し，英国のクリエイ

これらの Ofcomによる評価・検証作業は程

ティブ産 業を支 援する」という公共的目的に

度の差はあるものの，受信許可料でまかなわ

沿って，全国放送チャンネルについて，ロンド

れる国内公共サービスだけでなく，BBC の商

ン以外で少なくとも50% の番組を制作すること

業活動にも及ぶ。

BCRs: BBC Competition

など量的規制をかけ，全国各地におけるメディ
ア経済の活性化を意図している。なお，特許

以上，BBCに対するOfcomの規制は，BBC

状で規定された公共的目的のうち，
「英国，英

の業務執行状況に対し行われる。今回の特許

国文化，世界に対する価値を反映する」という

状更新作業を経て，BBC の運営財源について

国際的な目的は，Ofcom の規制対象ではない。

は，これまでどおり受信許可料とすることが決

また，BBCが運営免許に違反したとOfcom が

まり，その財源規模は政府が決定するという取

判断する場合，Ofcom は最大 25 万ポンドの罰

り決めには変化がない。既述したように，BBC

金をBBCに科すことができる。

はその資金をどのように使用するのかについて

なお，運営免許には，BBCが立案した戦略

自ら決定権を持っており，Ofcom はこれに干渉

や予算に関する事項は含まれない。

することはできない。そして，BBC の財務報告

○ Ofcom は，BBC から年 次報 告書の提出を

については，議会に報告義務を負う会計検査

受け，運営免許の実施状況等レビューを行

院が全面的に監査を行うことが新たに規定され

い，独自の報告書を作成し，公表する。ま

た（図 1 ）。

た，Ofcom は少なくとも年に2 回は，業績評
価を行う義務があり，適切だと判断した場
合，いつでもレビューすることができる。
③競争

5-3

理事会

現行特許状で設立された理事会だが，新理事
会は，理事長を含む10人の非執行理事とBBC

Ofcomには，受信許可料を財源とするBBC

内部から会長を含む4人の執行理事の，合わせ

のサービスが“公正で効果的な競争”を阻害し

て14人で構成される。理事長と地域担当理事

ないことを保障する義務がある。

は政府が任命する。新理事長にBBC のガバナ

○ BBC 理事会は，新サービスの導入や現行サ

ンス改革案をまとめた元イングランド中央銀行

ービスの大幅な変更を計画する場合，自ら

副頭取のクレメンティ氏が就任するなど，2017

「公共の利益審査（ Public Interest Test）
」
を行い，その結果を公表すると同時に，Ofcom
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図1

イギリス

新特許状下のBBC 統治システム 2017年 4月～ 2027年12月

国民・視聴者
代表

報
公
開

受信 許可料・意見等

情

・BBC 年次報告書送付
・NAO 長官報告書送付

国会

Ofcom

放送通信分野の
独立規制機関

・特許状草案，
理事長人事案審問

NAO

政府

デジタル・文化・メディア・
スポーツ省

会計検査院

・運営枠組み策定
・運営免許による
量的規制
・業績評価
・罰則・罰金
・市場競争評価

・年次報告書提出
・会計検査院長官報告書提出

・新規事業提案
公共の利益テスト実施

・会計検査，
証明，報告書

・子会社含むグループ
財務諸表送付

・特許状作成
・理事長と地域
担当理事任命

BBC
・非執行理事から任命
・財務リスク管理

BBC 理事会（理事14人）

各視聴者審議会

監査リスク委員会
指名委員会

理事長・各地域担当理事 （政府任命）
非執行理事
（理事会任命）
BBC 会長・執行理事計4人 （理事会任命）

イングランド・スコットランド・
ウェールズ・北アイルランド

・戦略的方向性の設定
・職務執行の監督

・理事長が議長
・会長は委員
・非執行，
執行理事推薦

・個別事項報告
（会長）
・執行委員の理事会出席

報酬委員会
・非執行理事から任命
・報酬戦略，理事報酬決定

その他の委員会
BBC 会長
・最高経営責任者
・編集責任者
・理事会の常任メンバー

執行委員会
（会長・副会長・各局長など）

＜理事長＞
デビッド・クレメンティ氏（元イングランド銀行副頭
取）
< 会長＞
トニー・ホール氏（BBC 会長）
＜非執行役員＞

子会社
各部局
（職員）

エコノミー教授・ジャーナリスト）
トム・イルーブ（サイバーセキュリティー会社社長）
ニコラス・セロタ（テート美術館館長）
＜地域担当役員＞
スコットランド：スティーブ・モリソン（エディンバラ
大学総長・放送界出身）

サイモン・バーク（小売業界役員歴任）

イングランド：アシュリー・スティール（元企業経営）

タンニ・グレイトンプソン（元パラリンピック選手）

ウェールズ：未定

イアン・ハーグリーブズ（カーディフ大学デジタル

北アイルランド：未定
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＜BBC 執行役員＞
アン・ブルフォード（ BBC 副会長）
ティム・デイビー（ BBCワールドワイド社長）
ケン・マックアリー（ BBC 地域担当局長）

よる放送の禁止や，変更，取り消しについ
て指示が出ていることを，BBC は公表で
きると定められている。
以上のことから，BBC の存続そのものに時
の政府が深く関わる制度で BBC は運営されて

任期については，役員ごとに異なる。ホール

いる。しかし，政府の権限を縮小する試みもな

会長とブルフォード氏に対しては任期は定めら

された。例えば，BBC の新たなサービスを計

れていない。ほかの執行役員のデイビー氏と

画する場合，かつては政府がその可否を決定

マックアリー氏については 2 年となっている。ま

する権限を持っていたが，この権限は，前特

た，非執行役員は 2～4 年の任期となっている。

許状で BBCトラスト，現特許状で Ofcomに移
管された。

政府，議会との関係

一方，BBCと議会との関係については，議

BBC の政府からの独立は制度上保障されて

会が決定的な影響力を及ぼすような権限はな

いるが，BBCと政府との関係をみると，政府

い。NHKの場合，毎年の予算事業計画は衆

の権限は大きい。以下，その権限を列挙する。

参両院の委員会で審議され，両院の承認を得

・BBC の存続を検討し，特許状を更新する

なければならないが，BBC は自らが予算計画

ことができる。

を立て実行することができる。

・BBC の業務執行責任を担う理事会の理事
長 や外 部の監 督機 関 Ofcom の 会長を任
命・罷免することができる。

Ⅰ−6 公共放送制度と組織

・BBC の財源調達方法と，財源規模を決定

BBC の本部はロンドンに置かれているが，イ

することができる。つまり受信許可料の料

ングランドのマンチェスター・サルフォードに第 2

額を決定することができる。

放送センターともいうBBC North があるほかス

・BBC の年次事業報告書を提出させる。な

コットランド，ウェールズ，北アイルランド各地

お，報告書を受けた政府が，議会に提出

域拠点局がある。また，イングランド地域 39 の

する。

ローカル局を含め全国で 50 余りのローカルラジ

・国 際 放 送World Service の 言 語， 目的，
優先事項等について外相の合意を得る。

オ拠点を持っている。
BBCの職員数は 2016 年の平均が2万1,271

また，防衛および緊急発生時の取り決めと

人で，内訳はテレビ/ラジオ/オンラインのサー

して，政府発表の要請放送（放送に限ら

ビス従事者が1万 9,357人，国際放送のWorld

ず，その他の配信方法による）や政府が特

Service が 2,525人，BBC Worldwide（ 商 業

定する事項の放送・配信の禁止を文書で

サービス行う100%所有の子会社 ）が1,706人，

指示することができる。いずれも協定書第

その他の商業サービス従事者が208人となって

67条に規定され，BBC は要請に対し従う

いる。

ことが義務づけられている。また，政府に
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先」を発表し，人件費の25% 削減を含む効率

グ8）の傘下に，
「 BBC Worldwide 社 」，
「 BBC

化を進めた。BBCグループの従業員数は 5 年

Global News」やBBC の制作部門を子会社化

前の2011年に比べ1,618人減少している。

した「 BBCスタジオ」などがある。

公共放送の財源規模

表4

BBC の財源には，受信許可料，商業サービ

2016 年度の事業収入

ス収入，政府補助金がある。受信許可料を財
源とすることは，協定書第 49 条に次のように
規定されている。

総収入 49 億 5,400 万ポンド
（主な内訳）

「国務大臣は，財務省の同意を得て，受信
許可料収入の総額あるいはそれよりも少ない額

受信許可料

37 億 8,720 万ポンド

商業サービス

10 億 2,180 万ポンド

を，議会からBBCに支払うことができる」
また，同条では受信許可料収入が，商業サー
ビスや，主に国外の利用者に向けたサービスに

総収入の推移
BBC の総収入は，2010 年までは受信許可

利用することを禁止し（協定書第 49 条 2 項 ）
，

料の値上げによって右肩上がりに増加してき

国務大臣の事前の文書による承認がないまま，

た。しかし2011年に受信許可料額が年145.50

BBC のテレビやラジオ，オンラインサービスの

ポンドに凍結されてから，2016 年まではほぼ横

全部，または一部の資金が，広告，視聴契約

ばいとなっている。2017年から5 年間は再び物

（サブスクリプション），スポンサーシップ，ペイ

価上昇率に合わせて値上げされることが決まっ

パービュー，その他の資金調達手段であっては

た（表 5 ）。

いけないとしている。
2016 年度の年 次 報 告書によると，BBCグ

2016 年度の事業支出は合計で40 億 9,880万

ループの総事業収入は，49 億 5,400万ポンド

9）
ポンドだった（約 5,328 億円）
。テレビへの支

（約 6,491億円 /1ポンド＝130 円）だった。その

出が総 支出に占める割 合は 53%， ラジオが

うち，受信許可料収入は 37億 8,720万ポンド

16%，オンラインが 7%である。

（ 約 4,567億円 ）で， 総 収 入に占める割 合は
76%である。受信許可料は，イギリス国内のラ
ジオ，テレビ，オンラインのサービス。また，
政府補助金は，BBC の国際放送運営資金で

Ⅰ−7 受信許可料額の変遷
7-1

受信許可料制度の起源

ある。商業収入は，100%子会社のBBCコマー

BBC は1922 年11月14日にラジオ放 送を開

シャル・ホールディング傘下で行われる商業

始した。当時のBBC は，イギリスで初のラジ

サービスによる収入である（表 4 ）
。

オ放送実験に成功したマルコーニら，無線機

広告放送や有料放送を禁止されているBBC

器製造事業者が複数集まり設立した英国放送

にとって，財源を補完する手段は自ら行う商業

会社（British Broadcasting Company）の略称

活動である。BBCコマーシャル・ホールディン

である。そもそも放送サービスを開始した動機
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表5

事業収入の推移
総収入

（単位：ポンド）

た。しかし，2008 年秋のリーマンショック以後

受信料収入

の景気後退や，2010 年 5月の総選挙で勝利し

2016 年度

49 億 5,400 万

37 億 8,720 万

た保守党 /自由民主党連立政府による公共部

2015 年度

48 億 2,700 万

37 億 4,300 万

2014 年度

48 億 500 万

37 億 3,500 万

門の歳出削減計画の影響を受け，BBC の受信

2013 年度

50 億 6,600 万

37 億 2,600 万

2012 年度

51 億 200 万

36 億 5,600 万

2011 年度

50 億 8,600 万

36 億 600 万

受信許可料が値上げされ，カラーテレビが年

2010 年度

49 億 9,300 万

35 億 1,340 万

額 147ポンド（約 19,110 円），白黒テレビが年

2009 年度

47 億 9,040 万

34 億 4,680 万

額 49.5ポンド（約 6,435 円）になった。

2008 年度

46 億 57 万

33 億 6,880 万

許可料の料額が，2011～2016 年度まで据え
置かれた。2017年 4月，RPIに連動して，再び

2007 年度

50 億 350 万

32 億 4,290 万

2006 年度

46 億 3,210 万

33 億 8,680 万

2005 年度

44 億 7,920 万

31 億

2004 年度

44 億 2,280 万

29 億 4,030 万

2003 年度

43 億 3,420 万

27 億 9,810 万

この法律は，2002 年に採択された EU 電子通

2002 年度

41 億 6,550 万

26 億 5,850 万

信分野の新たな規制の枠組みを構成する指令

2001 年度

39 億 2,650 万

25 億 330 万

を国内法制化したもので，放送と通信の融合

7-2

現在の受信許可料制度

現在の受信許可料は，
「 2003 年放送通信法」
（Communications Act 2003 ）に基づいている。

法ともいわれる。
「 2003 年放送通信法 第 4部
は，ラジオ受信機の販売だったといわれるが，

テレビジョン受信免許の付与

第 363 条

テレ

サービスの中身を制作し運営するための費用が

ビジョン受信機の使用に必要な免許」の中で

必要である。このため，ラジオ受信機所有者

「第 4 部に基づく免許によりテレビジョン受信

に対し，BBCを受信する免許（BBC receiving

機の設置および使用が認められない限り，そ

licence）
，BBCの製造するラジオを使用するロ

のテレビジョン受信機を設置および使用しては

イヤリティー
（特許料），実験免許（experimental

ならない」11 ）と規定し，テレビ受信機の使用は，

licence）の3 つの免許の取得を課し，その免許

政府による許可制であることを示している。政

料の一部が放送サービスの運営に充てられた。

府は毎年，次年度の受信許可料額を発表する。

その後イギリス政府が1923 年に設置した放送

値上げを行う場合，議会に報告し，質疑が行

調査委員会は，
「一般放送受信免許」
（a standard

われるが，議会の承認は必要ない。

broadcasting licence）に一本化した。これが，
現在の受信許可料の大本である。さらに1927

多様化するデジタル機器への対応

年，BBC は民間の1 企業から，特許状に基づ

テレビ番組を提供するプラットフォームも，受

き運営される公共法人 British Broad-casting

信あるいは視聴できる機器も，デジタル技術に

Corporation へと改組され，財源は受信許可料

よって多様化している。これに対応するため，

11 ）

と定められた

。

国務大臣が定める「放送通信規則 2004」
（the

受信許可料は1988 年からは，小売物価指数

Communications (Television Licensing)

（ RPI）に連動して毎年値上げされるようになっ

Regulations 2004 ）では，次のように，テレビ
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受信機が従来の放送に限定されないことを明

年から政府の補塡が段階的に縮小され，2020

確にしている。

年から全額受信許可料でまかなわれる。

（放送通信規則 2004

第 3 部 「 2003 年放

送通信法第 4 部におけるテレビジョン受信機の
意味」）
（ 1）
（
 2003 年放送通信法第 4 部のテレビジョ

7-4

受信許可料の徴収方法

かつては受信許可料の徴収責任は政 府が
負っていたが，1991年 4月にBBCに移行した。

ン受信免許における）
“テレビジョン受信

現在は，民間会社のキャピタ（Capita）をメイ

機”とは，
（無線電信であろうとなかろう

ンに複 数の 会社が TV Licensingという名称

と）テレビジョン番組のサービスの受信

で，テレビ受信許可料の徴収を行い，BBC の

を目的に設置あるいは所有される装置を

内部にある財務・ビジネス部（BBC finance and

意味している。

business division）の TV Licensing Manage-

（ 2 ）この規 則において，テレビジョン番 組
サービスを受信するということは，その

ment Team が管理している。
徴収された受信許可料は国庫（放送を所管

番組が，放送あるいは配信と並行して，

するデジタル・文化・メディア・スポーツ省）に

同時に（あるいは事実上同時に）受信さ

納められる。

れることである。

7-5

受信許可料の不払い

2016 年7月に放送通信法の関連項目が修正

英会 計検 査 院（ NAO）が2017年2月1日に

され，BBC iPlayerでテレビ番組を受信する

発表した 報告書によると，2015 年度の不払い

場合，同時受信だけでなく，見逃した番組のオ

率は推定 6.2～7.2%（滞 納額 2 億 5,100万～2

ンデマンド視聴もテレビ受信免許の対象となり，

億 9,100万ポンド/326 億～378 億円）で，これ

同年 9月1日に発効した。

までの 5 ～ 6% から上昇した。これは主に，英
視聴率調査機関（ BARB）によるテレビ所有世

7-3

受信料の免除（割引）制度

帯の推計が変わったことにより修正されたため

受信許可料の免除（割引）制度は，受信許

である。BBC は 2020 年ま で に 不 払 い 率 を

可料の性格から，政府が決定する。現在適用

3.95%にまで減らすことを目標としているが，そ

されている免除制度は次のとおり。

の達成はますます難しくなった。

・心身障害者介護施設は年額 7.5ポンドの支
払いに割引12 ）
・登 録視覚障害者は 50% の割引

受信許可料の不払いには，1,000 ポンド（約
13万円）以下の罰金が科せられ，応じない場
合，収監されることもある。

・75歳以上の年金生活者の世帯は支払い免除
75 歳以上の支払い免除により失う受信許可
料収入については，これまで年金労働省から
BBCに補 塡されていたが，特許 状 更 新にあ
たってのBBCと担当大臣との合意により2018
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BBC は世界の情報を理解することを使命

Ⅰ−8 今後の課題と展望

に，大プロジェクト「 BBC アイデア・サー

2016 年度の年次報告書によると，BBC のテ

ビス」を立ち上げる。これはオンラインの

レビチャンネルの週間接触率は 78.8%となって

オープン・プラットフォームで，BBCだけで

いる。2010 年度の 86.1% から7.3 ポイント減少

なく大英博物館やロイヤル・シェークスピ

している。しかし，BBC のすべてのサービスに

ア・カンパニー，マンチェスター大学など一

対する週間接触率は 2016 年度も95%と高水準

流の文化組 織と協力し，イギリス文化の

を保っている。オンラインサービスを拡充し，

キュレーター的な役割を果たす

従来の放送への接触率の低下をカバーしてい

このほかには，ローカルメディア支援やBBC

ることがうかがえる。BBCでは，iPlayer の機能

World Service の大幅な強化などを挙げてい

を充実させ，若者の接触率を高めるためソー

る。

シャルメディアなどへの展開を図り，将来的に

上記の計画案から，BBCが iPlayerをプラッ

ネットサービスへシフトすることを見越して取り

トフォームにしたサービスを拡充することを柱に

組んでいる。ホール会長はこれから10 年は「 2

据えていることがわかる。また，ホール会長は，

頭の馬を乗りこなす」という表現で従来の「放

「ネット時代のオープンなBBC」を目指し，｢報

送」と新しい「オンラインサービス」の両方に向

道，教育，娯楽｣ の3 つの使命に加えて，第 4

き合うことを表明しているが，将来的にはネッ

の責務として「パートナーシップ」の推進を挙

トサービスの iPlayerが「すべてのBBCコンテ

げ，ほかの文化機関やクリエイティブ産業から

ンツの正面玄関」になると明言している

13 ）

。

では，具体的にどのようなサービスを計画し
ているのだろうか。ホール会長は 2016 年 9月，
14 ）

ベストの人材が集い，素晴らしいコンテンツを
作る「創造性の磁場」になることを目指したい
と述べた。

。BBC の 頭

10 年計画にある「優れたドラマ制作への注

文字をとって「 British（イギリスらしく）
，Bold

力」は NetflixなどOTT 事業者を，また「BBC

（大胆に）
，Creative（クリエイティブに）
」と名

アイデア・サービス」はGoogleを意識している

今後 10 年の計画案を発表した

づけた約 100 ページの計画案の主な内容は，

ことがうかがえる。BBCのホール会長は，BBC

次のとおりである。

がいかに少ない予算で，世界の巨大ライバル事

・優 れたドラマ制作にさらに注力し，イギリ
スのクリエイティブ産業を活性化させる

業者と競争しているかを強調する。ホール会長
は，2017年11月2日のスピーチ15 ）で，Netflix

・
「 BBC iPlayer」で BBC 以外のコンテンツ

やAmazonのかける莫大な制作費と，BBCをは

も見られるようにし，イギリス製コンテンツ

じめイギリスのコンテンツ産業の制作費の差は

の“総合窓口”となる

今後も広がり続けるとの予測を紹介した。そし

・子ども向けiPlayerとして，テレビ番組やブ

て「イギリス製コンテンツは重大な危機にある

ログ，ゲーム，教育コンテンツなどを楽し

という現実を直視すべきだ」と危機感を表明し

める「iPlay」を新設する

た。しかし，BBC の予算が今後も大きく拡大

・Google が世界の 情報を整 理するように，
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一連の計画を打ち出す一方，今後も厳しい予

と考えられる。そうした中でBBCでは，より大

算削減が迫られるとして，業務をさらに効率化

きなBBC（bigger BBC）ではなく，よりよい

し，よりシンプルなBBCを目指すと説明してい

BBC（better BBC）を目指 すとしており16 ），

る。

時代に合った新たな公共放送像を築こうとして

一方で，商業活動の強化も挙げている。新
特許状のもとで，制作部門を完全小会社化し

いる。


（たなか たかのぶ / なかむら よしこ）

「 BBCスタジオ」を設立した。BBC の番組制作
の伝統を維持しながら，BBC 以外の他局の番
組制作も行って商業収入を挙げることができ
る。また，アメリカ向け有料ストリーミングサー
ビスのBritBoxを始めた。イギリス人俳優・制
作者による，素晴らしいイギリスの文化を伝
えるコンテンツを提供するとうたっている。一
方 で， 見 逃した番 組をiPlayerで 購入できる
「BBCStore」は 2015 年10月にサービスを始め
たが，需要が伸び悩む中わずか1年半で打ち
切った。試行錯誤のスピードアップも1つの課
題である。
前回 2006 年末の特許状更新時は，2003 年
末から3 年ほどかけて BBC のあり方について
国民的な議論が行われた。現行特許状に関し
ては，期限 1年半前に行われた総選挙が終わっ
てから議論が始まったうえに，EU 国民投票な
どもあり，BBC の将来について十分に議論が
深められたとはいえない。このような政治状況
の影響を受けないために，特許状の有効期間
を10 年ではなく11年にした。5 年に1回の総
選挙と時期をずらす狙いがあったが，メイ首相
が2017年に総選挙に踏み切ったために，次回
の特許状更新議論も選挙と重なる可能性がある。
いずれにしても，現行特許状のもとでも，財
源の確保と政治からの独立という公共放送に
とって普遍的な課題は残されたままである。次
の特許状更新までには，新ガバナンスの評価
や受信許可料のあり方などが議論されるもの
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注：
1 ）第 9 次特許状第 6 条「公共目的」より
http://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/
files/pdf/about/how_we_govern/2016/charter.
pdf
2 ）Grade, M.（ 2015 ）
“ A Smaller BBC? ”
, p.9, in
“ The BBC Today, Future Uncertain”edited by
Mair, J, Tait, R and Keeble, R.L
3 ）O fc o m（ 2 017 ）
“ C o m mu n ic at io n s M a rket
Report ”
, p.39, https://www.ofcom.org.uk/
research-and-data/multi-sector-research/cmr/
cmr-2017
4 ）Ofcom（ 2016 ）
“ Ofcom’s Preparations for
regulation of the BBC ”
, p.3, https://www.ofcom.
org.uk/_data/assets/pdf_file/0025/95452/
Ofcoms-preparations-for-regulation-of-theBBC.pdf
5 ）BBC 年次報告 2016/17, p.29より
6 ）Andrew Scott 2017年 5月11日BBCブログ“ The
Next Stage of a More Personal BBC for everyone”
より http://www.bbc.co.uk/blogs/aboutthebbc/
entries/77bdafd0 -20b3 - 414d-aa53 - 48786b
194543
7 ）特許状第 7条「 BBC の活動」で BBC が使命を達
成し，公共目的を促進するために，次の方法で提
供されるアウトプットを含む活動が規定されてい
る。
・テレビ，ラジオ，オンライン・サービス
・BBC がまだ使用していない，あるいはまだ開発
されていない技術によって一般的に提供するこ
とができる同様のサービスあるいは関連サービ
スを通じて行うこと
8 ）2002 年7月に，商業サービスに関する主要な方針
の決定や業績の監視を，1つの役員会のもとで行
うことを目的に設立された。
9 ）BBC 年次報告2016/7 p.131
10 ）英歴史家ブリッグス（ Asa Briggs）の著書に，受
信許可料制度の起源が詳細に記述されている。
Asa Briggs, The History of Broadcasting in the
Un it ed K ingdom Volu me 1 T he Bir t h of
B r o a d c a s t i n g 18 9 6 -19 2 7, 19 61, O x fo r d
University Press p.323
11 ）財団法人 国際通信経済研究所 発行 『英国通
信法 -Communications Act 2003 の解説と翻訳 』
平成 16 年 3月
12 ）2007年 の テレビ 受 信 許 可 料 改 正 規 則（ The
C om mu n ic at ion s （ Telev ision L ic en si n g ）
（ Amendment）Regulations 2007 ）で，5 ポンドか
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ら7.5 ポンドに値上げされた。
13 ）BBC のホール会長は 2013 年10月8日のスピーチ
などで繰り返し述べている。
14 ）BBC（ 2015 ）
‘ British Bold Creative’
https://dow nloads.bbc.co.uk/aboutthebbc/
reports/pdf/futureofthebbc2015.pdf
15 ）BBC ニュース
“ BBC director general Tony Hall warns of
threat to British TV ”2017年11月2日
htt p://w w w.bbc.com /news/enter t ain mentarts-41843486
16 ）BBC のホール会長の2015 年9月23日スピーチより
h t t p : // w w w . b b c . c o . u k / m e d i a c e n t r e /
latestnews/2015/tony-hall-open-bbc
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Ⅱ

フランス

フランスの公共放送の制度と財源

Ⅱ−1 最新動向と課題
フランスの公共放 送 FTV（フランステレビ

新田 哲郎

なった。通信出身のエルノット新社長は予想に
たがわず，放送と通信の融合サービスを積極的
に拡大する方針を打ち出した。2016 年 9月1日，

ジョン，France Télévisions）にとって，2010

FTVは地上デジタルの新チャンネルとインター

年代は，組織として分割されていた各チャンネ

ネットの各プラットフォームの双方に同時配信す

ルを1つの会社のもとに結集する内部的統合の

る24 時間ニュース専門サービスのFranceinfo

プロセスと，外に向かってはデジタル化完了後

を開設した。若い世代への接触を目指して，衛

のメディア環境のもとで，インターネットによる

星，ケーブル，IPTV，スマートフォンなどへの

オンラインサービスを各プラットフォームにユニ

ユニバーサルサービスとなっている。

バーサルに展開するという放送・通信の融合の

エルノット社長はさらに，Netflixなどによっ

プロセスが，2人のリーダーのもと継続して行わ

てヨーロッパでも飛 躍的に伸びているSVOD

れた「統合と融合」の時期といえる。

（ビデオの定額見放題サービス）を開設する計

2010 年 8月にFTVの社長に就任したレミー・

画で，同年2月23日に経営委員会の了承も得

フリムラン（ Rémy Pflimlin）氏は，France2，

た。フランスオリジナルの映像作品を優先的に

France3など5つのチャンネルに分かれ，事務

提供して，Netflixに対抗するとしている。サー

管理も番組編成も別々だった組織を単一の会

ビスは 2018 年の春にスタートさせる計画だ。

社 France Télévisions に統合させた。2013 年

公共放送のガバナンスについては 2009 年の

5月には労働組合との間で新しい労働協約を締

改正放送法で, 当時のサルコジ大 統領のイニ

結して，組織の統合を実現させた。

シアティブで，それまで，独立規制機関 CSA

一方，当時出遅れているといわれたインター

（ Conseil supérieur de l’
audiovisuel， 視 聴

ネットへの展開については，2011年にニュース

覚高等評議会）によって指名されていた各公共

専門のサイトfrancetv infoを，翌年には番組

放送会社の社長が，共和国大統領によって直

の無料見逃し視聴サイトfrancetv pluzzを開設

接指名されることとなり，フリムラン氏はサルコ

して飛躍的にアクセスを増加させた。

ジ大統領に指名されて社長となった。

2015 年 8月，フランス最大手の電気通信会社

しかし，公共放送に対する大統領の影響力

オレンジ（ Orange，旧 France Télécom）の副

が強くなりすぎるとして，この法案に反対した

社長だったデルフィーヌ・エルノット氏（Delphine

社会党は，2012 年春の大統領選挙に勝利する

Ernotte，当時 49 歳）が，公共放送テレビ初の

と2009 年法の見直しを行い，公共放送トップ

女性社長としてフリムラン氏の後を継ぐことに

の指名権限はCSAに戻された。エルノット氏は
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公募による書類選考とオーディションなどの結

2009 年の放 送法 改 正で France2，France3，

果，CSAに指名された。

France4，France5，それにRFO（フランス海

フランスでは，保革の政権交代があるたび
に，放送政策も変更されることが多く，そのこ
とが公共放送の経営の自立と継続性を脅かし
ている面がある。

外ネットワーク，現在は FranceÔ）の 5つのチャ
ンネルが FTVのもと統合された。
このほかの公共放送事業体として，
ARTE（ア
ルテ，ドイツと共同のテレビ公共放送），Radio
France，AEF（フランス海外放送会社，現在

Ⅱ−2 公共放送の成り立ち
国家の声ともいわれたフランスの放送は，長

は France Médias Monde）
，INA（国立視聴覚
研究所）があるが，この報告は，FTVを主な対
象とする。

年国家に直接管理されてきた。保守のポンピ
ドゥー大統領時代の1972 年の放送法には「フ
ランスのラジオ・テレビは国家の独占物である」

Ⅱ−3 メディア環境と公共放送

と明記されている。

地上デジタル放送

肥大化したフランス放送協会（ORTF，Office

2005 年 3月31日，地上デジタル放送で無料

de radiodiffusion et télévision française）は

チャンネルが放送を開始し，2011年11月末に

1974 年，保守のジスカールデスタン政権のもと

アナログ放送が終了した。CSAは，2011年10

で，中央統括機構を認めない完全分割が行わ

月，新たに地上デジタルテレビ6チャンネルの

れることになった。機能区分による再編成が行

免許公募を行い，2012 年7月に免許を交付した。

われ，ORTFはテレビ局 3，ラジオ局1，番組

公共放送 FTVは 2016 年 9月，地上デジタル

制作会社 1，番組送信会社 1，それに国立視

の新チャンネルとインターネットの双方に同時配

聴覚研究所の 7 つに分割された。

信する24 時間ニュースのFranceinfoを開始し

左派のミッテラン政権時代の1982 年，新し

たが，これによって全国放送は 32チャンネルと

い放送法が「視聴覚コミュニケーションは自由

なった。このうち公共放送が議会チャンネルを

である」と宣言して放送の国家独占を放棄し，

含めて合わせて9 チャンネルで，商業放送は無

放送事業への民間からの参入の道が開かれた。

料18，有料 5の，合わせて23チャンネルである。

商業放送局が次々と誕生し，1987年には公共

これらのチャンネルすべてが2016 年 4月までに

放送第一チャンネルが民営化され，現在の商業

HD 化されている。

放送最大手の TF1に至っている。
チャンネル間の競争が激しくなる中で，公共

地上デジタルのローカル放送

放送再統合の動きが出てきた。2000 年の放送

公共放送のローカル放送は，全国 24 の主要

法改正で，政府出資の持ち株会社 FTVが設

都市にフランステレビジョンの局があり，F3 の

立され，公共放送各局がその子会社とされて

チャンネルとして，地域のニュースや一般番組

いった。各局の番組制作と編成，労働協約と

を放送している。

人事・給与体系などは別個のままで存続したが，
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フランス

41あり，すべて無料で放送されている。広告

Freeに 続 いて，France Télécom（ 現 在は

収入だけでは経営が成り立たず，多くのローカ

Orange）
やBouygues Telecom，
それにNumericable-

ル商業放送局が地方自治体と契約を結び，補

SFR が IPTVサービスを提供している。サービ

助金を受けている。

スの加入世帯は 2015 年 3月時点で約 1,730万
に達している。

3-2

有料テレビ市場

衛星放送
衛星放送では 2006 年7月，2 大事業者の1つ
Canal+ グループの関連会社 CanalSatによるラ

3-4 テレビ視聴シェア
フランスの2015 年のテレビ保有世帯数は，約
2,730万。

イバル社 TPSの買収が承認され Canal+ France

地上テレビのチャンネル別視聴シェアは，12

という新会社が設立され，衛星放送をほぼ独占

年前の2005 年時点では，商業放送最大手の

している。加入世帯数は 2015 年 9月末時点で

TF1が32.3%， 公 共 放 送 のF2 が19.8%，F3

592万（旧 TPSを含む）。

が14.7%という高さであった。
しかし，新興の地 上デジタルチャンネルが

ケーブルテレビ

2005 年に12，2012 年には 6チャンネルと次々

本格的なケーブルテレビ網の建設は，1982 年

に開設されたこともあって，2006 年以降は公

に政府主導の事業として始まった。2006 年10

共放送を含めた既存のチャンネルが相対的に

月には旧 4 社のネットワークで統一されたサービ

視 聴 シェアを下 げ 続 け た。TF1は 2015 年，

スが開始され，2007年の夏には Numericable

21.4%と10 年 前より10 ポイント以 上 減 少し，

と改称し，唯一の大手ケーブルテレビ事業者と

2016 年は 20.4%とさらに1ポイント下げた。公

なった。2015 年末時点の加入世帯数は約 336

共放送 F2とF3も10 年前に比べて，いずれも

万。2015 年 5月に別の通信事業者 SFRとの合

6ポイント前後下げて，2016 年にはF2が13.4%，

併が完了し，Numericable-SFRとなった。

F3 が 9.1%まで減らしている。

3-3

表 1 テレビ視聴シェアの推移

放送通信融合サービスの概況

フランスでは 2003 年12月にインターネットプ

（年間平均，% ）

チャンネル

2012

2013

2014

2015

2016

ロバイダーFree がADSLによるテレビサービス

TF1

22.7

22.8

22.9

21.4

20.4

を開始し，今では世界でも有数のIPTV 市場

F2

★

14.9

14.0

14.1

14.3

13.4

F3

★

9.7

9.5

9.4

9.2

9.1

F5

★

に成長している。急速な発展については，政
府が20 億ユーロ（約 2,400 億円）を投じて回線
の光ファイバー化を進めたことや，IPTVのプ
ロバイダーが比較的割安なトリプルプレー
（電
話，インターネット，テレビ）のパッケージサー
ビスを提供したことなどが要因として挙げられ
ている。

3.5

3.3

3.2

3.4

3.4

★

1.8

2.0

2.0

2.2

2.3

Canal+

2.9

2.8

2.6

2.6

1.7

M6

11.2

10.6

10.1

9.9

10.2

新興
地デジ計

22.0

22.0

24.5

26.1

29.2

ARTE

CSA 年次報告 2016 （注）★は公共放送
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新興 の地デジを 合わ せて18チャンネルの
2016 年のシェアの合計は 29.2%で，前年比 3.1

Ⅱ−4 公共放送の任務とサービス

ポイントプラスとなり，シェアを伸ばし続けてい

4-1 テレビ放送とラジオ放送

る。

フランスでは，テレビ，ラジオ，国際放送，
それにアーカイブスのサービスを別々の公共放

3-5 テレビ広告収入

送事業体が担っている。

CSA〈視聴覚高等評議会〉によると2014 年
のテレビ，新聞，インターネットなどの大手メディ
アの広告収入は合わせて104 億ユーロ（約 1兆
2,500万円）だった。2012 年の108 億ユーロに
比べ 4 億ユーロ減少している。

FTV
（フランステレビジョン，France Télévisions ）
FTVのテレビチャンネルは，2016 年 9月に
新たにFranceinfoが加わった。

このうち，テレビ業界の広告収入は合わせて
32 億 2,200万ユーロ（約 3,860 億円）
，全体の

・France2

31%でメディア界トップの地位を守った。新聞

ニュースと娯楽の総合編成チャンネル。ただ

が26 億 8,000万ユーロで 2 位。インターネット

しニュースとスタジオ制作以外のドラマや文化

は 全 体 の24% の24 億 8,000万 ユ ー ロ で 3 位

番組などは，外部の番組制作会社の制作。グ

だったが，毎年シェアを伸ばしている。

ループ内他局も同様。

テレビ業界の広告収 入のうち33%を1位の
TF1が占め，2 位が17%のM6，公共放送 FTV
は 4.3%で 3 位だった。
FTVは，2009 年1月から午後 8 時から翌朝
6 時までの広告放送を廃止したが，これによっ
て，2009 年度の広告収入は 2008 年度より30%
減って，4 億 3,000万ユーロであった。
FTVの2016 年 度 の 総 収 入 は 28 億 7,180万
ユーロ（約 3,540 億円）。このうち広告収入は
全 体 の8.3%の3 億4,500万 ユーロ（ 約425 億

・France3
マルセイユやレンヌなど24 の地方都市に主要
な地域局を置き，ローカルニュースや地域制作
の番組を放送している。
・France4
子どもと若者向け中心のチャンネル。
・France5
教育・教養チャンネル
・Outre-mer 1ére（ウートゥルメール・プルミ
エール）

円）で，広告廃 止前の2008 年度の 6 億 1,850

カリブ海，南太平洋などにある海外県・海外

万ユーロに比べると半減している。広告の一部

領土では，FTVが2009 年1月に吸収したRFO

廃止による財源不足は，政府が毎年度，補助

のテレビとラジオの放送を行っている。

金で埋め合わせているが，補助金頼りの体質
がフランステレビジョンにとって不安定な経営環
境をもたらしている。

・FranceÔ
本土に住む海外県・海外領土出身者向けに
Outre-mer 1ére の番組を地上デジタル，衛星
放送，ケーブルテレビで放送し海外事情を伝え
ている。
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・Franceinfo
インターネットと地上デジタルの双方に同時
送信する24 時間のニュース番組

フランス

リヤ）
France Médias Monde 傘下のアラビア語専
門のラジオ国際放送。中東，ペルシャ湾岸諸
国，それに北アフリカのマグレブ諸国を放送圏

Radio France

としている。

（ラジオフランス）
FTVとは別組織のラジオ放送。全国放送は
合わせて7チャンネル。総合編成のFrance Inter，

ARTE
（アルテ，Association Relative à la Télévision Européenne）

ニュース専門のFrance Info，文化チャンネルの

ドイツとの国境に近いストラスブールに本部

France Culture，音楽のFrance Musiquesなど

のある仏独共同の TV公共放送。ヨーロッパ統

がある。地域放送は 44 のローカル局からなる

合に放送の面から寄与するのが目的で，1991

ネットワークのFrance Bleu がある。

年に設立された文化・教養チャンネル。

France Médias Monde

INA

（フランス・メディア・モンド）
2009 年 3月の放送法改正により，フランスの

（国立視聴覚研究所，Institut national de l’audiovisuel）
フランスのテレビ・ラジオ番組の収集，保護，

テレビ，ラジオなどによる国際放送を統括する

デジタル化，復元，公開，活用を業務とする世

AEF（フランス海外放送会社 ）は，国が株式

界最大規模の視聴覚アーカイブで，1974 年の

の100%を所有する国有番組会社となり公共放

ORTF 解 体によって誕 生した。主に事 業者，

送 会 社 の1つとなった。AEFは 2013 年 6月，

研 究 者 へ の 資 料 公 開を中 心としてきたが，

France Médias Mondeと改称された。傘下に

2011年 4月から一般の利用者が定期視聴でき

テレビ国際放送 France 24とラジオ国際放送

るVOD サービスを開始した。

RFI，それにアラビア語放送専門のラジオMonte
Carlo Doualiya がある。

4-2 インターネット
サービスの内容

・France24

FTVは 2005 年11月にヨーロッパのほかの公

シラク大統領のイニシアティブで 2006 年12

共放送に先駆けて，番組の視聴（ストリーミン

月に開始された「フランス版 CNN」構想といえ

グ）と購入（ダウンロード）ができるVOD サー

るテレビ国際放送。ヨーロッパ，アフリカ，中

ビス「 Francetvod」を開始した。

東，北米，アジア向けに，英語，フランス語，
アラビア語で放送。
・RFI（ Radio France Internationale ）
短波・AM・FMによりフランス語および 12
の外国語によるラジオ国際放送。
・Monte Carlo Doualiya（モンテカルロ・ドゥア

2012 年 5月には，放送後7日以内の番組の
見逃しサービスと放送の同時配信を提供する
無料サービス「 francetv pluzz」を開設。放送
後 8日目からの番 組の多くは Francetvodに代
わって「francetv pluzz VAD」というVOD サー
ビスが有料で提供されている。
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また放送とインターネットが融合したコネク

応じて，ビデオオンデマンドなどを含む視聴覚

トテレビの 欧 州 スタンダード であるHbbTV

コミュニケーションのさまざまなサービスを編集

1）

（ Hybrid Broadcast Broadband TV） に対す
る配信サービスも2011年 5月に開始した。

し放送する」
「デジタルテクノロジーの発展を考
慮し，その番組にすべての公衆がアクセスでき

2016 年 9月からは，24 時間のニュース専門

るよう努める」とあって，デジタルへの取り組み

のサービスFranceinfoがインターネットと地上

が公共放送の本来的な使命の1つと規定され

デジタルテレビの双方に同時配信を開始した。

た。

エ ルノット社 長 は Netflixなど に 対 抗して，
SVOD（ビデオの定額見放題サービス）につい

このように法的な整備が進む一方で，2007
2）
年～2010 年の COM（目標手段契 約）
では，

ても2018 年春に開始する計画で，通信分野出

「視聴覚分野のニューテクノロジーの発展に積

身らしく放送と通信の融合サービスを積極的に

極的に関わるという政策の枠組みにおいてフラ

展開しようとしている。

ンステレビジョンは，以下のことについて牽引
車としての役割を果たさなければならない」，そ

ネットサ－ビスの法的根拠
もともとフランスでは，民間からの参入を認

れらは「アナログ放送終了と地上デジタル放送
の普及，HDTV（ハイビジョン）放送の導入，

めた1982 年の放送法以来，放送を視聴覚コ

携帯テレビとVOD の発展，無断コピーとの戦

ミュニケーション（communication à l’
audiovisuel）

いである」としている。

の1つと位置づけ，
「私信の性格を持たない，す

さらに2016 年12月にFTVと政 府との間で

べての種類の符号，信号，文言，映像，音響，

調印された最新の2016 ～2020 年の目標手段

またはメッセージをなんらかの電気通信の方法

契約では，FTVの融合サービスの展開をさら

により，公衆に供与すること」と定義している。

に加速させるため，政府が補助金の額を増額

VOD サービスなどはこの視聴覚コミュニケー

すると約束している。

ションに含まれるというのが，フランス国内で
の一般的な解釈である。

受信料の範囲内か新たな財源か

インターネットをはじめ，通信へのサービス展

ニューメディアへの展開は当初，子会社によっ

開の法的根拠としても，放送法の条文がまずあ

て行われたが，2010 年から本体業務と位置づ

る。
2007年 3月に改正された放送法の第 2 条で，

けられ，FTV 本体に移された。受信料を含む

「テレビサービスとは，すべての公衆あるいはあ

フランステレビジョンの予算の枠組みの中で行

る種の公衆が同時に受信でき，その主たる番

われている。エルノット社長は将来的にはデジ

組が映像と音声で構成された電気通信による

タル市場において新規収入を開拓していくとし

公共コミュニケーションのすべてをいう」と規定

ており，テレビの広告収入に加えて，新たな財

され，通信による番組配信もテレビサービスと

源として融合サービスにおける広告収入などに

することが法的に明確に定義された。

も期待をかけている。

さらに2009 年改正放送法第 43 条には，
「フ
ランステレビジョンは，公共サービスの使命に
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Ⅱ−5 公共放送，制度の現状
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公共放送の法的根拠

「視聴覚コミュニケーションは自由である」と

フランス

2007年，2009 年，そして2013 年の合わせて
6 回大きく改 正された。2009 年 3月の改 正 放
送法は公共放送機関，中でもフランステレビ
ジョンの改革を主眼としている。

宣言し，民間参入の道を開いた1982 年の放送

その主な内容は以下のとおりである。

法は1986 年に改正され，現行放送法はこの改

・2009 年1月1日をもってFrance Télévisions

正・補完された「コミュニケーションの自由に関

を 全 国 番 組 会 社に 改 組し， 傘下の 5 社

する1986 年 9月30日の法律」に基づいている。

（ F2，F3，F4，F5，RFO（現在は FÔ））

同法は，公共放送会社および独立規制機関の
設立を定め，映像・音声コミュニケーションの

を統合する
・公共放送の広告放送については，2009 年

全般について規定している。その第Ⅲ編第 43

から午後 8 時以降翌朝 6 時までを廃止し，

条では，
「視聴覚コミュニケーションの公共部門」

2011年のアナログ放送終了とともに全廃す

について，
「公衆を構成するすべての階層を考

る

慮したうえで，公衆に，多様性と多元性，高品

・それによる財源の減少は，政府による補助

質とイノベーションの追求，憲法に定められた

金，および商業放送の広告収入と電気通

個人の権利と民主主義の原則の尊重を特徴と

信事業者への新規の課税で補う

する番組やサービスの総体を提 供する」と規

デクレ（政令）の形で公布される，業務運営

定，そして「視聴覚コミュニケーションの公共

規則（cahiers des charges 3））も公共放送の法的

部門は，報道の真摯さ，独立，多元性と，思

根拠の1つである。業務運営規則は，放送法

想・意見の諸潮流の多元的な表現を確保する」

よりさらに具体的に細かく放送倫理や政治的多

と規定している。

元性，社会の多様性，未成年の保護，フラン

France Télévisions の公共事業体としての性

ス語・フランス文化の擁護などについて，公共

格は，放送法第 47条で「国家が全額出資する

放送が果たすべき使命と責務が明記されてい

株式会社で，その地位は政令によって承認され

る。ただ，この規則に基づいて公共放送の番

る」と規定されている。

組内容を監視するのは，政府ではなく独立規

一方，放送法第 44 条では「番組制作に関わ
るすべてのジャーナリストは，あらゆる圧力，

制機関の CSAである4）。
さらに，NHKの3か年計画などにあたる中長

情報源の暴露の要求や，知らないうちにあるい

期事業計画である目標手段契約がある。国家と

は自らの意思に反して表現形式や内容が改変さ

公共放送会社との間の契約システムで，2000

れた番組に署名することを拒否することができ

年の改正放送法に基づいて2001年から始まっ

る。すべてのジャーナリストはプロフェッショナ

た。現 在 適用されているのは 2016 年12月に

ルとしての内なる信念に反する行為の受け入れ

FTVと国家との間で調印された2016 ～2020 年

を拒否することができる」と編集権の独 立と

の目標手段契約で，エルノット社長の任期にほ

ジャーナリストの良心を保障している。

ぼ重なっている。

1986 年法は，その後 89 年，94 年，2000 年，

フランスでは，公共放送の運営・管理は，放
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送法と，政令である業務運営規則，そして期

がメンバーの半数近くを占めていて，時の政府

限づき中長期契約である目標手段契約の3 本

の影響力が否応なく反映されることがうかがわ

柱で行われているのである。

れる。
FTVの経営委員会は以下のことを行う。

5-2 公共放送のガバナンスと政治的独立

・FTVの活動の戦略方針を決定する

フランステレビジョンを含む公共放送会社の

・国 家と契約する目標手段契約案，および

トップは，独立規制機関の CSAによって指名

その補足を承認し，年間実施状況に関す

されていた。しかし，唯一の株主であり，出資

る報告書を審議のうえ決定する

者でもある国が関与しないのは，ガバナンスの

・FTVのサービスの順調な運行を監視し，会

原則に反しているなどとして，サルコジ大統領

社に適用される法律・規則の遵守を監視す

の保守政権下の2009 年の放送法では，公共

るとともに，番組の質，報道の客観性と正

放 送 会 社であるFrance Télévisions，Radio

確性，思潮・意見の多元的な表現につい

France，それにFrance Médias Monde の社長

て助言する

については共和国大統領が直接指名し解任も

・事業年度の終了にあたって，決算，事業管
理報告書を承認する

可能となった。しかしこれでは大統領による公
共放送への影響力が強まりすぎるとして，オラ

また決算の監査については，フランステレビ

ンド社会党政権下の2013 年改正放送法で，そ

ジョンの定款によって任命され，法律に従って

の指名権限はCSAに戻された。

任務を遂行する2人の会計監査役によって行わ

放送事業は文化省（Ministère de la culture）

れる。

が所管している。日常的にフランステレビジョン
などとの折衝にあたっている部局は，メディア・
文化産業振興局（Direction générale des médias
et des industries culturelles）で，メディア全
般に関する政策について，企画・立案・調整
などを行っている。

5-3

政府議会との関係，予算の決定と
承認

政府との関係
既述のように公共放送に対して政府は，そ
の果たすべき使命と責務として業務運営規則と

国 が100% の 株 主 である 株 式 会 社 France

いう特別な規則を作り，その管理に関わってい

Télévisions の最高意思決定機関は経営委員会

る。また長期計画である目標手段契約を公共

で，委員長は FTV 社長が務める。このほかの

放送との間で締結し，その代わりに財源を保障

委員は14人である。政府代表として FTVを所

している。フランステレビジョンの経営委員会に

管する文化省のメディア振興局長や経済・財政

も5人の政府代表が入っており，予算案の決定

省の予算局長などの局長クラスの政府代表が 5

に最初から関わっている。

人。議会代表として上下両院から議員1人ずつ，

放 送事業 全 般については文化省の所管だ

CSA が指名したメディア界・経済界などからの

が，財源については経済財務省が所管する。

有識者 5人，それにFTVの役職員 2人である。

受信料は 2005 年1月から税金と位置づけられ，

NHKの経営委員会と違って政府と議会の代表

2009 年 の 改 正 放 送 法で， 公共 放 送負 担 税
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（ contribution à l’
audiovisuel public）と改称さ

フランス

視聴覚高等評議会）

れた。公共放送負担税は，毎年11月，住居税

CSAは，自由で多様な映像・音声コミュニ

とともに税務当局によって徴収される。フラン

ケーションが行われるよう放送事業を規制監督

ステレビジョンには受信料の徴収部局はない。

する。具体的には，各種規則の制定，周波数
の割り当てを含む電波の監理・運用，各種の

議会との関係

義務を定める協約を締結したうえでの商業放送

既述のようにフランステレビジョンの経営委

事業者への免許の付与，義務違反の事業者へ

員会には，上下両院から1人ずつの議員が委員

の制裁（罰金，放送停止など。商業放送事業

として加わって意見を表明できる。経営委員会

者の場合は免許期間の短縮や免許の取り消し

が承認した予算や決算報告については，両院

も含む）などの権限を持つ。公共放送機関に対

の文化委員会などで審議される。公共放送負担

しても周波数の付与および取り消しの決定権

税を各公共放送事業体にどのように配分するか

を持っている。

を決定するのは議会である。

オランド政権は 2013 年の改正放送法で，公

このようにフランスの場 合，公共放送の財

共放送会社の社長の指名権を大統領からCSA

務・運営については政府，議会が大きく関与し

に戻したが，これに伴い CSAの委員の数の見

ており，公共放送の経営の自立が確立されて

直しも行われた。改正前のメンバーは合わせて

いるとは言いがたい制度状況である。

9人で，大統領が委員長と2人の委員を指名し，
上下両院の議長がそれぞれ 3人ずつの委員を

予算の決定と承認
予算案は FTVの執行部が，各チャンネル，

指名することになっていた。改正法ではCSAの
メンバーを2人減らして7人とし，大統領による

また報道，ドキュメンタリー，ドラマ，スポーツ

指名は委員長 1人だけとなり，大統領の影響力

などジャンルごとにどのように配分するかを検討

を減少させる形となった。また上下両院の議長

し作成する。そして，フランステレビジョンの経

による委員の指名にあたっては，議会の文化委

営委員会に提案，報告され，採決が行われて

員会の議員の 5 分の3 以上の賛成が必要だとさ

承認される。

れ，野党の意向も反映されることになった。

このあと予算案は，文化相と経済財務相が，

CSAには事務局のほか，放送事業者，番組，

業務運営規則や目標手段契約で定められた公

技術・法務，研究・予測などの部局があり，約

共放送の使命や目標に適合しているかどうかを

400人のスタッフがいる（地方の出先機関であ

審査し，最後に首相が裁断して国会に提出さ

るラジオ技術委員会も含む）。放送内容などに

れる。国会では上下両院の文化委員会などで

関して，全国で年間 4,000 ～5,000 件の視聴者

審議され，採決が行われて年末に翌年度の予

からの苦情が各地の CSAにあり，基本的にそ

算が成立する。

のすべてに対応している。
CSAは，報道倫理，子ども・未成年者の保

5-4

外部規制機関との関係

CSA（ Conseil supérieur de l’
audiovisuel，

護，フランス語・フランス文化擁護などに関し
て厳しく監視している。2015 年1月の一連のテ
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総収入の内訳

り，捜査状況を犯人に知られたりなどして「人

従来は，受信料にあたる公共放送負担税が

間の尊厳の尊重」や「公共の秩序の維持」など

財源の3分の2（ 66% 程度）
，広告収入が20 ～

の放送倫理規律に違反する報道が36 件もあっ

25% 程度，あとはその他収入で，不足の場合

たとして，テレビ，ラジオ計16 社に警告を出し

は政府が補助金で補うというパターンであっ

た。

た。しかし2009 年1月より夜間の広告放送を

このようにフランスにおける独 立規制機関

廃 止したため，広告収 入が30% ほど減少し，

は，政府と放送局の間にあって，報道倫理を

その分を政府が補助金で補った。以降，毎年

厳しく監視することなどによって，間接的に政

政府補助金が注入されている。

治家の放送内容への介入を遠ざけ，放送の独

フランステレビジョンの2016 年度の総収入の

立，編集権の独立の維持に一定の役割を果た

内訳は，公共放送負担税 82.6%，広告収入が

しているといえよう。

12.0%，政府補助金はゼロとなっている（表 2 ）
。

フランスの公共放送は，経営については自立
しているとは言いがたく，政府と二人三脚だと
もいえる状態ではあるが，編集権の独立につい

表2


FTV 2016 年度収入

（単位：ユーロ）

対前年比

ては，放送法，ジャーナリストの良心条項，そ
して独立規制機関による厳しい規制などによっ

総収入

28 億 7,180 万

＋1.4

て保障されているモデルといえる。

内訳
公共放送負担税
電気通信事業者税
広告収入
政府補助金
その他収入

23 億 7,110 万
1 億 3,910 万
3 億 4,500 万
0
1,650 万

＋2.2

Ⅱ−6 フランステレビジョン 組織と財源
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組織の概要

＋2.4
+18.7

出典：Rapport annuel 2016

2009 年1月1日付で，全国番組会社 France
Télévisions のもとに，F2，F3，F4，F5，FÔ
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の 5 局が統合された。

表3


統合後のFrance Télévisions の運営の舵取
りを担うのはComité exécutif de France Télévisions（執行役員会）で，2016 年12月時点で
のメンバーは以下の13人である。
「社長」
「番組戦略局長」
「管理・財務局長」
「人事・組 織 局長 」
「広告局長 」
「事務局長 」
「広報局長」
「報道局長」
「 F2 局長」
「 F3 局長」
「F4 局長」
「 F5 局長」
「 FÔ 局長」
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総収入の経年比較
FTV の総収入

（年次報告より，単位：ユーロ）

2008 年

27 億 5,030 万

（対前年比）

2009 年

30 億 3,420 万

（ +10.3% ）

2010 年

31 億 3,673 万

（ +3.4% ）

2011 年

28 億 8,820 万

（–7.9% ）

2012 年

28 億 9,980 万

（ +0.4% ）

2013 年

28 億 3,500 万

（–2.2% ）

2014 年

28 億 700 万

（–1.0% ）

2015 年

28 億 500 万

（–0.1% ）

2016 年

28 億 7,180 万

（ +2.4% ）
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財源確保のための合理化

経済の低迷による国の財政難などから，政
府や議会による合理化圧力が強まり，フリムラ

フランス

者の分担金のほうがより合法的とされたからで
ある。広告の廃止は，受信料の制度化の副産
物であった。

ン社長（当時）は，2012 年 9月から職員の合

戦後になり，1949 年7月30日制定の法律に

理化を始めた。FTVの職員は，当時の1万1,031

より，使用権料としての受信料はテレビにも適

人から，2016 年度には年間平均で1万405人と

用されることになった。テレビの料額は，ラジ

なり5 年間で 626人，6% ほど削減された。後

オの場合の3 倍と定められた。

を引き継いだエルノット社長は，2020 年度まで

さらに1959 年放送法によって公共放送機関

にさらに 500人の職員を削減する第 2 段階の合

RTF（la Radiodiffusion-Télévision Française）

理化目標を2016 年7月に発表した。

は情報相の権限下に置かれる商工業的性格の

特にローカル放送を担うF3 が合理化の矢面

公共用営造物とされ，受信料の徴収権限は政

に立たされている。2015 年末時点のF3 の職員

府からRTFに移されて公共放送機関が受信料

数は 3,552人で，グループ全体の34%を占めて

を徴収するようになった。

おり，職員削減の主な対象とされている。フリ

1960 年 8月11日の憲法評議会決定により，

ムラン前社長は F3 の社長を 6 年間務めていた

受信料の法的性格について初の判断が下され

こともあり，内情に通じすぎていたため，かえっ

た。それによれば，受信料は当時の公共放送

て大鉈をふるえなかったのかもしれない5）。

機関 RTFの公共用営造物という性質，および
その定款からして一般的な租税ではない。ま

Ⅱ−7 公共放送の財源
7-1

公的財源

受信料制度の起源

た，その徴収方法などからして受けるサービス
に対する対価ではないので使用料と定義するこ
ともできない。したがって受信料はタックス・パ
ラフィスカル（ taxe parafiscale，租税に準ずる

1922 年2月，郵電省がパリに官設放送局を

特別負担金）の性格を有するものであるとされ

設立した。1926 年には郵電省の一部門として

た。タックス・パラフィスカルは 2002 年の時点

ラジオ放送部が創設され，各地の官設放送局

でも43 種あったが，具体的には「牝牛の乳お

を1つの組織にまとめた。郵電省が税金で運営

よび雌羊と雌ヤギのクリームと乳に対する税」

し，一部は広告収入でまかなっていた。
1933 年予算法の第 109 条で受信料制度が導
入され，ラジオの受信料（redevance pour droit

「アジャン産干しスモモ保護税 」など農漁業の
産業分野におけるものだった。
受信料は，予算法でほかの料金とは別に，

d’
usage）制度を定めた。
「ラジオ受信機の使用

文化省の予算の一部として規定され，別格の

権料で，ラジオの放送番組の制作費に充てら

扱いをされてきた。

れる」と定義され，政府が徴収した。

1974 年放 送法により，フランス放 送協会，

経済危機や不況などもありラジオの広告収入

ORTF（ Office de Radiodiffusion-Télévision

は減少していたが，1935 年1月1日から官設ラ

Française）が 7分割され，受信料は再び国が

ジオでの広告放送を廃止した。理由は，聴取

徴収することになった。ラジオの受信料制度は

207

1977年に廃止された。
1979 年11月21日の憲法評議会決定は，テ
レビ受信料はタックス・パラフィスカルの性格
を失っていないとした。評議会は，1982 年放

送事業体にどのように分配するかを議会が決
め，それぞれの予算案に盛り込まれることに
なっている。
2016 年度の割り当ては表 4 のとおりである。

送法，1986 年放送法（現行放送法）のあとも
この判例を追認している。
1982 年から1986 年までは，主に日本からの
輸入を抑制して国内産業を保護する目的で，
家庭用 VTRにも受信料が課された。2004 年
には白黒テレビの受信料が廃止された。

受信料制度の法的根拠
2004 年予算法はその第 37条で「 2004 年に
ついて，redevance audiovisuelle（視聴覚受信
料）という名称の税金が創設される」とした。
これにより受信料の法的性格は，まず 2004 年

表4



2016 年度公共放送負担税の割り当て
単位：ユーロ （ ）内は全体に占める割合
※ 1,000ユーロ以下は切り捨て

France Télévisions

24 億 9,470 万（ 65.6% ）
（約 3,000 億円）

Radio France

6 億 1,950 万（ 16.3% ）

ARTE

2 億 6,980 万（ 7.1% ）

France Média Monde

2 億 4,910 万（ 6.6% ）

INA

9,080 万（ 2.4% ）

TV5 Monde

7,850 万（ 2.1% ）

計

38 億 257 万（約 4,563 億円）

出典：Projet de loi de finances pour avances à l’
audiovisuel
public 2016

1年間に限って税金となった。
受信料制度の本格的な改革を行った 2005 年

受信料額決定の方法と手続き

予算法はその第 41条で，租税一般法典を改正

従来，政府はデクレによってほぼ毎年のよう

した。法典の第 1605 条は「 2005 年1月1日か

に受信料を値上げしてきた。年末に成立する予

ら，視聴覚受信料と名づけられた税金が創設

算法によって翌年の公共放送各社への配分額

される」と定めた。

が決定するが，想定される翌年の受信料の徴

さらに2009 年 3月の法改正によって，視聴
覚受信料は「contribution à l’
audiovisuel public」
（公共放送負担税）と改称された。
この公共放送負担税は，税務当局により住

収額では不足すると見込まれる場合は，政府
はデクレを公布して受信料額を改定した。
租税一般法典に定める公共放送負担税の年
額は，2009 年 3月の法改正により，2010 年1月

居税とともに一括徴収される。一般財源には

1日以降，本土が120 ユーロ（約 1万4,000 円），

組み込まれず国庫から独立していて，公共放

海外県・海外領土が 77ユーロ（約 9,200 円）と

送事業体の資金源にのみ使われる税で，フラ

された。さらに2010 年以降，公共放送負担税

ンス語ではtaxe affectée（割り当て税）ともいわ

はタバコを除く消費者物価指数に連動すること

れ，France Télévisionsのほか，Radio France，

になり，2010 年の年額は121ユーロとなった。

ARTE，France Médias Monde，INA，TV5

ただし例外的な値上げ幅の時もある。2015

Monde6）の財源に限定されて割り当てられる。

年度は前年より1ユーロ高い134 ユーロになる

毎年の予算計画の中で，公共放送負担税の総

予定だった。しかし，財政赤字に苦しむ政府

額を試算し，それに基づいてこれらの公共放

は，緊縮策の1つとして公共放送各社への政府
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フランス

補助金の大幅な減額を決める一方，その埋め

2011年 3月，この税は違法だとして，停止する

合わせとして，2015 年度については公共放送

よう欧州司法裁判所に提訴した。しかし，欧

負担税をさらに予定より2 ユーロ値 上げして

州司法裁判所は 2013 年 6月27日，
「税制は国

136 ユーロとすると決定した。これはイギリス

家の主権に存する」として，この税は法的に有

BBC の3 分の2 程度である。

効との裁定を下した。

2017年度にも政府は 2 ユーロの値上げを提案

このように新規課税は法的に認められたが，

したが議会が反対し，消費者物価指数に連動

その一方でオランド社会党政権は経済の低迷

しての1ユーロの値上げにとどまり，年額138ユー

に伴う財政難から，公的セクターに対する補助

ロ（約1万 7,000 円）となった（表 5 ）。海外県・

金大幅カットの政策を打ち出した。FTVも例外

海外領土の公共放送負担税も1ユーロの値上

ではなく，2012 年 度には 3 億 7,200万ユーロ

げで年額 88 ユーロ（約1万1,000 円）となった。

だった政府補助金が2014 年度には1億 400万
と3 分の1 以下に減額され，FTVは経費削減

表5


公共放送負担税年額の推移

  （年度）

（単位：ユーロ）

2008

2009

2010

2011

2012

116

118

121

123

125

2013

2014

2015

2016

2017

131

133

136

137

138

政府補助金
フランステレビジョンの各チャンネルは 2008
年度までは，政府補助金が支給されることは
ほとんどなく，受信料と広告収入を主な財源と
し運営されてきた。 しかし， 放 送 法 改 正で
2009 年1月から，午後 8 時以降翌朝 6 時まで

と合理化に追われることになった（表 6 ）。
表6


政府補助金の推移と割合
単位：ユーロ （

）内は収入全体に占める割合

2009 年度

4 億 1,500 万

（ 13.7%）

2010 年度

3 億 8,050 万

（ 12.1%）

2011 年度

3 億 3,450 万

（ 11.6%）

2012 年度

3 億 7,200 万

（ 12.8%）

2013 年度

2 億 5,900 万

（ 9.1% ）

2014 年度

1 億 400 万

（ 3.7% ）

2015 年度

1 億 6,000 万

（ 5.7% ）

2016 年度

0ユーロ

0%

の広告放送が廃止され，その初年度 2009 年度
は 4 億ユーロを超える欠損が出て，政府補助金
によって補塡された。

デジタル機器への対応
デジタル機器によるテレビ番組の視聴につい

この補助金の原資とされたのが，2009 年改

て，法的にはすでに，公共放送負担税を納税

正放送法で定められた電気通信事業者と商業

する義務は，従来型のテレビ受信機だけでな

放送事業者に対する新規課税である。フランス

く，新しい媒体でテレビ番組を視聴している世

国内での総収入に対して，通信事業者は 0.9%

帯にも拡大されている。2005 年の「租税一般

（現在は1.3%に増額）
，商業放送事業者には 3%

法典第 1605 条以下の規定」がその根拠で，そ

（現在は 0.5%に減額）課税するというものであ

れによると，
「世帯の私的利用のために，テレ

る。
これに対してフランス電気通信事業者連盟は

ビ受信機，またはテレビの受信が可能とみなさ
れる装置を所有することを条件として，居住の
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用に供される家具を備えた場所に対して住居税

受信料の徴収方法

の課税対象とされているすべての個人，およ

フランスの場合既述のように受信料は，公共

び，テレビ受信機またはそれと同等とみなされ

放送負担税という名目の税であり，経済・財務

る装置をフランス国内の場所で所有することを

省の住居税担当税務総局が住居税と一緒に徴

条件として，上記の個人以外のすべての個人，

収している。春の所得申告の際，テレビの非

および法人」を対象に課税されることになって

所有者はその旨を申告する。申告をしない場合

いる。しかし実際にはこれまでのところ，テレ

はテレビ所有者とみなされる。11月の住居税

ビを持たずにほかのメディアで視聴している世

納入の際に，テレビ所有者には課税通知書で

帯から徴収されたことはない。

住居税額と公共放送税額が合わせて通知され
る。なお，事業所の場合は付加価値税と一括

受信料の免除規定
2005 年から制度が変わり，受信料の免除制

で公共放送負担税を納付する。
収納経費として，徴収した受信料総額から

度は住居税のそれに同調することになった。租

1%を政 府 が 天 引きすることになって いる。

税一般法典の規定によって住居税が免除また

2006 年以降はおよそ2,300万ユーロ（約 27億

は減額になっている場合は，受信料も同様に

円）となっている。新しい徴収方法によって，

免除または減額になる。したがって，受信料独

徴収経費はそれまでの3 分の1程度になった。

自の免除制度というものはなくなったことにな
る。
2017年度に減免されるのは，
・2016 年の収入に対して課税されていない
75 歳以上の人
・および住居税を免除または減額されている
人

不払い対策
春の所得申告の際，テレビ受信機を所有し
ているにもかかわらず所有していないと虚偽の
申告をした場 合は，150 ユーロ（約 1万8,000
円）の罰金を科せられる。
公共放送負担税を支払わない者に対しては，

・低所得者・障害者・傷痍軍人

国税・税務当局が，住居税や付加価値税の徴

などである。

収と同様に強制的に徴収する。罰則はない。

従来の制度による受信料の免除対象よりも，

家財（公共放送負担税の場合はテレビ）を差し

住居税のほうの対象が広いため，その分免除

押さえて競売に付した場合，税務当局はほかの

件数も多くなった。それだけ徴収額が減少する

債権者に優先して必要額を徴収できる先取り

ことになるが，それよりも一括徴収により徴収

権がある。一連の手続きにFTVなど公共放送

効率を上げることを重視した結果である。

会社が関与することはない。

2000 年 8月の放送法改正により，社会福祉

不払い対策として，地上波有料チャンネル，

の観点から年齢，収入などを基準とする免除

衛星，ケーブルの有料テレビ事業者は，税務当

は，一般会計予算から全額が補償されること

局から求められた場合，加入者の限定された個

になった。

人情報（氏名，住所，加入契約日のみ）を提出
する義務がある。情報を提供しなかった場合，
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不正確または不完全な情報を提出した場合に
は，それぞれの情報について15 ユーロの罰金
が科せられる。

7-2

フランス

受信料以外の商業財源

公共放送テレビジョン（当時はORTF）に，
商品名を提示することのできる商業広告放送
の導入が認められたのは，1968 年10月のこと

受信料制度  今後の課題
フランスの民間の調査 会社 Médiamétrie が

だった。
「テレビを自由化し，視聴者や広告主
を考慮するようにさせて，テレビに関わる者が，

2017年1月に発表したところによると，2016 年

政治家よりも公衆により関わることを余儀なく

にオンラインサービスを通じて，パソコン，タブ

するため導入された7）」という。

レットそれにスマートフォンによってテレビ番組

広告放送の法的根拠は，放送法第 48 条に

を視聴したのは，2015 年より5 分増えて1日平

ある。
「フランステレビジョンは，政治情報番組，

均 19 分だった。また視聴世帯の16% が従来型

政治論争，ニュース番組を除いて，業務運営規

のテレビを持たず，35 歳以下の 65%はネットで

則に従って番組スポンサーをつけることができ

しかテレビ番組を視聴していなかった。

る」と明記されている。

この調査結果からは，従来型のテレビ受信

広告放送の時間量は，公共テレビ放送のF2，

機による視聴がじわじわと減りつつある一方

F3 の場合，平均で 60 分間につき8 分以内に制

で，若い世代では，オンライン視聴が主流にな

限され，商業テレビ放送の TF1，M6 の場合は，

りつつあるという実態がうかがえる。

それぞれ 60 分間につき12分以内に制限されて

この流れを受けて，テレビを持たないものの

いる。FTVの各チャンネルを合わせた1日の広

スマートフォンなどで視聴している世帯から受信

告 時 間 量は， 概 ね 3 時 間 であった。 しかし

料（公共放送負担税）を徴収することが今後大

2009 年1月からのプライムタイムの広告放送廃

きな課題となるだろう。

止によって1時間 20 分減り，1時間 40 分程度に

これについて，同じように公共放送負担税に

なっている。

支えられているラジオフランスのマチュー・ガレ

広告放送には，真実性，品位，人間性の尊

社長は，2017年2月7日のルモンド紙のインタ

重などが求められる。みだりに外国語を使用す

ビューで，
「受信料制度ができたとき，デジタル

ることにも制限がある。また公共放送では，番

機器はなかった。いまや制度改革は不可欠だ。

組や映画を中断して広告を放送することはでき

ドイツ方式の負担金制度（テレビ受信機の有

ない。商業放送でも広告による番組や映画の

無にかかわらずすべての世帯，事業所に支払い

中断は 2 回しか認められず，子ども向け番組，

義務がある）の導入などを早急に検討すべきだ」

ニュースおよび報道番組などは中断することは

と述べている。これに対して，所管の経済・

できない。

財務省は，公共放送負担税については，2018

広告収入は近年，3 億ユーロ余りで停滞して

年度の予算編成では制度の見直しを行わず，

いる（表 7 ）。広告市場のシェアでインターネッ

2019 年度以降に見送る方針だと8月31日付の

ト関連が伸び続けている影響を受けていると

ルモンド紙が伝えている。

みられる。
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表7


の将来を託しているようだ。そのミッションがあ

広告収入の推移と割合
単位：ユーロ （

）内は収入全体に占める割合

ればこそ当時 48 歳という若さで，CSA が初の

2006 年

8 億 3,360 万

（ 29.2%）

女性社長指名を（ 2015 年 4月，就任は同年 8

2007 年

8 億 2,310 万

（ 28.1%）

月）したと推測される。

2008 年

6 億 1,850 万

（ 22.5%）

エルノット社長の任期にほぼ重なるFTVの

2009 年

4 億 3,090 万

（ 14.2%）

2016 年から2020 年の 5 年間の事業計画 COM

2010 年

4 億 8,520 万

（ 15.5%）

（目標手段契約）が2016 年12月1日に国家との

2011 年

4 億 2,370 万

（ 14.7%）

間で合意，調印され，国の後押しも受けて融

2012 年

3 億 7,200 万

（ 12.8%）

合サービスの展開をさらに加速することになっ

2013 年

3 億 3,300 万

（ 11.7%）

た。

2014 年

3 億 1,800 万

（ 11.3%）

具体的には，24 時間のニュース専門のサー

2015 年

3 億 2,100 万

（ 11.4%）

ビスとして，インターネットと地上デジタルテレ

2016 年

3 億 4,500 万

（ 12.0%）

ビの双方に2016 年 9月1日から同時配信を開

（フランステレビジョン年次報告より）

始した Franceinfo については，ローカルニュー
スを担うFrance3 による地域情報の充実などに

広告放送廃止問題
2009 年の改正放送法に基づいて FTV傘下

よって，さらに多様な内容を提供したいとして
いる。

各局の広告放送は，2009 年1月5日から，午

そして，アメリカの動画配信事業者 Netflix

後 8 時以降翌朝 6 時までの時間帯で廃止され

によって，最近ヨーロッパでも飛躍的に増えて

た。しかし，改正放送法で予定された 2011年

いるSVOD（ビデオの定額見放題サービス）に

末の広告放送全廃については厳しい財政状況

ついて，FTVも2018 年春にサービスを開始す

から見送られ，2016 年1月以降に先送りされた。

る計画だ。Netflixなどアメリカの動画配信事

さらにオランド政権は，財源難を理由に広告放

業者に対抗して，フランスオリジナルの映像作

送全廃そのものを見送る改正案を議会に提出，

品を積極的に提供するとしている。

2013 年7月に下院で，続いて10月には上院で

そのコンテンツ確保のため，フランス製の映

可決成立し，サルコジ前政権が掲げた公共放

画や連続ドラマなどの制作に対して，FTVがこ

送の広告全廃は頓挫した。FTVの執行部は広

れまでの年間 4,000万ユーロから200万ユーロ

告放送の一部復活を求めている。

多い 4,200万ユーロ（約 50 億円）を毎年出資す
るなどして貢献することを，目標の1つとしてい

Ⅱ−8 今後の課題と展望
8-1

放送と通信の融合

フランス最大手の電気通信会社 Orange（オ

る。
こうした目標を実現させるため政府は，FTV
に対するこれまでの補助金削減政策を改め，
COMによれば，2016 年度には 2,800万ユーロ

レンジ）出身のエルノットFTV 社長は，放送と

の 補 助 金を2017年度には 3,800万ユーロに，

通信の融合サービスのさらなる展開に公共放送

さらに2020 年度には政府補助金を6,300万ユー
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ロ（約 75 億円）に増加させるとしている。

度の確立を待つしかないのであろうか。

8-2

8-3

永続的で安定した財源

フランス

公共放送会社の再統合

補助金増額は国との間で交わした約束であ

2015 年 9月，公共放送に関する議員報告書

る。しかし，政権が交代すると，その約束が

が，議会上院の文化委員会に提出された。財

反故にされ，政府補助金が約束どおりに各年

源問題についてはドイツ方式の導入を勧奨した

度 FTVに支給されるとは限らない。現にオラ

うえで，公共放送機関の組織的な再統合を提

ンド社会党政権は，サルコジ政権時代に調印

案した。組織として別々に存在していた公共テ

された 2011～2015 年の中長期計画 COMを見

レビの 5チャンネルが2009 年にFTVのもとに

直し，2013 ～2015 年の修正COMを策定して，

統合されたが，今度は「France Média」という

当初の予定より補助金を大幅に削減した。経

持ち株会社を新たに作って，そのもとに2020 年

済の停滞で財政難の政府が緊縮策をとり，公

までに，FTVとRadio Franceを統合，さらに

的部門に対する援助を削減したためだった。

ほかの公共放送会社についてはまず，オンライ

これと似たようなことが，マクロン政権のも

ンサービス部門を統合するというものだ。

とでもまた起きるかもしれない。メディアを所

こうした統合の試みは実はすでに助走段階

管するフランソワーズ・ニセン文化大臣は 2017

に入っている。既 述のように2016 年 9月1日，

年 9月14日，フランステレビジョンやラジオフラ

インターネットとテレビの双方に24 時間ニュース

ンスなど公共放送各社の2018 年度予算を削減

を同時送信するFranceinfoが開始された。こ

する方針を明らかにした。これは予算審議が国

のプロジェクトの運営については，別組織とし

会で進み，マクロン政権が公的部門の緊縮策

て独 立している公共放送会社のうち，France

をとろうとするなか，ニセン大臣が明らかにした

TélévisionsとRadio France，国際放送のFrance

ものである。2018 年度の公共放送 5 社の予算

Média Monde，それにアーカイブのINA がコン

は 2017年度に比べ総枠で 8,000万ユーロ（約

テンツや要員，資金などの面で協力態勢をとっ

100 億円）減額されそうだ。

ている。それはニュースの編集部門における公

オランド前政権は，フランステレビジョンの
予算について，2016 〜2020 年の中長期計画

共放送の統合の先駆けであり，先導となるもの
とのねらいがあるようだ。

にあたる目標手段計画で，デジタルサービス拡

2010 年代後半のフランスでは，放送と通信

大などのため予算増額を約束していたが，マク

の融合サービスのさらなる発展，それを支える

ロン政権に代わって早くも計画見直しを迫られ

永続的で安定した財源制度の確立，有機的に

ることになったのである。

機能する公共放送の再統合が模索されている

フランスでは政権交代のたびに，放送政策
も変更されることがたびたびある。だとすれば，

のである。


（にった てつろう）

政府補助金に頼らずに公共放送の経営の自立，
編集の独立を守るためには，やはりドイツ方式
の導入などによる永続的で安定した受信料制
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注：
1 ）France Télévisions ，TF1，Samsung，Philips，
Sonyなどが共同参加で開発
2 ）contrat d ’
objectifs et de moyens，政府と公共放
送が結ぶ中長期計画で，契約期間中の財源を政
府が保障するシステム
3 ）cahiers des charges，政府と交わす業務達成目標
書で公共放送の使命，責務を具体的に明記
4 ）商業放送の場合は，免許付与の条件としてCSA
と商業放送局が放送倫理規定である協約を締結
し，これに違反がないかどうかを CSA が監視する
5）
『放送調査と研究』2011年7月号「公共放送インタ
ビュー，フリムラン会長に聞く」参照
6 ）フランス，ベルギー，スイス，カナダが出資するフ
ランス語圏向け公共放送
7 ）Patrick Eveno「La réforme de l’
audiovisuel」29P
La documentation Française Janvier 2009
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Ⅲ

ドイツ

ドイツの公共放送の制度と財源

Ⅲ−1 最新動向と課題

杉内 有介

ビス」に膨大な量の作業が発生したが，これも
大きな支障なく処理することができた。

ドイツの公共放送制度に関する動向で，ここ

このデータ照合の結果，新たに登録された

数年で最も大きな変化は，2013 年1月に導入さ

世帯や事業所が増え，収入増につながった。導

れた「放送負担金制度」であろう。これにより

入 1年後にはすでに大幅な超過収入になること

ドイツの公共放送は，それまでのように受信機

が判明したため，ドイツ放送史上初めて放送

を所有する世帯からその受信機の種類に応じ

負担金の値下げが行われた。その後，2017年

た額を徴収するのではなく，受信機所有の有

から2020 年までの額も据え置かれることが決

無や種類にかかわりなく，すべての世帯から一

まった。

律の額を──「住居につき負担金 1件分」とい

受信機を持っていなくても負担金を支払わな

うキャッチフレーズのもと──徴収することに

くてはならないという事情に対しては，予想さ

なった。制度改正の背景には，パソコンやス

れたとおり，制度導入直後から市民や企業から

マートフォンなど多様な受信機が普及し，受信

裁判所への提訴が相次いだ。しかし，2 つの

環境が大きく変わったことで，受信機の所有を

州の憲法裁判所による判決，行政裁判の最高

根拠に受信料を徴収することが説得力を失い

審である連邦行政裁判所の2 つの判決を含め，

つつあり，将来的に公平負担の原則の維持が

これまでのところいずれの裁判も，放送負担

危ぶまれる，という認識を，公共放送と州政

金 制度の合憲性を認めた判決を出している。

府が持つようになったということがある。こうし

2018 年には，連邦憲法裁判所が最終的な判決

て，放送と通信の融合時代にふさわしい，公

を出す見通しである。

正で簡素な公共放送の財源調達の仕組として，
放送負担金制度は導入された。

特に2010 年以降，メディア環境とメディア利
用行動はドイツにおいても大きく変化している。

2013 年1月の新制度開始の前後における実

インターネット上での動画視聴が急速に増え，

務面での移行も，概ね順調に進んだ。全世帯

モバイル視聴も日常的なものになった。また，

からとりこぼしなく徴収するために，全国の自

ソーシャルネットワーキングサービス（ SNS）の

治体から18 歳以上の全住民の登録データを公

利用や，大量のデータをアルゴリズムで分析し

共放送の徴収機関「負担金サービス」に転送

て自動的に「おすすめ」を提供するサービスな

し，既存の世帯のデータと照合し，今まで登

ど，新しい形のメディア利用行動も浸透してい

録されていなかった世帯に支払いを求めていく

る。

という措置がとられた。このため，
「負担金サー

ドイツの公共放送は，このような新しいメディ
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ア環境の中に，新しい課題を見出している。公

教育や文化と同じく，中央の連邦ではなく各州

共放送によれば，現在のメディア環境には，情

の権限とされた。こうした歴史的経緯から，州

報の受け手が自分の関心だけを反映した小さな

がそれぞれ，または共同で公共放送を設立す

メディア世界に閉じこもったり，虚偽の情報が

るという，ドイツ独特の公共放送の制度が生ま

急速に拡散してしまうといった危険がある。そし

れ，今日にまで引き継がれている。

て，公共放送はこのような傾向に対抗して，社

ドイツでは現在，州が設立するARD（ドイ

会の意見の多様性を反映し，フォーラムの場と

ツ公共放送連盟）加盟の州放送協会が 9 機関，

なり，社会の統合に寄与するようなコンテンツ

ZDF（第 2ドイツテレビ），ドイチュラントラジオ

を，新しいメディア利用に即したかたちで届けて

と，連邦が設 立する国際放送ドイチェ・ベレ

いかなくてはならない。ところが現在，公共放

（ Deutsche Welle）の合わせて12 の公共放送

はん さ

送のインターネットサービスに煩瑣な規制がある

機関が存在する。ARDに加盟する州放送協会

ためにその役割を十分に果たすことができずに

の一覧を表 1 に示した。

いる。このため公共放送は数年前から，公共放

以下の報告では，主にARDとZDFについ

送がインターネットでもっと存在感を示せるよう

て記述する。必要に応じてドイチュラントラジオ

に規制緩和すべきだと州政府に主張してきた。

とドイチェ・ベレについても情報を補う。

こうして，放送とインターネットの融合深化の
時代にふさわしい，公共放送のインターネット
サービス任務を再定義するという課題が，メ

Ⅲ−3 公共放送の任務とサービス

ディア政策の課題として浮上した。2016 年10

ドイツでは，公共放送の使命については，

月には，州政府の委託を受けた先駆的かつ実

連邦憲法裁判所が過去14 回もの「放送判決」

験的な試みとして，ARDとZDFは共同で，10

の中で規範となる見解を示しており，これがド

〜20 代の若者向けに，テレビ放送からは独立

イツの公共放送制度の基礎となっている。これ

したオンデマンド配 信 専用の 番 組サービス

はおおよそ次のように要約できる。

「funk」を開始した。この延長線 上で，現在，

◦社会に存在する意見をできる限り幅広く，取

公共放送の動画配信サービス全 般について，

りこぼしなく反映し，個人と公共の意見・意

テレビ放送とは関係のない独自の番組制作を

思形成に寄与すること

認めるなどの規制緩和が検討されている。

◦その際，ニュースや政治解説番組だけでなく，
娯楽番組や，スポーツなどさまざまな生活領

Ⅲ−2 公共放送の成り立ち
第二次世界大戦後，ドイツの放送制度の再

域に関わる情報番組を通じて，社会に存在
する情報，経験，価値態度，行動規範の多
様性を伝えること

建は，アメリカ，イギリス，フランス，旧ソ連の

◦それによって民主主義的秩序と文化的な生

4つの占領地区で別々に行われた。また，ナチ

活にとって放送が持つ本質的な機能を果た

ス時代に国家により放送が濫用されたという苦

すこと

い経験から，戦後の旧西ドイツでは，放送は

こうした連邦憲法裁の示した規範を踏まえて，
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表1

社会的な連携を促進すること

ARD 加盟の州放送協会
州放送協会

設立州

本部所在地

バイエルン放送協会
（BR, Bayerischer バイエルン
Rundfunk ）

ミュンヘン

ヘッセン放送協会
（HR, Hessischer
Rundfunk ）

フランクフルト

ヘッセン

中部ドイツ放送協会
ザクセン，テュー
（MDR,
リンゲン，ザクセ ライプツィヒ
Mitteldeutscher
ン・アンハルト
Rundfunk ）
北ドイツ放送協会
（NDR，
Norddeutscher
Rundfunk ）
ブレーメン放送協会
（RB，
Radio Bremen ）

ニーダーザクセ
ン，ハンブルク，
シュレースヴィヒ
ハンブルク
=ホルシュタイン，
メクレンブルク=
フォアポンメルン
ブレーメン

ブレーメン

ベルリン・ブランデン
ブルク放送協会
ベルリン，ブラン ベルリン，ポツ
（RBB，
デンブルク
ダム
Rundfunk BerlinBrandenburg ）
ザールラント放送協会
（SR，
ザールラント
Saarländischer
Rundfunk ）

ドイツ

ザールブリュッ
ケン

バーデン=ヴュ シュトゥットガル
南西ドイツ放送協会
ルテンブルク，ラ ト，マ イン ツ，
（SWR,
イン ラント=プ バーデン・バー
Südwestrundfunk ）
ファルツ
デン
西部ドイツ放送協会
ノルトライン=
（WDR，
ヴェストファーレ ケルン
Westdeutscher
ン
Rundfunk ）

◦情報，教養，生活情報，娯楽に役立ち，特
に文化に寄与する番組を提供すること
また，インターネットサービスについては特別
に，次のような任務を果たすものと定められて
いる。
◦国民のすべてのグループに情報化社会に参
画する機会を提供すること
◦複雑化した社会の中での状況認識の手助け
となること
◦メディアリテラシーの向上に役立つこと
これらの任務を達成するため，ARD，ZDF，
ドイチュラントラジオは，以下のテレビ，ラジオ，
インターネットサービスを提供している。

3-1 テレビ放送とラジオ放送
ARD，ZDF，ドイチュラントラジオ（ DLR）
は，地上放送，衛星 放送，ケーブルテレビ，
IPTV，インターネットといったすべての伝送路
表2

＜ARD 共同制作＞
・das Erste（「第 1テレビ」，総合編成の
旗艦チャンネル）
・One（ 30 ～ 40 代向け文化・娯楽）
・tagesschau24（ニュース・情報）
ARD

ドイツの基本的な放送法規である「放送州間
されている。
体かつ要因として機能すること
◦欧州・国内・地方の重要なできごとについて
の包括的な概観を提供すること
◦国際的な相互理解，欧州統合，連邦と州の

＜各州放送協会制作（第 3チャンネル）＞
・BR Fernsehen・hr-fernsehen・MDR
FERNSEHEN・NDR Fernsehen・rbb
Fernsehen・SWR/SR Fernsehen・
WDR Fernsehen
＜州放送協会単独制作の専門チャンネル＞
・ARD-alpha（教育）

協定」には，公共放送の任務は次のように定義
◦個人および公共の自由な意見形成過程の媒

公共放送のテレビチャンネル

ZDF

＜ZDF 単独制作＞
・ZDF（総合編成の旗艦チャンネル）
・ZDFneo（ 25 ～ 49 歳の家族向け娯楽）
・ZDFinfo（ニュース・情報）

・KI.KA（子ども向け）
ARD
・PHOENIX（時事・ドキュメンタリー）
ZDF
・3sat（ドイツ語圏向け文化・教養）
共同
・ARTE（ヨーロッパ文化・教養）
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表3

公共放送のラジオチャンネル

ARD

FMラジオ53ch，DAB/DAB+ 独自15ch

DLR

Deutschlandfunk（報道・情報）
Deutschlandfunk Kultur（文化・教養）
Deutschulandfunk Nova（若い世代向け）

携サービスHbbTVサービスを提供している。
注目すべき新しい動向として，ARDとZDF
は 2016 年10月，インターネット限定の若者向
け番組配信サービス「funk」を開始した。
「 funk」
は，10 ～20 代の若者向けに公共放送が新た

を使用して，合計18チャンネルのテレビサービ

に制作した番組を，動画配信サイトYouTubeや

ス，71チャンネルのラジオサービスを提供して

Facebook，Twitter，Instagram，Snapchatと

いる（表 2，表 3 ）
。

いったSNS上で定期的に配信している。ジャン
ルは，ルポルタージュ，時事解説，科学，対談，

3-2 インターネットサービス

ドラマ，アニメ，コメディー，音楽，ファッション，

インターネットサービスの内容

ゲーム紹介など多岐にわたり，ARDとZDFの

ARDとZDFは1996 年に初めてウェブサイト

内部制作や，外部制作のもの，また購入した

を開設し，インターネットサービスを開始した。

海外ドラマ作品もある。開始時には番組数は

以来，番組情報，ニュース記事，番組のオンデ

40 だったが，現在は約 60 に増えている。

マンド配信および同時配信など，豊富なコンテ
ンツを提供している。
本格的な番組配信は，ZDF が2007年 9月に
「ZDFメディアテーク」を，ARDが2008 年 5月

funkは，今後のドイツの公共放送のインター
ネットサービスのあり方を検討するうえでの見本
として考えられている。これについては次項で
も述べる。

に「 ARDメディアテーク」と呼ばれる番組配信
専用のポータルサイトを開設することにより始
まった。現在では ARD，ZDFともに，すべて

インターネットサービスの法制度整備
公共放送のインターネットサービスの範囲は，

のテレビ・ラジオチャンネルを同時配信すると

2008 年12月の法改正で大規模な整備が行わ

ともに，多くの番組をオンデマンド配信してい

れた。これにより，インターネットが，テレビと

る。これらはいずれも無料で，放送負担金を

ラジオと並ぶ第 3 のサービスの柱と位置づけら

財源としたものである。オンデマンド配信の提

れる一方，オンデマンドの動画配信については，

供期間は，各公共放送の内部監督機関が行う

放送した番組に限り，原則放送後7日までとさ

審査により，番組種類別に詳細に定められて

れ，それ以上の期間提供する場合は，内部監

いる。例えば ARD の場合，毎平日放送のドラ

督機関が市場への影響を考慮した審査を行わ

マは放送後 3 か月まで，毎週放送または毎月放

なければならない，などの規律が設けられた。

送のドラマは 6 か月まで，特集・ドキュメンタ

また，ウェブサイトで提供するニュースなどのコ

リー番組は12 か月，教養番組は 5 年，20 時の

ンテンツに関して，新聞・雑誌社が展開するデ

定時ニュースは期限なし，などである。ARDと

ジタルサービスへの圧迫とならないよう，公共

ZDFはまた，スマートフォン・タブレット用のア

放 送は「番 組に関 連のない新聞・雑 誌 類似

プリや，テレビで番組を視聴しながらインター

サービス」を提供してはならない，とされた。こ

ネットコンテンツも利用できる放送と通信の連

の規律のもとで，ARDとZDFはテレビ・ラジ
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オ放送の同時配信やオンデマンド配信を無料で

割を果たすにあたって，2008 年の法改正で定

提供している。

められた細々とした規制が障害となっているた

その後，他の先進国同様に，ドイツにおい
ても，メディア環境とメディア利用行動は急速

め，これを緩和する方向で改正すべきだ，と
公共放送は主張している。

に大きく変化した。ブロードバンド接続世帯の

具体的な要求としては，オンデマンド配信の

増加や動画配信技術の向上により，同時・オ

提供期間を法律で縛ることはやめ，内部監督

ンデマンドを問わず，インターネットでの動画視

機関によって社会的ニーズや市場の影響をその

聴が当たり前のものなった。モバイル通信とス

つどで考慮して決定できるようにすること，ま

マートな端末の普及により，どこにいても動画

た，そもそもリニアな放送を中心にした規制枠

を視聴することが可能になる一方，リビングに

組みはもはや時代に即していないことを踏ま

おいてもスマートテレビの普及で，放送とイン

え，番組の放送前の先行配信や，インターネッ

1）

ターネットの融合が進んでいる 。

ト配信独自の番組制作も可能とすること，など

ドイツの公共放送は，最近発表したいくつか

である。公共放送によれば，そのようにして初

の文書の中で，このような新しいメディア環境

めて，現在のメディア環境に適した形でサービ

の中で公共放送が果たすべき新しい課題につ

スを提供し，その民主主義的・社会的・文化

2）

いて触れている 。特に若い世代は，動画視

的使命を果たすことができる。

聴の方法として，時間と場所に縛られず自分の

州政府側も，比較的早い段階からこうした

好きなものを視聴するというオンデマンド型の

必要性を認識していた。州政 府は 2015 年12

3）

視聴を好んでおり ，結果として，総合編成の

月，ARDとZDFに対し，2 つの専門チャンネ

テレビ放送とは異なり，自分が選択したもの以

ルを廃止する代わりに，その予算を使って，10

外の情報や意見に触れるという機会が少なく

〜20 代の若者向けに，テレビ放送からは独立

なっている。さらに，SNS上のコミュニケーショ

したオンデマンド配信専用の番組サービスを共

ンの特性や，大量の視聴データに基づいて提

同で制作・提供する，という任務を2015 年12

供される「おすすめ機能」は，そうした傾向を

月に放送法で定めた。こうして，公共放送に

ますます助長し，
「フィルターバブル」や「エコー

とって初めて，インターネット独自の番組制作

チェンバー」などと呼ばれる情報の受け手が自

が可能となり，若 者向けサービス「 funk」が

分の関心だけを反映した小さなメディア世界に

2016 年10月に始まった。

閉じこもる現象が広く指摘されるようになってき

この2015 年12月の法改正は，2008 年の規

ている。また，こうしたコミュニケーション空間

制枠組みには手をつけず，若者向けのサービス

上で，虚偽の情報やヘイトスピーチなどの急速

だけを，いわば例外扱いしたものだった。現在，

な拡散も容易になっている。社会の意見の多

これを動画配信全般に広げる方向で法改正の

様性を反映し，フォーラムの場を提供し，社会

準備が進んでいる。州政府は 2017年 5月，オ

の統合に寄与するという使命を持った公共放

ンデマンド配信の 7日間制限を撤廃し，番組の

送は，まさにこうした傾向に対して積極的に働

放送前の先行配信や，インターネット配信独自

きかけなければならない。しかし，そうした役

の番組制作も可能とする法改正案を公開した。
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現在，意見募集が行われているところである。

略称「放送州間協定」。各州の放送法の共
通原則を定めており，ドイツの放送に関する

3-3

国際放送

連邦政府の交付金を財源とする国際放送ド
イチェ・ベレが，テレビ，ラジオ，インターネッ
トで外国向けサービスを行っている。

最も基本的な法規として位置づけられる。第
2 章で公共放送の任務，規律，財源の保障
を定める。
◦「放送負担金州間協定」

テレビ国際放送は，24 時間英語のみの旗艦

2010 年に，それまでの「放送受信料州間協

チャンネル「 DW」が全世界に向けて衛星放送

定」に替えて制定された。公共放送の主な財

しているほか，中東向けには「 DWアラビア語」

源である放送負担金の公平負担の原則（支

（ 24 時間アラビア語）
，南北アメリカ大陸向け

払い義務要件，免除要件，強制執行，罰則

には「DWスペイン語」
（ 24 時間スペイン語）と

など）について定める。

「DWドイツ語＋」
（ 20 時間ドイツ語と4 時間英

◦「放送財源州間協定」

語）
，アジア向けには「 DWドイツ語」
（ 24 時間

1996 年制定。放送負担金の額と，それを

ドイツ語）を放送している。

決定する手続きについて定めている。

ラジオ・インターネットサービスは 30 言語で
提供している。

◦州公共放送法
ARDに加盟する9 の州放 送協会の設 立法
で，それぞれの任務，組織，規律を定める。

Ⅲ−4 公共放送制度
4-1

存立の法的根拠

州ごとに公共放送法と商業放送法が存在す
るが，各州間の制度を調和させるため，共通
の原則を定めた州間協定が数種類締結されて

MDR，NDR，RBB，SWRは複数州の共同
設立のため，州間協定という形をとる。
◦「ZDF 州間協定」
ZDF 設立法で，ZDFの任務，組 織，規律
を定める。
◦「ドイチュラントラジオ州間協定」

いる。ドイツ統一後の1991年に，これら州間

ドイチュラントラジオの設立法で，任務，組

協定の包括的な整備が行われ，その後 2017年

織，規律を定める。

までに計 20 回の改正が行われている。また，

◦「ドイチェ・ベレ法」

連邦憲法裁判所が，放送法に関する違憲審査

国際放送ドイチェ・ベレの任務，組 織，財

でこれまで14 回もの「放送判決」を下し，放送

源を定めた連邦法。

制度の基礎を作ってきた。
以下に放送関連法規を挙げる。
◦「ドイツ連邦共和国基本法」
（憲法）

4-2

公共放送の政治的独立

公共 放 送の政 治的独 立 ──ドイツ語では

第 5 条 1項が「個人と公共の自由な意見形

「国家から離れていること」
（ Staatsferne）と表

成」と「放送による報道の自由」を保障して

現される── はどのようにして保障されるのか

いる。

という問題は，連邦憲法裁判所が「放送判決」

◦「放送とテレメディアに関する州間協定」
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憲法裁はこれまで，大きく分けて，監督制度と，

監督機関のメンバーになることが認められてい

財源制度の2 つの側面において，公共放送の

る点である。これについて，連邦憲法 裁は，

政治的独立性について規範を示してきたと考え

2014 年の第 14 次放送判決において，
「公共放

られる。

送の監督機関における政府・政党関係者の割
合は 3 分の1 以下でなくてはならない」，と明確

監督機関の政治的独立

な基準を示している5）。

監督のあり方については，連邦憲法裁は，
1961年の第 1次放送判決において，
「内部的多

財源の政治的独立

元主義」と呼ばれる規範を示した。憲法裁によ

財源のあり方についても，連邦憲法裁は，国

れば，法律で設立される公共放送は，国家（政

家が公共放送に間接的な影響力を行使する余

府，行政機関，立法機関）による影響力から

地を残すような財源制度であってはならないと

逃れていなければならず，国家に許されるのは

繰り返し強調し，規範を示している。

せいぜい法律が遵守されているかどうかという

州政府は1975 年に，受信料改定に客観的

観点からの限定的な法的監督のみである。公

な根拠を与える目的で，公共放送の値上げ申

共放送の監督を行う合議制機関が，
「適切な比

請を審査し，州首相に改定額の答申を出すこ

率であらゆる重要な政治的，世界観的，およ

とを任務とする諮問委員会として，KEF（公共

び社会的グループの代表者によって構成」され

放送の財 源需要の審 査と確定のための委員

ており，またその機関が，
「放送に関心を持つ

会）を設置した。しかし，このKEF が出す答

すべての人々の意向が適切に反映されるという

申には法的拘束力がなかったため，州首相が

原則が十分にかなえられるように，番組の編成

選挙戦で人気取りのために，受信料額をKEF

に重要なしかたで関与する諸力を統制し，また

の答申よりも低い金額にすることを約束する，

修正する力を持っている」ならば，憲法が保障

などということが常態化していた。

する「放送の自由」と合致する，と連邦憲法裁
4）

は述べた 。

こうした事態に対し，連邦憲法裁は1994 年
2月，第 8 次 放送判決（「第 1次受信料 判決 」

この「重要な社会的グループ」の代表によっ

とも呼ばれる）の中で，従来の受信料額決定

て監督機関を多元的に構成するという方法は，

手続きは，政府ないし政治家が公共放送の財

戦後に設立された ARD の加盟局によって当初

源決定権を恣意的に濫用し，憲法に基づいた

から採用されていた組織形態であり，連邦憲

公共放送の使命の達成を脅かす危険性をはら

法裁はこれを追認したわけである。この組織

んでいるため，違憲であると判断した。憲法裁

形態は，その後現在に至るまで，基本的には

はまた，政治は一国の中でどのような放送制度

変わっていない。監督機関の任務やメンバーの

を作るか，公共放送の任務範囲をどのように定

選任方法などについては，4-3 で詳しく述べる。

義するかというメディア政策上の決定を行うこ

なおこの点に関して，政治的独立性の観点

とができるが，その決定と，受信料額について

から重要なことは，政党や政府関係者も，
「重

の決定は手続き上分離していなくてはならず，

要な社会的グループ」の代表として，一定程度，

受信料額の決定の中に，メディア政策上の意図
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を忍び込ませてはならない，という規範を示し

評議会が監督している7）。

た。

①放送評議会（ZDFではテレビ評議会）

この判決を受け，各州は1996 年に「放送財

公共の利益を代表し，公共放送が法律に定

源州間協定」を締結し，従来のKEFの独立性

められた任務を果たしているかどうかを監視す

と権限を強化する形で，受信料額決定手続き

る。具体的には，公共放送の番組やインター

を新たに制度化した。KEFの任務，手続き，

ネットサービスが番組原則や指針を遵守してい

委員の選任方法については，6-5で詳しく述べ

るかどうかの監督，重要事項に関する会長へ

る。 連 邦 憲法 裁判 所は，2007年 9月の 判 決

の助言，会長の選任・解任など重要人事の決

（「第 2 次受信料判決 」）において，このKEF
による放送負担金の額の決定手続きの合憲性
についてあらためて確認している。

定，予算案と決算書の承認などを行う。
メンバーは，番組編成の内容上の均衡と客
観性を保障するために，社会的に重要だとみ

また，公共放送の財源形態については，
「放

なされる諸グループの代表から多元的に構成さ

送負担金」制度導入前の議論においてあらため

れる（内部的多元性の原理 ）。例えば，WDR

て検討対象になったが，その際に，税金という

の場合は，州議会の各会派から13人，教会，

形態は，たとえ目的税であっても，議会の予算

労働組合，消費者団体，自然保護団体など38

決定権に服すため，政治的独立性という原則

の指定団体から各1人，最新の社会潮流を反

とは相容れず，採用は不可能であることが確認

映した7 団体から各1人（団体の指定は任期ご

された。元連邦憲法裁判所裁判官のパウル・

とに州議会が行う），放送評議会が指名する2

キルヒホフ教授は次のように述べている。
「放

人の計 60人となっている。評議員の数の規模

送財源調達の『国家からの自由』を定めた原則

は各公共放送機関によって異なり，最小で 30人

は，収入が放送事業者の任務のためにあらか

（ rbb），最 大で 74人（ SWR）である。政 府・

じめ留保されずに，毎年予算承認の際に議会

政党関係者の割合は，19%（hr）〜33%（ ZDF）

からその利用を審査され，新たに決定されなく

である。

てはならないような公課形式を禁じている。そ

②管理評議会

のため，放送のために留保される目的税もまた
6）

違憲である」 。

番組編成以外の財務・法務などの管理面に
関する監督を行う。具体的には，予算案と決
算の監査，会長との業務契約の締結，会長の

4-3

規制と監督

内部監督システム

職務執行の監督，子会社などへの出資比率の
変更時の同意，などである。メンバーは主に放

9 つの 州 放 送協会とZDFは， それぞれ 異

送評 議会によって任 命される。規 模は，7人

なった法律によって設立されているが，ガバナ

（ BR）～18人（ SWR）である。管理評議会に

ンスの構造は共通している。会長は，公共放

も，政府・政党関係者が入るところがある。

送の全業務を統括し，番組編成の責任を負う。
その会長が率いる執行部の業務を，内部に設
置される放送評議会と管理評議会という2 つの
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外部監督システム
外部監督システムとしては，4-2 で触れた公
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共放送の財源の改定額について答申を行う独

ドイツ

立委員会 KEFと，州の会計検査院がある。

Ⅲ−5 公共放送の組織と財源規模

① KEF（公共放送の財源需要の審査と確定の

5-1

ための委員会）

組織の概要

ARDに加盟する州放送協会，ZDF，ドイチュ

公共放送が2 年ごとに提出する4 年間の財源

ラントラジオの2015 年の収入と職員数の規模

必要額の申請を受け，審査のうえ，4 年間に必

は表 4 のとおりで，公共放送全体の総収入は

要な収入額を確定し，放送負担金の料額改定

92 億 7,570万ユーロ（ 約 1兆 2,200万円 ）だっ

の必要性について2 年ごとに州政府に答申を出

た。州放送協会は，最大のWDR から最小の

す。詳細については 6-5を参照。

RBまで大きな格差があり，これを調整するた

②州会計検査院

めARD 間で資金を拠出し合う「財源調整」の

州会計検査院は，公共放送とその子会社の
決算書の監査を行う。

制度がある（ 6-6を参照）。また，2015 年の総
収 入の内 訳 は，ARDは 放 送 負 担 金 収 入 が
85.5%，広告・スポンサーシップ収入が 6%で，

4-4

政府，議会との関係

ドイツの公共放送の設立主体は州であるの
で，州政府や州議会からまったく独立して運営
されるわけではない。しかし，以上にみてきた

ZDFは放送負担金収入が 86.0%，広告・スポ
ンサーシップ収入が 7.6%だった。
表4

公共放送の総収入と職員数（ 2015 年）
総収入
（ユーロ）

職員数
（人）

10 億 6,660 万

3,485

5 億 1,480 万

1,915

7 億 3,570 万

2,149

11 億 4,580 万

4,016

1 億 6,020 万

213

4 億 7,570 万

1,931

1 億 2,470 万

621

南西ドイツ放送協会
（ SWR ）

12 億 1,670 万

3,706

西部ドイツ放送協会
（ WDR ）

14 億 20 万

4,619

ように，ドイツの公共放送制度は，できる限り
「国家制度から遠く離れる」
（Staatsferne）よう
に設計されている。
あらためてまとめると，まず，公共放送の内
部監督機関のメンバーとして，一定数の州政府
および政党関係者が入っているが，この割合は
3 分の1 以下に抑えられている。
また公共放送の財源（放送負担金）の料額
は，最終的には州政府が決定するが，このと
き州政府は独立委員会であるKEFの答申の額
を十分な理由がない限り変更することはできな
い。ただしKEFの委員の選任は，16 州首相
が行う。
また公共放送は，州政府と州議会に対し，2
年ごとに財政状況を報告する義務を負っている

バイエルン放送協会
（ BR ）
ヘッセン放送協会（ HR ）
中部ドイツ放送協会
（ MDR ）
北ドイツ放送協会
（ NDR ）
ブレーメン放送協会
（ RB ）
ベルリン・ブランデンブル
ク放送協会（ RBB ）
ザールラント放送協会
（ SR ）

が，財務監督を行う権限は州政府と州議会に

第 2ドイツテレビ（ ZDF ） 21 億 9,550 万

はなく，州会計検査院にある。

ドイチュラントラジオ

2 億 3,980 万

3,454
684

出典：ARD，ZDF，DLRウェブサイト
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効率化の動き

具体的な数字を盛り込んだ合理化のための構

放送負担金制度の導入により発生した増収

造改革計画を提出するよう求めた。こうして1

のおかげで，2015 年 4月に負担金の値下げが

年後の2017年 9月末，ARD，ZDF，ドイチュ

行われ，2017年から2020 年末までの 4 年間に

ラントラジオは「デジタル時代の公共放送の任

ついても額は据え置かれることになった（ 6-5

務と合理化のための構造改革」をそれぞれ州

を参照）
。しかしKEFは 2016 年2月，増収分

政府に提出した9）。

の積み立てが2020 年末までには底をつくため，

ARD はこの中で，ITシステムの合理化とそ

2021年以降の 4 年間は，月額 19 ユーロ以上に

れに伴う業務プロセス改革により，2028 年ま

値上げすることが必要になるとの予測を州政府

でに約 6 億ユーロを削減できるという見積もり

に出した。

を出した。その主な内容は，①ARD 全体の

これに危機感を覚えた16 州政府は，負担金

ITシステム戦略に関する意思決定の集約化と

の値上げ額をできる限り小さく抑え，制度への

それに必要な業務全般の標準化を行う，②財

国民の理解を維持することを目標に，公共放

務・人事部門の管理業務についてSAP 社の最

送にできる限りの経営の効率化を求めていくた

新のソフトウェアを導入し，ARD 全体で一元管

めの共同の作業グループ“公共放送の任務と

理する，③スタジオでの番組制作，報道，大

合理化のための構造改革 ”を立ち上げた。経

規模スポーツイベント中継について，効率的な

営の効率化ということで特に念頭におかれてい

技術とITインフラを導入する，④番組のアーカ

たのは，公共放送内部のITシステムの合理化

イブ化のための統一的なデータシステムを構築

だった。2016 年 4月にKEF が州政府に提出し

する，などである。これらの多くは ZDFとドイ

た「第 20 次報告書」の中で，公共放送の管理

チュラントラジオが共同で行うものである。こう

部門や制作部門で使われているIT システム

した合理化施策のほかに，衛星 SD 放送やFM

に大幅な経費削減が見込める，と指摘されて

ラジオ放送の終了などの伝送・送信関連費で，

いたからである。KEFによれば，ARDに加盟

2028 年までに約 3 億ユーロの削減が可能だとし

する9 つの州放送協会，ZDF，ドイチュラント

ている。ヴィレARD 会長は，これらの改革に

ラジオは成立経緯が違うことから，管理部門

ついて，
「 ARD の歴史の中で最大の改革プロ

や制作部門の業務プロセスがそれぞれ異なり，

セスだ」と述べた。

それに応じて ITシステムを構築しているため，

ZDFも，車両関連業務や印刷業務の外注化

非常に非効率的な構造になっているという。例

や廃止，ITセキュリティーシステムのARDとの

えば，ARD 内にIT 環境を統一的に整備する

統合，データセンターやコンピューター端末管

権限を持った部署はなく，ハードウェアやソフ

理の外注化などによって，2021年から28 年ま

トウェアの導入も連携なく個別に行われている。

で約 3 億ユーロを削減，職員数も2020 年まで

これらの重複業務を1か所に集約すれば大幅

に 560人を削減するとした。ドイチュラントラジ

な経費削減が可能だとKEFは指摘していた8）。

オは，ケルンとベルリンの2 つのスタジオの制

16 州政府は 2016 年10月，ARD，ZDF，ド

作・送出の効率化などにより年間 400万ユーロ

イチュラントラジオに対し，削減できる経費の
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の削減が可能であるとした。
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これらの施策は10 年を見据えた改革であり，

ドイツ

わず視聴する世帯を減らすため，公共放送は，

まずは投資が必要となり，経費は一時的に増え

地方自治体の住民登録データなどを活用しつ

ることになる。しかし，現在のKEFによる公

つ，郵便通知で届出を促すほか，外部の委託

共放送の財源規模の監督システムは，2 年ごと

調査員を雇って戸別訪問を行うなどしていた。

のチェックで4 年間の収支を合わせるという方

しかし2000 年代に入り，放送サービスを利

法がとられているため，4 年を超える中長期的

用できる受信機が多様化するなかで，今後受

な経営計画が立てられないという欠点がある。

信機の所有を根拠に受信料を徴収することが

このため公共放送は，現在の 4 年間の財源必

次第に難しくなり，将来的に公平負担の原則を

要額の申請に加えて，12 年間の経営計画を提

危うくする，という認識を，公共放送も州政府

出し，KEFはそれも考慮した上で4 年ごとの改

も持つようになった（ 6-3を参照）。2006 年10

定額を定める，という現行方式の修正案を合

月に放送と通信の融合時代にふさわしい公平

わせて提案している（ 6-5を参照）
。

な受信料のあり方の検討が始まり，2010 年12

Ⅲ−6 公共放送の財源
〜放送負担金制度
連邦憲法裁判所は，公共放送が憲法に基づ

月，受信機所有の有無にかかわらず，全世帯
から一律で徴収する放送負担金制度の導入が
決まった。こうして2013 年1月に新制度が実施
された。

く使命を果たすために必要かつ安定的な財源
調達の仕組を，国（州）が整備しなければなら
ない，と放送判決で述べている。そして16 州
は，
「放送州間協定」において，
「放送負担金」
（ Rundfunkbeitrag ）を公共放送の主たる財源
とすると定めている。

6-2

放送負担金の法的根拠

公正負担という観点からの放送負担金の具
体的な設計について定めているのは「放送負
担金州間協定」である。徴収規定については
以下のように定めている。

ARDとZDFには広告放送収入とスポンサー

世帯については，
「住居」ごとに放送負担金

シップ収入もある（ 5-1を参照）が，本稿では放

が徴収される。支払い義務は，その住居に住

送負担金について述べる10 ）。

む18 歳以上の成人が負うが，複数人が1戸の
住居に住んでいる場合（シェアハウスなど）は1

6-1

放送負担金制度の起源

「放送受信料」
（ Rundfunkgebühren）という
制度は戦前からあったが，1970 年にドイツ全州
で統一的に整備され，この制度が2012 年末ま

人が代表して支払えばよい。別荘を所有してい
る場合は，別途徴収される。
事業所については，表 5 のような従業員数に
応じた10 段階の額が設定されている。

で存続した。これは，原則的にすべての放送

宿泊施設の客室については，これとは別に，

受信機に受信料支払い義務を課し，世帯の受

1部屋につき3 分の1の額が課される。さらに，

信機については 2 台目以降を免除するというも

営業用の車1台ごとに 3 分の1の額が課される。

のだった。受信機の所有者には公共放送への

ただし，1事業所につき1台目の車については

届出義務が課された。届出をせず受信料を払

徴収対象にならないため，1台しか車両を所有
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表5

権限を持っていない実質上の税金にあたるので

事業所の負担金額
従業員数

金

額

はないか，という提訴が相次いだ。また事業所

0〜8

負担金の1/3

と車を多く保有する企業からも，不当に高い金

9 〜 19

負担金 1 件分

額を支払わなくてはならないのは平等原則違反

20 〜 49

負担金 2 件分

だとする提訴が行われた。しかし，2014 年 5月

50 〜 249

負担金 5 件分

には，ラインラント=プファルツ州とバイエルン

250 〜 499

負担金 10 件分

州の2 つの州憲法裁判所が，放送負担金は税

500 〜 999

負担金 20 件分

金にはあたらず，憲法で保障されている法のも

1,000 〜 4,999

負担金 40 件分

との平等に違反しないとする判決を下した。ま

5,000 〜 9,999

負担金 80 件分

たドイツの行政裁判の最高審である連邦行政

10,000 〜 19,999

負担金 120 件分

裁判所は，2016 年 3月には，世帯からの負担

20,000 以上

負担金 180 件分

金徴収について，同年12月には事業所と車か
らの徴収について，法の下の平等に合致してお

していない事業者は支払わなくてよい。
受信機の所有とは関係なく負担金を徴収する

り，合憲であるの判決を下した。このように，
これまでのところいずれの裁判も，放送負担

ことが正当とされるのは，現在ほぼすべての世

金 制度の合憲性を認めた判決を出している。

帯に，パソコンやスマートフォンを含めてなんら

2018 年には，連邦憲法裁判所で判決が出され

かの受信機があり，公共放送のサービスを利用

る見通しになっている。

しようと思えばできる状態にある，という統計
上の根拠があることに加え，プライバシーの保

6-3 デジタル機器への対応

護にもつながるという面がある。放送負担金制

パソコンやスマートフォンなどのデジタル機器

度の設計において大きな役割を果たした元連邦

をどのようにして徴収対象とするかという問題

憲法裁判所裁判官キルヒホフ教授は次のように

については，ドイツは「受信機に関係ない」放

述べている。
「公課（負担金）が受信機と結び

送負担金という制度を設計することによって，

つけられている限りは，これを確認し，その所

一気に解決してしまったといえる。

有者の利用状況を調べ，最終的には住居内の

そもそも，放送負担金を導入するに至った直

検査も行わなくてはならなくなる。これに対し，

接の背景は，2007年に始まったインターネット

放送負担金の算定根拠を世帯や事業所での推

に接続可能なパソコンや携帯端末などの「新

定上の利用に求めるならば，公課（負担金）の

型受信機」からの受信料徴収（通称パソコン受

徴収要件は，個人情報保護や不可侵の住居の

信料）が，多くの問題を抱えていたからだった。

11 ）

保護領域にまで踏み込まずにすむ」 。

パソコン受信料の導入後，パソコンを番組視聴

制度導入直後から，受信機を持っていなくて

のためには使っていないのに受信料が徴収され

も支払わなくてはならないという事情に対して，

るのは不当だとする訴訟が各地で相次いだ。

市民からは，法のもとの平等という原則に違反

地裁では異なる判決が出たが，連邦行政裁判

しているのではないか，またこれは州が立法の

所は 2010 年10月，パソコン受信料の徴収は合
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ドイツ

憲だが，もしこの先，パソコンや携帯端末から

3人，放送技術の専門家 1人，州会計検査院

の徴収が現実的に困難になっていくとすれば，

から5人の計16人から構 成される。 任 命は，

不平等な状態が生まれ，憲法違反になる可能

各州首相が1人ずつ行う。

性がある，との見解を示した。実際に2008 年

KEFは 2013～2016 年末，2017～2020 年末

のデータでは，受信機所有を届け出ている世

のように4 年の期間を設定し，各期間の公共放

帯の割合は，各州全体の平均では概ね 90%を

送の財源額を確定し，そこから負担金の額を

大きく超えていたのに対し，ベルリン，フランク

算定する。具体的には，額の決定の手続きは，

フルト，ミュンヘン，シュトゥットガルトといった

次のような3 段階で行う。

大都市では76.9 ～78.5%だった12 ）。こうしたこ

（ 1）A RD，ZDF，ドイチュラントラジオは，2

とから，受信機の所有や種類に依存しない放

年ごとに，4 年間の財源必要額の申請を行

送負担金制度への転換が急がれたという背景

う。

があった。

（ 2 ）K EFは，公共放送の申請を基礎に，サー
ビス計画が法律で定められた任務範囲を

6-4

割引制度，免除規定

逸脱していないか，その資金計画が経済

世帯については，生活保護，失業保険，連

的運用と経費削減の原則にかなっている

邦奨学金，職業教育援助の受給者，および盲

か，合理化の余地がないかを詳細に審査

ろう者は支払いを免除される。視覚と聴覚のど

し，収入と支出の予測を修正し，公共放

ちらかに障害のある人や重度障害者は，3 分の

送の要望額から実行可能とされた経費削

1の額の支払いとなる。

減分を差し引いたうえで，4 年間の財源額

事業所については，障害者施設，老人ホー

を確定する。それに基づいて，受信料の

ム，警察，幼稚園，学校，大学，公益法人な

値上げの必要性，その額と時期について2

ど，非営利団体の事業所については，従業員

年ごとに州政府に答申を出す。

と車の数にかかわらず 3 分の1の額の負担金の
みが徴収される。

（ 3 ）各 州政府は，KEFの答申に基づき，値上
げ額について合意する。その際，KEF 答
申の額を下方修正することは，受信料支払

6-5

放送負担金の額の決定方法

放送負担金の額の決定手続きについては，

い者の適切な経済的負担を理由としての
み許されるが，その場合州首相は，KEF

「放送財源州間協定 」が，独 立委員会である

答申額がなぜ不適切な負担であるかを客

KEF（公共放送の財源需要の審査と確定のた

観的に証明しなければならない。値上げ額

めの委員会）を通じた手続きを定めている（ 4-2

について州首相が合意したあと，各州議会

も参照）
。

で批准を行うが，この際，州議会は批准す

KEFのメンバーは，会計監査および企業コ
ンサルティングの専門家 3人，経営学の専門家

るか，否決するかの選択しかなく，額を変
更することはできない。

2人，放送法の専門家で裁判官資格をもつ者 2

通例，改定の答申は 4 年ごとに出される。そ

人，メディア経済学およびメディア学の専門家

の2 年後の答申は，4 年間の「中間報告」と位
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置づけられ，経過報告のみされることが多い。
1990 年以降の放送負担金（ 2012 年以前は
放送受信料）額の経年変化は表 6 である。
放送負担金制度導入後，新たに登録された

決定をした。
つまり，16 州政府はこの間 2 度，KEF 答申
と異なる額の決定をしたわけである。これらは，
公共放送への介入を目的としたものではなく，

世帯や事業所が増え，大きな収入増につながっ

値下げと値上げが不必要に繰り返されることを

た。KEFは2014 年2月の中間報告で，2016 年

避けた合理的かつ合法的な判断だったといえ

までに公共放送には合計11億ユーロ超の超過

る。KEFにとっては，4 年間の収支を合わせる

収入が出ると算定し，2015 年からの放送負担

ように改定額を出すことが任務として定められ

金の月額を0.73 ユーロ値下げし，17.25 ユーロ

ているため，4 年を超えるスパンを視野に入れ

にすべきとの答申を州政府に正式に提出した。

た判断が出せない，という事情があった。こう

しかし16 州首相は，2017年以降の次期改定を

した制度上の不備を補うため，公共放送は現

見 据え，KEF 答 申より値 下 げ 幅 を 抑えて，

在行っている4 年間の財源要望申請に加えて，

17.5 ユーロに改定すると決定した。これにより

12 年間の長期計画も提出するようにし，KEF

生じた超過収入については，公共放送に積み

はそれを考慮した上で改定額の答申を出す，と

立てを義務づけ，次期改定で値上げ幅を抑え

いう形に変えてはどうかという修正案が出され

るために使う，としたのである。こうして2015

ている（ 5-2を参照）。

年 4月，ドイツ放送史上初めてとなる値下げが
行われた。その後，2013 年から2016 年の 4 年

6-6

徴収と分配の方法

間 に発 生した 超 過 収 入 は， 結 局 合 計15 億

放送負担金の支払いは，自動引き落としか

9,000万ユーロに達した。そこで KEFは 2016

振り込みのみで，3 か月ごとが基本となってい

年2月に，
2017年から2020 年末の額を17.2 ユー

る。徴収は，ケルンにある「 ARD・ZDF・ドイ

ロにすべきとの，再度の値下げ答申を出した。

チュラントラジオ負担金サービス」
（ ARD ZDF

しかし州首相はここでも，2021年以降の値上

Deutschlandradio Beitragsservice，以下「負担

げ幅をできるだけ抑えるために，額を据え置く

金サービス」）が一括して行っている。
負担金サービスは，徴収のために，全国の

表6

放送負担金・受信料の額の推移

（ユーロ）

自治体の住民登録データを活用することができ

1990.1 ～ 1991.12

9.72（ 19.0DM ）

る。
「放送受信料」の時代からも住民登録デー

1992.1 ～ 1996.12

12.17（ 23.8DM ）

タの利用は認められており，各州法により，地

1997.1 ～ 2000.12

14.44（ 11.33DM ）

方自治体は，市民の「入 居 」
「 退 去 」および

2001.1 ～ 2005.3

16.15（ 31.58DM ）

「死亡」の際に，そのデータを公共放送に自動

2005.4 ～ 2008.12

17.03

的に転送することが定められている。転送され

2009.1 ～ 2015.4

17.98

るデータは，氏名，続柄，誕生日，現在と以前

2015.5 ～

17.5

の住所，入居日（または退去日，死亡日）に限

※ 2013 年より前の金額はテレビ所有世帯の支払う金額。2002 年
より前の金額は，括弧内のドイツマルクの額をユーロ換算したもの。
（出典：Media Perspektiven Basisdaten, 2016 ）
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られ，データは必要がないとわかった場合はた
だちに消去すること，確認されていないデータ
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も遅くとも12 か月後には消去しなければならな

ドイツ

表 8 負担金サービスの徴収経費率

いことが定められている。

徴収経費（ユーロ）

徴収経費率

放送負担金制度の成立後，全世帯からとり

2012 年

2 億 4,990 万

3.34%

こぼしなく徴収するため，2013 年 3月3日付け

2013 年

2 億 4,920 万

3.24%

の全国の自治体の18 歳以上の全住民の登録

2014 年

2 億 4,430 万

2.93%
※

3.00% ※
2.56% ※

データを負担金サービスに転送するという措

2015 年

2 億 4,430 万

置がとられた。負担金サービスは，これを既

2016 年

2 億 0,410 万※

存の世帯の登録データと照合し，未登録の世

※ 2015 年以降は予算に基づく数字
（出典：負担金サービス報告書，第 20 次 KEF 報告書から作成）

帯には登録が必要かどうかを確認する旨の通
知を送り，何度かの通知にも返答がない場合

自治体から送られてくる。しかし元の住居にほ

は自動的に支払い義務のある世帯として登録す

かの人が一緒に住んでいたかどうかについて

るという措置をとった（負担金サービスはこれ

は，負担金サービスは知るすべがない。もし同

を「直 接 登 録 」
〈 Direktanmeldung 〉と呼んで

居人がいて，その人が自主的に届出をしなかっ

いる）
。もし誤った登録だった場合は，申請を

た場合，不払いの世帯が生じることになる。こ

行えば支払い義務は取り消される。データの転

のような不払い世帯が増加していくことを防ぐ

送は 2013 年 3月に始まり，4 回に分けて行われ，

ために，全国の住民データの転送を再度行うこ

照合の作業は 2014 年末に終了した。

とになったわけである。

全住民登録データの転送は 2013 年 3月に1

2013 年以降，負担金サービスが登録した世

回だけ行う予定だったが，2015 年12月の法改

帯，事業所，車，総収入の数の推移を示したの

正で，2018 年にも行うことになった。これには

が表 7 である。2015 年，2016 年と，世帯・事

次のような事情がある。ある住居で支払い登録

業所数は増えているのに総収入が減っているの

をしていた人が引っ越した場合，負担金サービ

は，2015 年 4月に負担金が値下げされたこと

スには当該者の新しい住居についての情報が

と，免除世帯が増えていることによる。
また，放送負担金の総収入に対

表7

する徴収経費の割合の推移を表 8

登録世帯数・事業所数等の推移
2013 年

2014 年

2015 年

2016 年

登録世帯数（免除含む） 3,639 万 3,935 万 3,900 万 3,910 万

に示した。徴収経費には，負担金
サービスの経費と，各州放送協会
内部にある放送負担金担当部署の

免除人数

250 万

253 万

286 万

293 万

割引人数

53 万

51 万

48 万

47 万

事業所

332 万

346 万

360 万

374 万

負担金サービスが徴収した収入

客室

89 万

90 万

90 万

91 万

は，
「放 送財 源州間協定 」の規定

別荘

12 万

13 万

13 万

12 万

に 従 い，ARDに70.1465%，ZDF

417 万

425 万

426 万

437 万

に25.1813%，ドイチュラントラジオ

4,240 万 4,451 万 4,466 万 4,487 万

に2.7733%，さらに商業放送の監

車
総口座数
総収入（ユーロ）

76.8 億

83.2 億

81.3 億

80.0 億

経費も含む。

督機関である州メディア監督機関に
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1.8989% の割合で分配される。さらにARD の

2013 年以降の強制徴収の申請件数は図 2 の

各州放送協会への配分は，それぞれの地域の

ようになっている。全住民登録データの照合が

負担金支払者の数に応じて行われる（図 1 ）
。

終了した2014 年末，支払い義務ありとして新た
に登録された世帯から不払いの世帯が多く出て，

図1

ARD 内での負担金収入配分
WDR
20.9%

SWR
18.2%

れたため，公共放送は住民登録データの照合

BR
16.3%

により「自動登録」された世帯の強制執行申請
HR
7.5%

MDR
10.6%
NDR
17.4%

SR 1.2%
RBB 7.1%

強制執行機関の負担も大きくなることが予想さ

RB 0.8%

「負担金サービス年次報告書 2016」
より作成

また，規模の小さいRBとSRが，このままで
は収入が少なく運営が困難になることから，ほ
かの州放送協会が協力して資金を拠出し合う

の件数を，月間最大 6 万件に制限している。
図2

強制執行件数の推移

（万件）
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また，2016 年には，負担金不払いを続けて

「財源調整」の制度がある。拠出金の総額は，

いた市民が，強制執行の際に資産情報の提供

「放送財源州間協定」によりARD の放送負担

を拒み，裁判所の執行官が勾留状を出したに

金収入総額の1.6%と定められており，その負

もかかわらず何か月も抵抗を続けたため，つい

担比率は ARD 内で取り決めている。

に刑務所に収監されるという事例が発生した。
放送負担金（受信料）の不払いが原因で刑務

6-7

不払い対策

所への収監が行われたのはこれが初めての事

不払いの世帯と事業所に対しては，負担金

例だったという13 ）。勾留措置の権限は強制執

サービスが「確認」
「督促」
，2 回の「警告」と，

行機関にあり，州放送協会は執行状況につい

計4 段階の通知を行う。2 回目の警告の後も支

て通知されることはないため，担当の州放送協

払いがない場合，州放送協会が，地方自治体

会がそれを知り，勾留をやめるよう当局に申請

に強制執行の申請手続きを行う。強制執行は

するまで，当該の人物は 2 か月間刑務所に勾留

行政上のもので，裁判所の執行文なしで，州

されていた。

が定めた強制徴収執行機関（裁判所など）に

こうした事態を受け，公共放送は 2017年1

よって執行される。徴収された金額は州放送協

月，今後このような事例が発生することをでき

会に口座振替で送付される。さらに州放送協

るだけ防ぐために，強制執行の手続きをとる前

会は，支払いを 6 か月以上滞納している場合，

に民間の債権回収会社に集金を委託する方法

1,000 ユーロ以下の罰金を科すこともできる。

を，試験的に導入する方針を決めた。
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最新の変更点

放送負担金制度の成立の際，16 州政府は，

ドイツ

Ⅲ−7 今後の課題と展望

制度開始から2 年後に，KEFとはまた別の第

放送負担金制度については，受信機と切り

三者機関による制度の評価を行うことで合意し

離す設計をしたことで，短中期的なメディア環

ていた。この第三者報告書に基づき14 ），州政

境の変化には左右されない，安定した制度と

府は 2015 年7月， 次のような評 価を行った。

なったと評価できる。連邦憲法裁判所が，民

法的側面については，新制度はこれまでの訴

主主義的で文化的な社会の維持に公共放送が

訟すべてで合憲性が確認されている。経済的

積極的な役割を果たすことを支持する判決を積

側面については，第一に，収入は予想を上回

み重ねてきたドイツだからこそ，受信機の所有

り，すでに値下げも行われ，今後も安定した

の有無にかかわらず徴収する制度は公正であ

収入が見込める。第二に，期待されていたとお

る，という考えが司法でも社会でも共有されう

り，世帯と事業所からの収入の割合に大きな

るのかもしれない。2018 年に連邦憲法裁判所

変動はなかった。第三に，徴収経費について

が合憲の判決を出せば，放送負担金制度は，

も，期待されていたとおり，2016 年末に20%

法的にはますます磐石となる。

減になる見込みとなった（表 8 参照 ）
。また，

次は公共放送自身が誠意を示す番である，

個人情報保護の観点からも，全国の住民登録

といえるかもしれない。2021年以降に負担金

データの照合は問題なく行われた。

の値上げが避けられない見込みになり，州政

こうしたことから，16 州の首相は，
「放送負

府から経費削減のための合理化案をまとめる

担金制度は成功であり，抜本的な変更は必要

ように求められた公共放送は，2017年 9月に，

ない」との評価を示した。それと同時に，いく

ITシステムの合理化と制作・管理など業務全

つかの点において，主に負担軽減を目的とした

般の効率化を行う長期計画を公表した。ヴィレ

部分改正案を提示した。改正の内容は，①支

ARD 会長がこの改革について，
「 ARD の歴史

払い免除になった親と同居する子どもについ

の中で最大の改革プロセスだ」と述べていると

て，支払い義務が生じる年齢を18 歳から25 歳

おり，連合体としての組織原理を核としたARD

に上げる。②免除の申請手続きも簡便化する。

にとっては大きな挑戦になると思われる。16 州

③従業員数に応じた事業所の支払いについて，

の放送政策協議の幹事となるラインラント=プ

従来は非常勤従業員も1人と数えていたが，今

ファルツ州の首相は，公共放送の計画を受理

後は例えば半日勤務の場合 0.5人と数えること

したあと，
「改革への真摯な姿勢がうかがえ，

を可能にする。④社会福祉施設や学校など公

正しい方向への一歩と評価できる」としながら

益目的の施設は，これまで従業員数にかかわ

も，
「一歩で終わりではない」ことも強調した。

らず負担金 1件分の負担だったが，3 分の1の

公共放送がどのように改革案を実行していくの

額に軽減する。⑤全国民の住民登録データの

か，また 2021年以降の受信料額にどのように

照合を2018 年にも行う，などである。この改

反映されるのかが注目される。

正は，2017年1月に発効した。

そして現在，放送とインターネットの融合時
代の公共放送の任務範囲を再定義する動きも
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始まって いる。2016 年 に 始まった，ARDと

法案は，まだ意見募集の段階で，本格的な議

ZDFの 若 者 向け配 信サービスの「 funk」は，

論は 2018 年になると思われる。ドイツの公共

これからの公共放送のインターネットサービスの

放送がこの先，新しいメディア環境の中でどの

あるべき形を示すよい例になっている。2017年

ようなコンテンツで民主主義的・連帯的・文化

5月に公開された法改正案では，動画配信の

的使命を果たしていくのか，注目される。

提供期間制限などが撤廃され，インターネット



（すぎうち ゆうすけ）

独自の番組を配信することも可能としている。
注：
1 ）2017年 半 ば 時点で，76.9% の世帯が 50Mbps 以
上 の ブ ロ ードバ ンド に（ 2010 年 で は 39.5%），
90.3% の世帯が 6Mbps 以上のモバイルブロードバ
ンドに接続可能である（出典：連邦交通デジタル
イン フ ラ 省，Aktuelle Breitbandverfügbarkeit in
Deutschland ）。また 32% の世帯が，自宅のテレ
ビをインターネットに接続している（出典：州メディ
ア監 督 機 関，Digitalisierungsbericht 2017 ）。 ま
た全インターネット利用者の 52% が，少なくとも
時々はインターネットでテレビの同時配信かテレビ
番 組のオンデマンド配 信を，38% がAmazon や
NetflixなどのVOD サービスを利用している（出
典：ARD・ZDF，Onlinestudie 2017 ）。
2 ）とりわけ，ZDFの委託で有識者 3人が執筆した鑑
定書「クラウド時代の公共放送の法的資格と任
務」
（ Legitimation und Auftrag des öffentlichrechtlichen Fernsehens in Zeiten der Cloud, 2016
年10月14日公 表 ）や，ARD の「デジタル時代の
公共 放 送の 任 務と合 理 化のための構 造 改革 」
（ Auftrag und Strukturoptimierung des öffentlichrechtlichen Rundfunks im digitalen Zeitalter，
2017年 9月29日発表）。
3 ）全動画視聴時間のうち，テレビ放送，VOD，ライ
ブストリーミングが占める割合は，全年齢ではそ
れぞれ 69.1%，17.9%，4.6%であるのに対し，14
～19 歳ではそれぞれ 36%，47%，10%で，20 ～
29 歳では 40%，43%，9%である（出典：州メディ
ア監督機関，Digitalisierungsbericht 2017 ）。
4 ）連邦憲法 裁判所の第 1次 放 送判決については，
石村善治「西ドイツにおける放送法制度論と放送
の自由論～第二テレビ訴訟をめぐって～」
『放送学
研究 』13（ 1969 年），ARD 加盟局の内部監督機
関の設立経緯や1970 年代という早い段階におけ
るその先駆的な批判的検証として，石川明「放送
の社会的規制―西ドイツ放送委員会の一断面―」
『放送研究と調査』1975 年 2月号（ 33～38頁）を
参照。
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5 ）第 14 次放送判決については，鈴木秀美「公共放
送の内部監督機関の委員構成と放送の自由―第 2
ドイツ・テレビ判決 ―」
『メディア・コミュニケー
ション 慶應義塾大学メディア・コミュニケーション
研究所紀要』No.65（ 2015 年），および杉内有介
「独連邦憲法裁判所，ZDF 監督機関の委員構成
に違 憲判決 」
『放 送研究と調 査 』2014 年 5月号
（ 75頁）を参照。
6 ）Paul Kirchhof, Gutachten über die Finanzierung
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, S.26
7 ）ARD 全体のガバナンスに関しては，各州放送協
会の 2 つの評議会の代表者が集まるGVK（評議
会代表会議）が設置されている。
8 ）KEF, 20. Bericht, 2016.4, S.272f
9 ）ARD「デジタル時代の公共放送の任務と合理化
のための構造改革」
（前掲注 2 ）。ZDFとドイチュ
ラントラジオもそれぞれ同じタイトルの文書を公表
している。
10 ）公共放送の広告放送収入は，受信料額の決定が
政治に強く依存していた時代には，公共放送の独
立性を相対的に高めるという役割が期待されてい
た。しかし，政治的独立性が制度的に保障され，
また広告収入の割合も少なくなっている現 在で
は，その意味は薄くなっているといえる。このた
め，広告放送とスポンサーシップの段階的廃止が
検討されているが，廃止するとなるとその分放送
負担金の値上げをしなくてはならないため，すぐ
に実現というわけにはいかないようである。
11 ）Kirchhof, S.58
12 ）KEF, 17. Bericht, 2009, S.228f
13 ）die Welt オンライン版，
“Die erzwungenen Einnahmen
werden dann rausgeschmissen ”
（ 2016 年 4月4日
付）
14 ）DIW ECON, Evaluation der Einführung des
R u n d f u n k b e i t ra g s . Z u s a m m e n f a s s u n g d e r
Ergebnisse des Evaluationsprozesses, 2015.7

世界の公共放送 − 制度と財源報告 2018

Ⅳ

イタリア

イタリアの公共放送の制度と財源

Ⅳ−1 最新動向と課題
イタリアの公共放送 RAI（イタリア放送協会，
Radiotelevisione Italiana）とNHKとの大きな

広塚 洋子

算安定法」の中で，受信料を値下げしたうえで，
電気代と一括徴収する新しい徴収制度を導入
した。
過去にも，この電気代一括徴収案のほか，

違いは，財源としての広告収入の有無である。

所得税の申告時にテレビ保有について申告させ

RAIの主な財源は，受信料収入と広告収入で

る案や，消費能力に応じて受信料額を累進性

ある。内訳は，2016 年実績で，受信料収入の

にする案など，さまざまな案が候補に挙がり検

割合が約 68%，広告収入の割合はインターネッ

討されたが，いずれも実現には至らなかった。

ト媒体の台頭で年々縮小傾向にあるものの，

そのような中，比較的安定政権だったレンツィ

約 25%を占める。その結果，ある程度視聴率

前政権は，新しい制度の導入に成功した。新

を重視した番組制作による番組の質の低下や，

制度導入の結果，2016 年受信料の支払い状況

広告収入が主な財源である商業放送，中でも

は，件数で前年比約 34% 増の約 560万件，金

規模において同程度である直接的ライバルの

額で約 2 億 7,000万ユーロ（約 350 億円）の増

商業放送大手，Mediasetとの類似化が，しば

加となった。

しば批判の的となる。そのため，公共放送か

しかし，2016 年12月に成立した「 2017年予

ら広告財源を減らすべきという議論，受信料財

算法 」により，翌 2017年も100 ユーロから90

源と広告財源の明確な分離方法についての議

ユーロに，2 年連続で値下げされたことに加え，

論はいまだに続いている。しかし，RAIの広告

受信料制度の項で後述する政府留保分の割合

縮小は，そのままMediaset の広告シェア拡大

が，2017年は 33% から50%に引き上げられる

につながるおそれがあるとして，RAIの広告財

ため，2017年 分 の 受 信 料 収 入については，

源を大幅に縮小することに対しては，どの政権

RAIにとっては，新制度導入前の2015 年分よ

下においても慎重論がある。

りむしろ減収となるおそれもある。

一方，受信料財源については，もともと脱

レンツィ前政権は，また，長年指摘されてき

税率の高い国という事情の中，
「イタリアで最も

た政治的圧力からの完全な独立やガバナンスに

憎まれている税」といわれてきた RAI 受信料の

ついて，2015 年12月に「 2015 年第 220 号法 」

不払い率は常に 30% 以上と推測され，公共放

（通称「 2015 年 RAI 改革法」）を成立させ，執

送の財源の確保が大きな問題であった。そこで

行部の最高責任者としてCEOを置き，経営委

前レンツィ政権は，国民の税負担軽減を政策

員会の任命方法を変更するなど，ガバナンスを

に掲げ，2015 年12月に成立させた「 2016 年予

抜本的に改正した。しかし，RAIの政治的独立
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性を高めるどころか，むしろ政府の影響力が強

ス提供免許は，最新の2017年の協約書によ

まったと批判されている。

り，2017年 4月30日からの10 年間，RAIに委
託されている2）。よって，今回の報告は，RAI

Ⅳ−2 公共放送の成り立ち
イタリアの公共放送は RAI のみが実施して
いる。RAIの母体は，1924 年にトリノでラジ
オ放送を始めたURI であり，1954 年のテレビ

を対象とする。

Ⅳ−3 メディア環境と公共放送
欧州放送連合 EBUの最新データによると，

放送の開始直後に現在の名称に改称された。

約 2,580万のイタリアのテレビ視聴世帯のうち，

イタリアでは1910 年以降，無線通信事業は法

2016 年末時点での主な視聴プラットフォーム

律で国家独占の対象とされ，1974 年まで放送

（伝送路）は，地上デジタル放送が 71.6%，衛

事業の独占提供権が RAIに付与されていたこ

星放送が26.4%，IPTVが2.0%で，イタリアで

ともあり，公共放送は，テレビ放送の開始当

は従来から地上放送が主要な伝送路である。

初からRAIのみが実施している。

現在，事業者別の財源規模では，公共放送

1976 年に，憲法裁判所が「 RAIによるロー

RAI，商業放送大手 Mediaset，そしてイギリス

カル放送の独占は違憲」との判断を下したこと

21st Century Fox 傘下の衛星有料テレビSky

で民間ローカル局の開局が相次ぎ，全国規模

Italia の3 者が国内市場をほぼ 3 分する状況で

の商業放送も誕生した。

ある。テレビ市場の収入内訳をみてみると，トッ

1995 年の国民投票では，RAIへ民間資本

プが広告財源で約 41%，続いて有料視聴料が

導入を認める案が可決され，RAIは民営化へ

約 36%，受信料が約 23%となっている。広告

向けて動き出すことになった。
「 2004 年放送通

収入のうち，約 9 割が無料放送市場，残り1割

信制度改革法」
（通称，ガスパッリ法）で，初

が有料放送市場のものである。

めて民営化条項が盛り込まれたものの，実施に
は至っておらず，実質的には死文化している。

3-1

地上デジタル放送の現状

法 的には， 政 府とRAIとの間で 締 結 する

イタリアの地上放送は，2008 年より全部で

「協約書」の中で，
「ラジオテレビジョン分野の

20 の州を16 の地域に分け，地域ごとにデジタ

公共サービス」の提供免許をRAIに独占的に付

ル移行計画が進められ，2012 年7月4日をもっ

与する形をとり，その具体的な任務と義務は，

て全アナログ放送が終了し，全土でデジタル放

5 年ごとに更新される「事業契約書」1）の中に

送に完全移行した。その結果，多チャンネル化

明記される。

が実現し，全国レベルでは，2017年 8月末時

RAIの免許は 2016 年 5月に満了していたが，

点で，19 の全国 MUX（ Multiplex，多重周波

同年12月に行われた改憲の是非を問う国民投

数帯）を使って（表1）
，16のHD（ハイビジョン）

票の実施や政権交代などにより更新手続きが

チャンネルを含む約 100 の無料テレビチャンネ

遅れ，2017年 4月，ジェンティローニ新政権の

ルと約 30 の有料テレビチャンネルのほか，デジ

もとでようやく更新された。現在，公共サービ

タルラジオ（ DAB+，DMB）も提供されている。
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コンテンツ提供事業者では，アナログ放送

3-2

イタリア

衛星放送・ケーブルテレビ

時代からの既存の放送事業者や新規事業者に

有料テレビ市場では，Sky Italia が2003 年

加えて，有料衛星 Sky Italia が，Persidera（通

に誕生して以来，独占状態であったが，2006

信最大手Telecom Italiaと大手出版 L’
Esplesso

年にMediaset が地上デジタルで有料市場に参

グループの合弁）が保有する周波数帯を使用

入してからは少しずつであるが，徐々にシェア

し，
2009 年12月より無料チャンネル「Cielo（チ

を伸ばしてきている。2016 年の実績で，有料

エーロ，イタリア語で〈 sky〉の意）
」を地上デジ

テレビ市場の事業者別シェアは，Sky Italia が

タルで開始し，地上放送に参入した。

77.1%，Mediaset が20.6%， その 他が2.3%と

2013 年に公表された周波数計画では，最大

なっている。しかし，Mediasetにとって有料テ

で 22 の全国放送用 MUX が見込まれている。

レビ事業は，サッカーなどの高額な放送権料が

しかし，現在進められているクロアチアやスロ

経営を圧迫し，赤字事業となっている。

ベニアなどの近隣諸国との電波干渉問題を解

イギリス21st Century Fox 傘下の Sky Italia

決後，最終的には 20 程度に減るとみられる。

は，唯一の衛星有料プラットフォーム事業者と

表1

して，150 チャンネル以上の多チャンネルサービ

MUX 運営事業者
事業者名

RAI
Mediaset
Persidera
Prima TV（旧 D-Free ）
Rete Capri
3 Italia
Europa 7（※ DVB-T2 方式）

スを行っている。Sky Italiaは，2003 年7月，
運営数

それまで有料 衛星 放 送市場を二分していた

5
5
5
1
1
1
1

TelepiùとStream が合併して誕生し，2 社のほ
ぼすべての契約者を引き継いだ。
また，地上デジタル放送が受信できない世
帯への対策として，RAI，Mediaset，Telecom
Italia Media（当時）が3 者共同で立ち上げた
無料衛星プラットフォームtivùsat が，2009 年7

政府は，今後の電波の効率的利用のため，

月より運営されている。tivùsat の2017年 6月

次世代規格であるDVB-T2 方式を採用するこ

時点での登録件数は約 300万，地上デジタル

とをすでに決定している。採用時期について

チャンネルや外国チャンネルを含む約 94 のテレ

は，2020 ～22 年としており，新規格に対応し

ビチャンネルと，約 44 のラジオチャンネルが視

ない受信機の販売は 2017年1月から禁止され

聴できる。

ているが，新 規 格対応の STB（セットトップ

ケーブルテレビは，1970 ～80 年代にローカ

ボックス）などとセットであれば，当面認められ

ル局が次々と誕生した以降も，法整備の遅れ

る。RAIとMediaset は，DVB-T2 に完全に移

やケーブル敷設のコスト高，技術の限界などに

行するまで DVB-T 方式での放送を終了しない

より，イタリア国内においては，ほとんど普及

ことを明らかにしている。

していない。
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3-3

放送と通信の融合の概況

時代であった 90 年代から続いている。ただし，

イタリア国内の高速ブロードバンド（ 30Mbps

地上デジタルの新規チャンネルの開設に伴い新

以上）の2016 年末時点での普及状況は，国内

興グループの視聴シェアが徐々に伸びてきてお

カバー率で 72%，利用率では人口の12%と，

り，両グループのシェアは近年相対的に下がっ

ヨーロッパ平均の利用率 37%を大きく下回り，

てきている（表 2 ）。

ヨーロッパで第 25 位と低い水準である。
イタリアでは，2001年 3月，新規通信事業

表 2 メディアグループ別視聴シェア（ 2016 年）

者 FASTWEBが光ファイバー回線経由で，国
内初のVOD（ビデオオンデマンド）サービスを
3）

開始したことで IPTVが始まった 。現在は，
通信事業者ではフランスのVivendi傘下の通信
最 大手TIM（ Telecom Italia グループは 2016
年1月より，固定部門 Telecom Italiaと移動体
部門 TIMを統合し，ブランド名をTIMに統一）
が，VOD のほか，SVOD（定額制ビデオオン

グループ

シェア（ % ）

〈公共放送〉
RAI 計

36.7

〈商業放送〉
Mediaset 計
Sky Italia 計
Discovery Italia 計
Cairo Communication 計

31.5
6.7
6.7
3.7

その他（衛星含む）

14.7

（ RAI 年次報告書 2016 年より作成）

デマンド）のなかで RAIと商業放送 La 7のチャ
ンネルの 7日間見逃し配信，映画コンテンツの
レンタルサービスなどを行っている。

3-5 テレビ広告収入
イタリアの広告市場全体の中では，テレビの

放 送事業者では，現 在，Mediaset が VOD

広告が占める割合が約 48%と，インターネット

のほか，ひと月単位で気軽に視聴できるスト

の約 29%や新聞の約 15%などを抑えて，最大

リーミングサービス「 Infinity」を行っている。

となっている。

有料衛星 Sky Italiaは，FASTWEB の回線経

公共放送 RAIの2016 年の広告収入は，前

由で VOD サービスのほか，STB 経由で Skyブ

年より約 6% 増加して，約 7億ユーロであった。

ランドのインターネットテレビ「 NOW TV」を

これはテレビ市場の全広告収入の約 20%にあ

行っている。

たる。

アメリカのNetflixは，2015 年10月，イタリ
ア国内でストリーミングサービスを開始した。た
だし，視聴件数は 2016 年末で約 30万件（非

Ⅳ−4 公共放送RAIの現行サービス

公式）程度とみられる。

4-1 テレビ放送とラジオ放送
RAIは，2017年10月末時点で，地上デジタ

3-4 テレビ視聴シェア

ルテレビと無料衛星プラットフォームtivùsatで，

2016 年のメディアグループ別視 聴シェアで

13チャンネルをすべて無料で放送している。ラ

は，公共放 送 RAIと大手商業 放 送 Mediaset

ジオでは，インターネット専門を含む10 チャン

の両グループだけで約 70%を占める2 強体制と

ネルを提供している（表 3，表 4 ）。

なっている。この状態は，地上アナログテレビ
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また，子会社 Rai Com（旧名称はRai World ）
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表3

RAI のテレビチャンネル一覧

イタリア

称で国内初のVOD サービスの提供を行ってい

Rai 1

総合（メインチャンネル）

た。
「Rai Click TV」では，ウェブ上で一部の

Rai 2

若者向け総合

Rai 3

教養中心の総合・地域情報

コンテンツを無料で提供したほか，FASTWEB

Rai 4

若者向け準総合

Rai 5

文化・教養・芸術

Rai Movie

映画

Rai Premium

ドラマ中心

ンターネット展開を一元的に統合し，2007年7

Rai News 24

24 時間ニュース

Rai Storia

教養・ドキュメンタリー

月より「 Rai.TV」の名称で，インターネット向け

Rai Scuola

教育

Rai Sport 1

スポーツ

Rai Gulp

子ども

リーミング，一部番組の 7日間見逃し配信「Rai

Rai Yoyo

幼児（※以上，すべてHD ）

Replay」，アーカイブのVOD サービス，一部番

の契約者向けには，有料でさらに豊富なコンテ
ンツを提供していた。
RAI 本体としては，それまでのグループのイ

サービスをすべて無料で行っている。提供範囲
は，テレビとラジオの全チャンネルのライブスト

組のMP3 端末向けポッドキャスティングなど。
表4

RAI のラジオチャンネル一覧

コンテンツは著作権上問題のない範囲で，すべ
てのジャンルにわたっている。

Radio 1

ニュース・情報（ AM，FM ）

Radio 2

娯楽中心（ FM ）

Radio 3

文化・教養中心（ FM ）

Isoradio

交通情報・音楽全般（ FM ）

GR Parlamento

国会関連情報（ FM ）

Radio 4 Light

軽音楽中心（有線，DAB+ ）

Radio 5 Classica

クラシック（有線，DAB+ ）

Radio 6 Teca

アーカイブ（ Web，DAB+ ）

の義務が初めて追加された。RAIに公共放送

Radio 7 Live

ライブ音楽（同上）

の免許を付与する協約書においても，最新の

Radio 8 Opera

オペラ（同上）

2017年のもので，
「ラジオ，テレビジョンおよび

4-3 ネットサービスの法的根拠
RAIの具体的な公共サービスの義務が記載
される事業契約書では 2007～2009 年分から，
テレビとラジオに加えて「マルチメディア提供」

マルチメディアの公共サービス提供」の義務が
を通じて，海外に住むイタリア人向けに「 Rai

明文化された。したがって，視聴覚コンテンツ

Italia」
「 Rai World Premium」
「 Rai News

を提供できるすべてのプラットフォームでのサー

24」の3チャンネルのテレビ国際放送をイタリア

ビス提供が義務づけられている。

語で行っている。計 27 言語で行っていたラジ
オ短波放送は 2007年 9月末に，イタリア語で
行っていた「 Rai Italia Radio」のラジオ国際放
送は 2011年12月末に，それぞれ終了した。

4-4 ネットサービスの財源
現在のところ，RAIのインターネット展開は，
すべて無料であることから，RAIの予算の範囲
内で行われている。

4-2 インターネット
RAIは， もともとFASTWEBとの 合 弁 で
「 Rai Click」を設 立し，
「 Rai Click TV」の名
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Ⅳ−5 公共放送制度の現状
5-1

RAI存立の法的根拠

す事業契約書がある。
参考のために，過去に成立した主要な放送
法とその規定概要を以下に列記しておく。

2005 年視聴覚メディア統一法典
（通 称 TUSMAR。正 式 名称は，
「 2005 年7月
31日付第 177号委任命令」）
1975 年以降に成立した国内の複数の主要な
放送法を一元的にとりまとめたものであり，公
共放送に関する法的根拠ともなっている。

RAIと政府の協約書

・
「 1975 年放送法」
公共放送 RAIの組織と財政，番組編成上
の義務などを規定。
・
「 1990 年放送法 （
」通称 Mammì（ マンミー）
法）
放送事業の免許（公共・商業放送の二元体

協約書は，所管官庁である経済発 展 省と

制を明文化）
，メディアの集中排除，放送・出

RAIの間で取り交わされるもので，RAIに公共

版分野の独立規制機関イル・ガランテの設立

放送として独占的に免許を付与し，基本的な運

などについて規定。

営条件や義務を定める。最新のものは 2017年

・
「 1993 年 RAI 暫定改革法」

4月30日から10 年間有効。それまでのもの（直

RAI 経営委員の選任権者を上下両院議長と

近は1994 年の協約書）と比べ，最新の2017年

した。RAI 会長の職務について規定。

の協約書で変更された点は，免許付与期間を

・
「 1997 年通信放送改革法」
（通称 Maccanico

20 年から10 年に短縮した点，提供範囲として
ラジオ，テレビに加えて「マルチメディア提供」
を明文化した点などである。ただし，協約書で
定める基本的な運営条件や義務内容について
は，現段階では「草案」となっており，2017年
10月時点で，政府とRAIの間で正式には締結
されていない。

事業契約書（ Contratto di Servizio ）
経済発展省とRAIの間で取り交わされる契

マッカニコ法）
地上商業テレビの所有限度は，1 企業 2 チャ
ンネル（当面は暫定的に 3チャンネル）
，有料
テレビは1 企業 1チャンネル（当面は 2チャンネ
ル）とし，1 企業による市場の 30%を超える支
配を禁止した。このほか，Rai 3 での広告放
送の禁止（実施時期は定めず）
，放送通信分野
の独立規制機関 AGCOM（ Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni）を定める。
・
「2004年放送通信制度改革法」

（通称Gasparri

約で，公共放送の具体的な任務が明記される。

ガスパッリ法）

市場の発展と技術の進歩に応じて，5 年ごとに

集中制限として，従来の媒体別支配上限に

更新される。前述の最新の協約書により，そ

代わり，各媒体を統合したマスコミュニケー

れまでの3 年ごとから5 年ごとの更新へと変更

ション市場全体の総収入の20% 以上を1社が

された。なお，地方の少数言語による放送が

支配することを禁じ，実質的に規制を緩めた。

義務づけられている国境付近の自治州や自治県
（ヴァッレ・ダオスタ州，フリウリ・ヴェネツィ
ア・ジューリア州，トレント県，ボルツァーノ県）
については，州や県との間で個別に取り交わ
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・
「 2015 年 第 220 号 法 （
」通称「 2015 年 RAI

イタリア

3 分の2 以上の信任を得る必要がある。経営委

改革法」）

員会の任期は 3 年で，1回のみ再任可能。CEO

従来の RAIのガバナンス，公共放送の会計

は，株主総会（経済財務省）の提案に基づき

の透明性に関する規定などを改正。主な改正

閣議で指名された 2人の構成員の中から，経営

点は，RAI 経営委員会の委員の選任方法の

委員会が任命し，経営委員会の一員となる。

変更，委員の数を9人から7人へ削減，RAI

経営委員会は，組織の経営機関として，放

の実質的な経営執行部のトップとして「最高

送および投資の基本計画，特別計画の決定を

経 営責任者」を明文化，年間20万ユーロ（約

行う。また，経営委員会が議決する計画・指

2,600万円）以上の役員・管理職報酬の公開，

針に沿ってCEO が協会の経営を行っているか

事業契約書を3 年から5 年へ延長，現行の主

を監督する任務を負う。なお，CEOも経営委員

要放送法規であるTUSMAR（ 2005 年視聴覚

会の次回改選時に，新しい方法に従って任命

メディア統一法典）の更新と改定を行う権限を

される予定だが，2015 年 RAI 改革法の発効後，

政府へ委任，など。

現在の会長が，1,000万ユーロ（約 13 億円）以
下の契約に単独で署名可能となるなど，一部
の権限を既に行使している。

5-2

RAIのガバナンスと政治的独立

2015 年 RAI 改革法により，RAI 経営委員会

5-3

政府との関係

の委員の選任方法が変更され，委員の数がこ

実質 RAIの経営トップとなるCEOを含む 2

れまでの 9人から7人へ削減されることになっ

人については，株主である経済財務省の提案

た。さらに，しばしば非効率的だと批判されて

に基づき閣議で指名される。このため，RAIの

きた RAIの執行体制を改革するため，従来の

政治的独立性を高めるためとして行われたこれ

会長（Direttore Generale）の権限を強化し，実

らのガバナンス改革は，むしろRAIへの政府

質RAIのトップとなる「最高経営責任者（Ammin-

の影響力が強まるとの批判がある。

istratore Delegato）
」の職が置かれる。ただし，
新しい方法での任命は，現在の経営委員会が

5-4

議会との関係

任期満了で改選となる2018 年秋を予定してお

新しいガバナンスでは，7人の経営委員のう

り，新しいガバナンスは改選後に適用されるこ

ち，4人（上院が2人，下院が2人 ）の任命権

とになっている。

を議会が持つ。改正前は全 9人のうち7人を，

新しいガバナンスでは，RAIの最高意思決

上院と下院の各20人の議員で構成される「ラ

定機関である経営委員会のメンバー7人のうち，

ジオテレビジョンサービスの一般指針と監視の

上院と下院がそれぞれ 2人ずつを選出，最高

ための両院合同委員会」
（以下，両院合同委員

経営責任者（CEO）を含む 2人は経済財務省

会）が任命していたが，イタリアの政治制度の

の提案に基づき閣議で指名され，残り1人はRAI

もとでは，この両院合同委員会の政治的バラ

の職員の中から選出される。委員長（Presidente）

ンスがそのままRAIの経営委員会のバランスに

は互選で選出されたあと，両院合同委員会の

反映され，経営方針の決定に政治的な影響が
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罰則を科す。

出るとの批判があった。そこで，2015 年 RAI
改革法では，そのような影響が出にくいよう，

⑤国が定める各周波数帯域の配分計画に基

経営委員会の人数を9人から7人へ縮小し，構

づき，全国ラジオ・テレビ周波数計画を

成員の任命権を，両院合同委員会から上院と

策定する4）。

下院へ移した。

AGCOMは，このほか，両院合同委員会と
共同で，放送番組の品質，青少年保護，選挙

5-5

予算の決定と承認

運動期間内外における報道の政治的平等アク

RAIは，6 か月ごとに決算報告書を，経営委

セス（公共放送 RAIに関しては，主に両院合

員会の承認から30日以内に，経済発展省，通

同委員会が監視権限を持つ）などについて，監

信規制庁AGCOM，両院合同委員会の3 者に

督と制裁を行う任務を与えられている。政治的

送付しなければならない。決算報告書は，両

平等アクセスについては，2000 年第 28 号法に

院合同委員会の承認を得る必要がある。翌年

より，不偏不党の観点から，とりわけ選挙や国

の受信料額は，所管官庁である経済発展省が，

民投票の直前期間に厳しい制限を設け，選挙

送付された決算報告書などをもとに，毎年11

動向に関する世論調査の公表なども禁止されて

月までに省令により決定する。

いる。

5-6

Ⅳ−6 公共放送RAIの組織と
財源規模

独立規制機関AGCOMとの関係

外部の独立規制機関として，放送・通信分
野の監督を行う通信規制庁AGCOM（ Autorità

6-1

RAIの概要

per le Garanzie nelle Comunicazioni，通信に

RAIは，経済財務省が所有する持ち株会社

おける保障のためのオーソリティー）が設置され

Rai Holding（ RAIの株式の 99.56%を所有）と

ている。

著作家編集者協会 SIAE（RAIの株式の 0.44%

AGCOM の主な業務には以下のようなものが

を所有）が共同で所有する特殊会社である。受

ある。

信料収入と並んで広告収入を財源としている。

＜AGCOM の業務要旨＞

RAIは，全国各地に番組制作センター5，地方

①現行法で定める集中制限が順守されてい

局17，技術研究所1を置く。要員数は，2016

るかどうかを監督・検証し，必要な措置

年末時点で1万2,489人。執行体制は図 1 のと

を講じる。

おり。

② RAI が現行の放送法，各事業契約書に
従い，その任務を効率的に提供している
かどうかを検証する。

6-2

総収入の内訳

2016 年 の 総 収 入は 28 億 950万ユーロ（ 約

③政府とRAIの間の事業契約書の締結に先

3,700 億円）で，前年比で12.7% 増加した。こ

立ち，経済発展省と合意して，具体的な

のうち受信料収入は19 億 970万ユーロ（全体の

義務内容を「ガイドライン」として定める。

68.0%）で前年比 16.6% の増，広告収入は 6 億

④義務の不履行や違反を認めた場合には，

9,820万ユーロ（ 24.8%）で前年比 6.0% の増，
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図1

イタリア

RAIの執行体制（2017 年10月現在）
会長

最高デジタル
責任者

編集部門

最高技術
責任者

最高財務責任者
財務・計画

コーポレート，
サポート

子会社
Rai
Cinema

Rai
Com

（映画購入・制作，（コンテンツ販売）
版権管理）

Rai
Pubblicità

Rai
Way

（広告収集）

（伝送，設備運営）

（RAI のウェブサイトより作成）

その他 2 億 160万ユーロ（ 7.2%）で前年比 2.4%

Ⅳ−7 公共放送の財源

の増加となっている（表 5 ）
。

7-1
6-3

財源確保のための合理化

公的財源

受信料制度の起源

RAIは，2015 年後半から報道部門の効率化

受信料は，受信機の保有にかかる義務的な

に取り組んできたが，最新の2017年の協約書

支払いとされている。

では，公共放送の任務として，費用の効率化

これまで， 受 信 料 の正 当 性 については，

目標など，いくつかの新しい内容が盛り込まれ

RAI 受信料の支払い命令を不服とした法人や

た5）。そのうち，効率化策として具体的に明文

個人などから，契約の有無を問うものや，個人

化されたのは，①現在 10ある専門チャンネル

の選択の自由を問うものなど，さまざまな内容

の数の見直し，②報道制作局の効率化と再編，

で幾度も訴えが起こされ，その性質が問われて

などである。また，②の中には，英語テレビ

きた。受信料を初めて「税金」と位置づけたの

ニュースチャンネルの立ち上げが含まれている。

は，法令の司法審査を行う憲法裁判所の1963
年第 81号判決であるが，さらに

表5

RAI の総収入の経年比較（ 2011 ～ 16 年，グループ連結）



単位：ユーロ

年

総収入

受信料

2011 29 億 7,390 万 17 億

広告

その他

840 万 9 億 6,480 万 3 億

70 万

2012 27 億 6,140 万 17 億 4,780 万 7 億 4,530 万 2 億 6,830 万
2013 27 億 2,860 万 17 億 5,560 万 6 億 8,220 万 2 億 9,080 万
2014 25 億 3,470 万 15 億 9,060 万 6 億 7,490 万 2 億 6,920 万
2015 24 億 9,310 万 16 億 3,750 万 6 億 5,880 万 1 億 9,680 万
2016 28 億

950 万 19 億

（ RAI 年次報告書より）

970 万 6 億 9,820 万 2 億

160 万

同裁判所は，2002 年第284号判
決で，あらためて受信料を「租税
（ imposta）の性質を持つ義務的
な支払いである」とした。さらに，
日本 の 最 高 裁 判 所に 相当する
は

き

破 毀院は，2007年第24010 号判
決で，受信料の性質について，
「契約の存在の有無にかかわら
ず，法律に基づいて税支払いの
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義務を形成するものであり，サービス利用の実
質的な可能性には比例しない」との判断を示
6）

し，法的な解釈が確定した 。

受信料額の決定方法と手続き
受信料額は，所管官庁である経済発展省の
省令によって，毎年11月までに翌年の額が決
定される。その総額は，一般公共サービスの

法的根拠

義務を果たすために，直近の決算報告書から

受信料徴収の法的根拠として常に引用される

推測して，翌年度に負担すると予測される費用

のは，1938 年2月21日暫定勅令第246号（1938

をカバーできる範囲であることとされている。そ

年 6月4日第 880 号法で法律化）
「ラジオ聴取に

の際には，政府がさまざまな経済計画の指標と

対 する定 期 契 約（abbonamento）に関 する規

して毎年発表・見直しを行っている計画インフ

則」の第 1条の，
「 1つまたはそれ以上のラジオ

レ率（ 2016 年は＋0.2%）と，RAI 側の技術開

聴取の受信装置を保有する者は，何人も定額

発の必要性も考慮して決定される。

受信料（ canone di abbonamento）の支払いの

受信料には個人向けの「普通契約」と法人

義務を負い，本令に定める規則に従うものとす

向けの「特別契約」の2 つの料金体系がある。

る」という，ラジオ放送が始まったころの条項

個人にかかる普通契約はテレビ受信料のみであ

である。

り，個人のラジオ受信料は1998 年1月1日より

TUSMAR（ 2005 年 視 聴 覚メディア統一法

廃止された。テレビについては，以前は白黒と

典）は，第 47条第 1項で，受信料財源利用に

カラーの区別があったが，白黒の区分は1992

関するRAIの義務について定めている。第 1項

年に廃止された。

の 内 容 を 要 約 すると，
「 受 信 料（ canone di

普通契約のほかには，ホテルや病院，会社

abbonamento）でまかなわれるラジオテレビジョ

などを対象とした特別契約がある。特別契約で

ンの一般公共サービスの提供は，その費用を

は，ラジオとテレビの受信料額が別々に設定さ

確定するため，ならびに公共財源利用による透

れている。ラジオの特別契約は，年額で一律

明性と責任を保障するために，免許会社は決

29.13 ユーロ（約 3,800 円）。テレビの特別契約

算報告書とは別に分離会計簿を作成し，そこに

は，ホテルの客室数などの規模によって，細か

受信料に由来する収入と当該サービス提供の

く5つのカテゴリーに分かれており，年 額は

ために発生した支出を明記しなければならな

198.11～ 6,603.22 ユーロとなっている。

い。費用の中にその他の財源が含まれる場合

2017年の個人向けの普通契約受信料の額は，

には，その都度，分配して記帳しなければな

2 年連続で値下げされ，年額 90 ユーロ（約 1万

らない」というものである。すなわち，RAIは

2,000 円）となった。

一般公共サービスの提供を委託された免許会

しかし， 全 額が RAIに入るわけではなく，

社として，その義務を果たすために公共の財源

政府は，電気代一括徴収を導入した「 2016 年

である受信料を使用することを認められ，その

予算安定法」で，2016 ～18 年の3 年間につい

代わりに，その使途を明確にすることが求めら

ては，増収分の一部を「ローカル放送 基 金」

れている。

「デジタル化基金」などの名目で国庫に留保する
ことを決定している。これらの基金の使途は，
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① 75 歳以上の単身低所得者に対する免除対象
7）

イタリア

払いが免除されている。

の拡 大 ，② 優良ローカル放送局への助成，

社会福祉施設や障害者については，以前は

③税負担軽減のための基金，とされている。

免除規定があったが，1974 年1月1日より廃止

政 府 留 保 分 の 割 合 は，2016 年 分 は 33%，

され，現在は支払い義務がある。

2017年と2018 年分については，それぞれ 50%
となっている。

また，2008 年から政 府は，75 歳以 上でか
つ年収 6,713.98 ユーロ（約 87 万円）以下の単
身低所得者を対象に，受信料免除の制度を導

政府補助金

入した。

学校教育放送や，少数言語での放送が義務

さらに，新徴収制度では，電気を使用して

づけられている自治州や県規模の放送，その

いる人はすべてテレビを保有しているとみなさ

ほか，万博など特別なイベント向けの放送のた

れるため，テレビを持たないとして免除を求め

めの財源は，政府や各自治体，官公庁などと

る場合には，毎年，所定の書式で申告をしな

の協約に基づいた政 府交付金となっている。

ければならない。申告期間も決められており，

財源規模は，2016 年実績で約 5,390万ユーロ

前年7月1日～当年1月31日までに申告を行っ

（約 70 億円）となっており，RAI 総収入の1.9%

た人は全額免除，当年2月1日～ 6月30日まで

程度だった。

に申告を行った人は半額免除となる。

デジタル機器への対応

徴収方法

デジタル機器によるテレビ視聴に関して，所

徴収主体は経済財務省の歳入庁（ Agenzia

管官庁である経済発展省は，2016 年 4月，声

delle Entrate）であるが，歳入庁が民間の電気

明を出し，
「インターネットによるテレビ視聴は，

会社に徴収を委託し，全国に 500 社ほどある

使用するパソコンやスマートフォンなどの電子機

民間の電気会社が徴収業務を行っている。

器が，地上または衛星放送を受信できるチュー

新制度では，受信料は10 回分割で，各家

ナーを搭載している場合のみ，RAI 受信料支

庭の1〜10月分の電気代と一緒に，各電気会

払いの対象となる」との考え方を明確に示した。

社により徴収される。導入年の2016 年のみ，

したがって，現在のところ，通常のパソコンで

実際の徴収は同年7〜10月の電気代と一緒に

インターネット上でストリーミング動画などを見る

行われた。

場合は支払いの対象とはならない。

民間の電気会社が徴収した受信料収入は，
翌月にいったん国庫に納付され，3 か月ごとの

免除規定
イタリア軍の軍人，軍の関連施設（兵舎，講
堂，軍人病院）
，NATO 加盟国の外国籍軍人，

後払いで RAI 側に還付手続きが行われること
になっている。
電気代一括徴収のほか，各自で確定申告時

互恵条約を結んでいる国の大使館員・領事館

に，年払い，半年払い，3 か月払いのいずれか

員のほか，2003 年からは，テレビ受信機の修

でまとめて納付する方法もある。

理または販売を行っている企業も，受信料の支

AGCOM の最新の報告書によると，イタリア
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のテレビ保有世帯数は約 2,500万とされ，テレ

の中で具体的に示される公共放送の任務内容

ビを持っていない世帯が2% ほどあるといわれ

に即した，安定的な財源を確保することが，今

ている。新制度を導入した 2016 年の受信料支

後の公共放送改革の課題の1つとなっている。

払い件数は，前年から約 560万件と大幅に増
えて約 2,210万件になった。

7-2

商業財源（広告）など

広告収入の法的根拠
不払いと罰則規定

公共放送の財源には，
「 1975 年放送法 」第

受信料の不払い者に対しては，罰金制度が

15 条で，受信料のほか，
「ラジオおよびテレビ

適用される。金額は普通契約者で 200 〜 600

の広告収入や，法的に認められるその他の収

ユーロ，特別契約者では103.29 〜 516.45 ユー

入」が認められている。制度的には，広告は受

ロ。このほかに，支払い遅延の期間に応じて

信料の補助的な財源として位置づけられてい

延滞金も加算される。

る。広告は，RAIの子会社であるRai Pubblicità

罰金の適用の前には，RAI 側から数回にわ
たる説得が行われるが，それでも理解が得ら

が代理店となって収集している。
広告放送の形態としては，企業によるスポッ

れない場合は，RAI が財務警察に通報する。

ト広告，スポンサー提供つき番組，テレビショッ

その後，財務警察の判断で悪質とみなされた

ピングが主なものだが，行政機関・公的機関

場合は，上記の罰金や延滞金に加えて，行政

による広報のための広告スペース購入も認めら

の定める罰金が科せられることもある。

れている。
また，イタリアに特徴的な広告 形態として

受信料制度の課題，問題点

「テレプロモーション」
（Telepromozione）という

レンツィ前政権は，電気代一括徴収制度を

ものがある。これは，テレビ局が制作する番組

導入し，不払い率を大幅に改善させるとして，

の枠内において，通常は寸劇形式をとることに

受信料の大幅値下げに踏み切った。ベルルス

より，広告主の商品を使用・提示しながら，口

コーニ元政権同様，全員が公平に負担すれば，

頭で紹介する広告の一形態である。
「テレビショッ

値下げできるとの考え方からである。

ピング」との違いは，番組枠内で値段を提示す

しかし，電気代一括徴収案の導入が支払い

るなどの直接的な販売行為は行わず，商品情

率の上昇につながるかはまだ不透明な部分もあ

報の提供や宣伝だけにとどまっていることであ

り，財源の頻繁な変動は，RAI が長期的・積

る。

極的な事業計画を立てることを不可能にしてい

広告放送の総時間量の規制については，現

るとの問題点も指摘されている。AGCOMは

行法では，RAIは「 1 週間の放送時間量の 4%

2017年 3月，政府とRAIの免許更新に先立ち，

および 1時間あたり12%」が上限と定められて

受信料額については少なくとも事業契約書と同

いる。全国ネットの商業放送では「 1日の放送

じ5 年間は固定とすべきであると提言したが，

時間量の15% および 1時間あたり18%」が上限

同年 4月に更新された最新の協約書には，財源

となっている。

の固定化は盛り込まれなかった。事業契約書
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最大時間量は，公共放送のほうが商業放送よ

通じ一般公共サービスを委託される会社は，そ

りも低く設定されている。また，30 分以下の番

れが委託された公共サービスの良好な実施に損

組，子ども向けのアニメ番組，宗教的な儀式

害を与える結果とならず，バランスのとれた会

の途中には，広告を挿入することができないな

社経営に貢献するものであるならば，直接的に

ど，番組の性質に応じて，細かく中断の回数

または関連会社を通じて，映像，音声および

が制限されている。

データ放送に関連した商業的および編集的活

広告収 入と全収 入に占める割 合の推移は
表 6 のとおりである。
表6

実施が認められるものとする」と記されている。

RAIの広告収入と割合の推移（ 2011～16年）



動，ならびにその他の相関性のある諸活動の

単位：ユーロ

Ⅳ−9 今後の課題と展望

年

広告

全収入に
占める割合

2011

9 億 6,480 万

32.4%

レンツィ前政権は，RAIの免許更新に先立

2012

7 億 4,530 万

27.0%

2013

6 億 8,220 万

25.0%

ち，市民が「公共放送に何を望むか」について

2014

6 億 7,490 万

26.6%

2015

6 億 5,880 万

26.4%

2016

6 億 9,820 万

24.8%

（ RAI 年次報告書より）

国民の望む公共放送の姿とは

広く意見公募を行うとし，2015 年 RAI 改革法
の中に盛り込んだ（第5 条 5 項）
。これを受けて
経済発展省は，国立統計局の協力を得て，国
内で初めてとなる「公共放送 RAIのあり方に関
する意見公募」をインターネット上で実施した8）。

Ⅳ−8 広告以外の商業活動
8-1

商業活動の内容

意見公募では，24 歳以下の層から64 歳以上
の層におよぶ幅広い年齢帯の約 9,200人が回
答し，その結果の一部は同年7月末に公開され

RAIの子会社には，主にグループの広告を取

た。そのうち，
「 RAI 受信料の電気代一括徴収

り扱うRai Pubblicità，映画配 給・制作等を

制度の導入により不払いが改善した場合，増

行うRai Cinema，番 組 送出・設備運営会社

収分を主にどう使うことを望むか」という設問で

Rai Way，番組の権利販売などの商業活動を

は，最も多かった回答は「提供コンテンツの質

行うRai Comなどがある（図 1 ）
。

と量を高める」46.6%で，続いて「さらなる値

RAIの商業活動による収入規模は，2016 年

下げを希望」24.4%で，第 3 位が「 RAIの番組

の実績で約 1億 4,770万ユーロ（約 190 億円）
。

から広告を減らす」23.7%であった。さらに，

これは総収入の約 5%にあたる。

「公共放送として英語ニュースチャンネルが必要
か」という設問では，66.1% の人が必要と回答

8-2

商業活動の法的根拠

した。これらの結果を受けて，最新の協約書に

TUSMAR（ 2005 年 視 聴 覚メディア統一法

沿って具体的な義務が明記され，今後正式に

典）の第 45 条（ラジオテレビジョンの一般公共

締結される予定の事業契 約書の中で，英語

サービスの定義と任務）第 5 項では，
「免許を

ニュースチャンネルの立ち上げなどが，新たに明
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確に義務づけられるとみられる。

広告収入 ）と，商業組 織（財源は広告収入，
有料放送などの商業活動）の2 つに分割し，後

財源基盤の安定化
RAIの財政基盤については，受信料と広告

者に民間資本を参入させるとした。ガバナンス
については，運営組織として，取締役会と最

収入の2 本柱で運営するという政府の基本的

高経営責任者（ CEO）とを置き，取締役会に，

な考えに変わりはないようである。しかし，受

現在国会の両院合同委員会が担っているよう

信料制度の課題として，AGCOMも指摘したよ

な，RAI グループの経営方針の策定と監督を

うに，現状では，中長期的な事業計画を立て

行う責任を負わせるべきだとした。取締役会と

るための財源を安定的に確保できる担保はされ

CEOの任命権は，グループの公共性に鑑み，議

ていない。

会に任命させ，憲法裁判所の裁判官を選ぶとき
と同様な基準を採用して，独立性を保つことを

民営化への議論
新しい公共放送の姿が議論されるたびに，
受信料と広告の混合財源であるがゆえに必ず

目指すというものであった。この案は，プローディ
政権の崩壊とともに廃案となったものの，メディ
ア専門家の間で今でも根強い支持がある9）。

議論にあがるのが，ガバナンス改革や，民営化
を含めた組織再編案である。

長年の懸案であった受信料支払い率の改善
と，ガバナンス改革については，レンツィ政権

実は，RAIは，過去1995 年の国民投票の

により実行に移された。しかし，デジタル時代

結果により，民営化されることが決定していた。

に即した新しい公共放送の姿は，明確には描

国民投票の結果を受けて RAIは民営化に向け

かれておらず，今後も議論が続くとみられる。

て動き出すことになったが，どのような形で民

このように，イタリアでは，公共放送の必要

営化するかについて議論が続いた。その後，

性は認められつつも，新しいデジタル時代に即

初めて制度的に民営化を明文化したのが2004

した RAIの組織モデルと，その財源を安定的

年のガスパッリ法である。しかし，その後民営

に確保するための決定的な解決策がいまだ見

化の具体的な方法が決まらず，ガスパッリ法に

つからないまま，模索が続いている。

盛り込まれた RAIの民営化条項は，現状では



事実上死文化している。
ガスパッリ法で定める民営化案のほか，過
去には，2007年に，当時の通信大臣だったジェ
ンティローニ現首相が提案した法案が議論さ
れた。この案は，まず第三者的な「公益法人」
（ Fondazione）を設立し，RAIの全株式を経済
財 務 省からこの公益 法 人に移 管したうえで，
RAIを監督する任務を負わせるというもので
あった。さらにRAI グループを，公共放送の
役割を担う組織（財源は受信料と，補完的に
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注：
1 ）従来の事業契約書は，
「 2016 年 RAI 改革法 」に
より，3 年ごとに締結されていたが，5 年ごとの更
新に変更された。
2 ）それまでの協約書（直近は 1994 年のもの）では，
免許は 20 年ごとに付与されていた。
3 ）FASTWEB のIPTVは，2012 年11月にサービス
を終了し，現在は衛星 Sky Italiaとコンテンツ提
供などで提携している。
4 ）実質的な周波数の割り当てと放送免許の付与は，
経済発展省が行う。
5 ）基本的な運営条件や義務の内容については，2017
年10月末時点で，まだ「草案」段階である。
6 ）RAIの受信料担当課より2006 年 4月に直接入手し
た 資 料「 Elementi sul Canone di Abbonamento
Radiotelevsivo in Italia（イタリアにおけるラジオ
テレビジョン受信料に関する基本要素）」による。
7 ）現行 75 歳以上でかつ年収 6,713.98 ユーロ以下の
単身低所得者の対象を，同年収 8,000 ユーロ（約
104万円）以下の単身低所得者へ拡大することが
見込まれている。
8 ）意見公募は“ CambieRai ”
（仮訳：
「あなたが変え
るRAI」）と名づけられ，2016 年 5月17日～ 6月
30日までの 45日間，インターネット上で実施され
た。多角的な観点からの全 36 の設問と，選択式
の回答の策定にあたっては，実施に先立つ同年 4
月12日，経済発展省が計16 のワーキンググルー
プに分けて専門家会議を主催し，研究機関やシン
クタンクを含む計 62 の団体から150人が参加し
た。
9 ）共産系全国紙“ Il Manifesto”の 2017年2月24日
付（電子版）の記事（https://ilmanifesto.it/rai-unabuona-proposta-per-il-premier-il- ddlgentiloni/ ）のほか，イタリアのメディア状況に詳
しい，経済 紙“ Il Sole 24 Ore”の Marco Mele
記者より，筆者が2016 年 8月に直接聴取した。
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Ⅴ

スペインの公共放送の制度と財源

Ⅴ−1 最新動向と課題

斉藤 正幸

に至るまで，財源の多くを交付金などの公的資
金に頼っている。スペインでは，2008 年のリー

スペインは，国内に多様な言語と文化を擁す

マンショックや 2010 年の欧州通貨危機によっ

る国である。共通語であるスペイン語（カス

て経済が打 撃を受けると，政 府は EU（ヨー

ティーリャ語）のほかに，カタルーニャ語，バス

ロッパ連合）から金融支援を得るため，財政緊

ク語，ガリシア語などが地方の公用語とされ，

縮策の導入を余儀なくされた。その結果，公

それらの地域言語による放送も行われている。

共放送への交付金も大幅に削減され，広告収

政治的にも自治意識が強く，放送制度も地方

入の低下と相まって公共放送は苦境に陥った。

の独自性を尊重したものになっている。地上放

こうした中，2010 年，時の社会労働党政権

送においては，全国向けの放送機関のほか，

は，全国放送 RTVE の財源安定化を目指して

自治州向けの放送機関や市町村向けの放送機

広告放送を廃止し，それに代わる財源として，

関などが複層的に存在する。公共放送につい

通信事業者や商業放送事業者が拠出する負担

ても同様で，全国向けの公共放送機関 RTVE

金制度を導入した。しかし，この負担金収入

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

は，それまでの広告収入には及ばず，RTVE

のほか，全国 17の自治州のうち12 州に自治州

はさらに経営難に陥った。その結果，番組制

が運営する公共放送機関がある。さらに，市

作費の削減などにより視聴率も低下した。

町村が運営する公共放送機関も全国におよそ
70 局が存在する。

公共放送が経営難に苦しむ中，2010 年以降，
商業放送局は合併により巨大化し，旧 Telecinco

スペインの公共放送は，法的には「視聴覚コ

（テレシンコ）を中心とするMediaset España

ミュニケーションの公共サービス（servicio público

（メディアセット・エスパーニャ）と旧 Antena 3

de comunicación audiovisual）
」とされ，国，自

（アンテナ・トレス）を中心とするAtresmedia

治州，市町村が行う公共サービスの一環と位

（アトレスメディア）の2 大商業局による放送業

置づけられている。しかし，公共放送機関は
行政府からは独立して組織され，編集方針や
放送内容も放送機関が決めている。
スペインには，公共放送を維持するために国

界の寡占化が進み，影響力が増大した。
一方，スペインでは，地上テレビ放送のデジ
タル化（ DVB-T 方式 ）が2010 年 4月2日に完
了した。これによりチャンネル数が大幅に増え，

民あるいは視聴者が支払う受信料や負担金と

2017年10月時点では，無料の全国放送チャン

いった制度は存在しない。スペインの公共放送

ネルが33，自治州や市町村向けなどのチャン

は，全国放送のRTVE から市町村の公共放送

ネルが 500 以上存在する。多チャンネル化によ
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り視聴率競争が激しくなり，結果として公共放
送の視聴率が低下する一因ともなった。

スペイン

当初，ラジオのRNEとテレビの TVE は別の
組織として運営されていたが，1973 年に統合さ

1970 年代半ばまで独裁体制が続いたスペイ

れて RTVE が誕生した。このときのRTVE の

ンでは，放送事業も長い間，国営放送を中心

正 式 名 称 は Radiotelevisión Española1）
（スペ

に営まれてきた。こうした歴史的な経緯もあり，

イン・ラジオ・テレビ）で，情報産業相が局長

スペインの公共放送は，今日に至るまで政府の

を務めるほか，主要幹部も情報産業省の官僚

影響力が強く，報道内容や人事への政府の介

が占めるという国営色の強い組織であった。

入が問題視されることが少なくない。スペイン

やがて，1970 年代半ばに独裁体制が終わり，

の公共放送は，編集権の独立を確保し財源を

スペインが民主化されると，RTVE は1980 年

安定化させるという，世界の公共放送に共通で

に「公共企業 RTVE（Ente Público Radiotele-

普遍的とも言える大きな課題に向き合いつつ，

visión Española）」となり，スペイン初の公共

商業放送の巨大化やデジタルメディアの台頭と

放送機関に生まれ変わった2）。

いった新たなメディア環境への対応を迫られて
いる。

1980 年代になると，自治州向けに放送を行
う公共放送局が相次いで誕生した。1982 年の
バスクを皮切りに，1983 年 にカタルーニャ，

Ⅴ−2 公共放送の成り立ち

1985 年にガリシアというように，いずれもスペ
イン語以外の地域言語による放送を行う自治

スペインで 最も歴 史のある公共 放 送 機 関

州営放送局が相次いで誕生した。その後，こ

RTVE の起源は，スペイン内戦の最中の1937

の動きはほかの地域にも広がり，全国で13 の

年にまでさかのぼる。同年1月に中西部のサラ

自治州営放送局が作られた3）。

マンカで 誕 生した RNE（ Radio Nacional de

1988 年になると民間テレビ法（Ley de Tele-

España，スペイン全国ラジオ）が，今日のRTVE

visión Privada）が制定されて商業放送が認め

の源流とされる。当時，ラジオは政治的なプロ

られ，翌 1989 年にはスペイン初の商業 放 送

パガンダの手段として重要性が認識され始めた

Antena 3（現在のAtresmedia）が放送を開始

ころで，RNE はフランシスコ・フランコ将軍が

した。さらに，1990 年には Telecinco（現在の

率いる勢力によって設立された。やがてフラン

Mediaset España）と有料 衛星放送の Canal+

コ将軍による独裁政権が発足すると，RNE は
国営放送機関としてスペインの放送と報道管制
の中心的な存在となった。

（現在のMovistar+）がこれに続いた。
こうして，かつては RTVEによる独占状態に
あったスペインのテレビ放送も多局化の時代を

一方， スペインのテレビは1956 年 にTVE

迎えた。そして，広告放送を主要な財源の1つ

（ Televisión Española，スペインテレビ）によっ

としていた RTVE は，商業放送事業者との競

て放送が始まった。TVE は，当時の情報観光

争にさらされることになった。その結果，1991

省（ Ministerio de Información y Turismo）の

年以降，RTVE は慢性的な赤字経営に陥った。

傘下にある国営放送局として設立され，同年

そのため，こうした赤字体質から脱却を図り，経

10月にマドリードで放送を始めた。

営状態の改善を図る目的で，2006 年，RTVE
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はそれまでの公共企業から，国が全株式を保

内 2 位の有料放送プラットフォームである。イギ

有する「株式会社 RTVE（Corporación de Radio

リスの通信事業者 Vodafone 系列の Onoが最大

4）

y Televisión Española，スペイン放送協会）
」

のケーブルテレビ局となっている。

へと改編され，今日に至っている。

3-3

Ⅴ−3 メディア環境と公共放送
3-1

地上デジタル放送の現状

放送と通信の融合の概況

IPTV
スペインでは，近年 IPTVの契約者が急増
し，最大の有料放送プラットフォームとなって

スペインの地上デジタルテレビ（ DVB-T 方

いる。2016 年末には契 約件数が前年比で 57

式 ）は 2005 年に放送が始まり，2010 年 4月2

万増加して約 343万件に達し，有料テレビ全体

日にアナログ放送が終了してデジタル放送への

の 56.6%を占めるに至った。IPTVの契約者の

移行が完了した。デジタル化によってチャンネ

増加は，通信事業者のパッケージサービスの強

ル数が増え，2017年10月時点での全国向けの

化によるもので，5 種類のサービス（固定電話，

無料チャンネルは合計 33 にのぼる。

携帯電話，有線ブロードバンド，無線ブロード

スペインでは地 上テレビが広く親しまれて

バンド，有料テレビ放送）をさまざまに組み合

いて， 放 送 に 関 する規 制 監 督 機 関 CNMC

わせたパッケージへの加入者増が反映された結

（ Comisión Nacional de los Mercados y la

果である。

Competencia，市場競争委員会）によると，2016
年10 ～12月の3 か月間では，すべてのテレビ

その他の融合サービス

放送の視聴シェアの 78.5%を地上デジタル放送

公共放送 RTVE は，テレビ放送とインター

が占め，ケーブルテレビやIPTV，衛星放送な

ネットを融合したヨーロッパ型ハイブリッドキャ

どを圧倒している。

ストであるHbbTVサービスを無料で行ってい
る。放送と同時に番組を配信する無料のライブ

3-2

有料テレビ市場（衛星・ケーブル）

かつてスペインの有料放送で最大のプラット

ストリーミングサービスも，原則として4チャンネ
ルで行っている。

フォームであった衛星放送は 2014 年後半から

RTVE は 2016 年 にVR（ バーチャルリアリ

契約件数が減少し，2016 年末時点の契約件数

ティー）技術を利用した番組制作にも乗り出し，

は 90万件と，前年比 21万減少した。プラット

視聴者が番組のシーンの中に入り込む仮想現

フォーム別契約件数でも，IPTVやケーブルテ

実を体験できるミニ番組を制作し，スマートフォ

レビに及ばず第3位に後退している。スペイン最

ンやタブレット端末用に専用のアプリを開発し

大の通信事業者Telefónicaの所有するMovistar+

て無料で配信している。

（モビスタープルス）が最大の衛星 放送局で，

国内 12 の自治州が運営する州営放送局は，

同局は IPTV でも放送している。一方，ケーブ

いずれもテレビ番組を放送と同時にインターネッ

ルテレビは 2015 年末時点で契約件数が151万

トで無料配信するサービスを行っている。

件と前年比で16万件増加した。IPTVに次ぐ国
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3-4 テレビ視聴シェア

図2

テレビ広告料収入とシェア（2015 年）

規制機関 CNMCによると，2016 年10 ～12
月期の地 上テレビの 企 業 別平均 視 聴シェア
は，9 つのチャンネルで放送しているMediaset
España が29.3%で首位，これに僅差で 8 つの
チャンネルを持 つAtresmedia（ 27.5%）が 続

（単位：百万ユーロ，％）

その他商業放送局 21.5,
4.3%
有料テレビ 10.6,
2.1%

出典：CNMC

公共放送 41.7,
8.3%

いている。公共放送 RTVE は，シェアは合計
で16.5%にとどまり，上位 2 社とは開きがある

Mediaset
215.0,
42.6%

（図 1 ）
。

図1

スペイン

Atresmedia
216.1,
42.8%

放送機関別テレビ視聴シェア
（2016 年10～12月）
出典：CNMC

Realmadrid TV
0.2%

Ⅴ−4 地方自治と放送

Grupo Secuoya
0.5%

その他
17.7%

Radio Blanca
0.8%
13 Televisión
2.1%
Veo TV
2.5%

Mediaset
España
29.3%

4-1

地方分権を反映した放送制度

スペインは，地方の自治意識が強く，民主
化後は政治的にも地方自治が広範に認められ

RTVE
16.5%

Net TV
2.9%

Atresmedia
27.5%

ている。そして，そうした政治制度は放送にも
反映されている。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，国，自

3-5 テレビ広告収入

治州，市町村が公共放送を行うことができると

規制機関 CNMC の発表によると，テレビの

規定されている。そのため，スペインの地上放

広告 料 収 入 は 2015 年 の 総 額 が 4 億 9,400万

送は，商業放送も含めて，市町村向け，自治

ユーロ（ 約 642 億円 ）で， このうち92%（ 4 億

州向け，全国向けの3 種類に分けられる。そし

5,300万ユーロ，約 589 億円）が商業放送事業

て，公共放送だけで全国に100 チャンネル以

者の収入である。公共放送で広告放送を実施し

上，商業放送も含めると全国に 500を上回る

ているのは，自治州営放送などの地方の公共

チャンネルが存在する。

放送局に限られている。このため，2015 年の

この章では，そうしたスペインの放送機関に

公共放送の広告料収入は合計で4,200万ユーロ

ついて，放送対象地域により分類して概要を

（約 55 億円）にとどまっている。特筆すべきは，

述べる。

地上テレビの2 大商業局であるAtresmediaと
Mediaset España の2 社でテレビの全広告料収
入の 85.4%を占めていることである（図 2 ）
。

4-2

市町村（municipio）向け放送機関

欧州視聴覚研究所（ European Audiovisual
Observatory：EAO）のデータ5）によると，市
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町村向けにテレビ放送を行っているチャンネル

理化を迫られたほか，同年，バレンシア自治州

は全国で475あり，そのうち公共放送チャンネ

の公共放送機関であった RTVV（バレンシア・

ルは 72とされている。これらの公共放送は主

ラジオ・テレビ）は巨額の累積赤字によって閉

に市町村予算で運営され，広告放送による商

鎖に追い込まれた。
自治州営放送機関に対しては，カタルーニャ

業収入も合わせて財源としているところが多い

自治州の独立問題で，独立を求める州政府の

と思われる。

意向に沿った放送を行ったとしてカタルーニャ

4-3 自治州（comunidad autónoma）
向け放送機関

放送協会（ CCMA ）が批判を浴びるなど，自
治州政府のプロパガンダ機関になっていると指

自治州向けにも公共放送機関と商業放送機

摘する声もある。しかし，各地域の言語や文化

関が放送を行っている。このうち公共放送機関

の維持・普及に自治州営放送が果たす役割は

は全 17州のうち12 州にある。いずれもテレビ・

大きく，その存在意義は小さくない。視聴率に

ラジオの両方で放送を行い，中には両方で10

ついては地域によりばらつきがあるものの，カ

チャンネルと，多チャンネル放送を行っていると

タルーニャやガリシア，バスクの自治州営テレ

ころもある。

ビは，主要な全国放送チャンネルと肩を並べる

自治州営放送機関の財源は自治州政府から

ほど高視聴率を得ている6）。

の交付金のほか，広告料などの商業収入となっ
ている。中には，自治州政府の財政悪化から

4-4

全国向け放送機関

経営難に陥ったところもある。2013 年には，マ

スペイン全土に向けて地上テレビ放送を行っ

ドリード自治州の公共放送 Telemadrid（ Ente

ている放送機関は，公共放送・商業放送を合

Público Radio Televisión Madrid，公共企業

わせて2017年10月時点で 9 機関あり，チャン

ラジオ・テレビ・マドリード）が職員の3 分の2

ネル数は合計で 33 に及んでいる（表 1 ）
。いず

にあたる860人余りを削減するという大幅な合

れも無料放送である。
公共放送機関は RTVE のみで，

図 3 スペインの自治州と自治州営放送機関の分布

テレビ，ラジオ，インターネットで
放送・配信を行っている。テレビに

カンタブリア
アストゥリアス
バスク
ガリシア
ナバラ

ついては，全国向けに 8チャンネル，

ラ・リオハ
カスティーリャ・イ・レオン

カタルーニャ
アラゴン
バレアレス諸島

マドリード

エストレマドゥーラ

カスティーリャ・
ラ・マンチャ

アンダルシア

バレンシア

ムルシア

カナリア諸島

自治州営放送機関のある自治州
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ラジオは全国向け3チャンネルのほ
か，カタルーニャ向けに1チャンネ
ルで放送している。
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スペイン

表 1 スペインのテレビ全国放送チャンネル
放送機関名

チャンネル数

チャンネル名

事業形態

8

La 1，La 2，Canal 24h，Clan，Teledeporte，
La 1 HD，La 2 HD，Teledeporte HD

公共放送

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

DMAX，Gol

商業放送

Real Madrid Televisión

1

RealmadridTV

商業放送

Grupo Secuoya

1

Ten

商業放送

Radio Blanca

1

DKiss

商業放送

13 Televisión

1

13TV

商業放送

RTVE

Mediaset

España

Ⅴ−5 公共放送の任務とサービス
公共放送の任務については，視聴覚コミュニ

自治州とカナリア諸島自治州で一部独自制作
の番組を放送しているほか，自治州ごとに地域
ニュースも放送している。

ケーション一般法の第 40 条に規定されている。
それによると，
「公共放送の任務はスペイン

La 1（第 1チャンネル）

憲法の原理や価値を高めるためのコンテンツを

RTVE のメインチャンネルであり，1956 年に

普及させ，多様な世論の形成やスペインの文化

放送を開始した，スペインで最も歴史のあるチャ

的・言語的多様性を知らしめ，放送文化の向

ンネル。報道，娯楽，内外のドラマ等を網羅す

上のために知識や芸術を広めること」とされて

る総合編成。

いる。
公共放送のサービスについては，機関ごとに
異なるが，ここでは最も規模が大きく，スペイ
ンの代表的な公共放送機関であるRTVE の例
を取り上げる。

La 2（第 2チャンネル）
音楽や映画などの文化番組や科学番組など
の多い総合編成チャンネル。

Canal 24h（ 24 時間チャンネル）
1日24 時間放送するニュース専門チャンネル。

Clan（「一族」チャンネル）

5-1 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
では全国向けに 8チャンネルで地上デジタル放

4 歳から12 歳までの児童を対象にしたチャン
ネル。教育番組中心。

Teledeporte（スポーツチャンネル）
スポーツ専門チャンネル。

送を行っている。地域向けには，カタルーニャ
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これら5つの標準画質チャンネルに加えて，
7）

タルーニャ文化の普及・継承を事業目的の1つ

La 1 HD，La 2 HD とTeledeporte HDとい

としている。FM 放送。

う3 つの高画質チャンネルもある。これらは，

Radio 5（ラジオ5 ）

いずれも標準画質のチャンネルと同編成・同内
容で放送している。

ニュース・報道チャンネル。FM 放送中心だが，
各県8）の中心都市では AM（中波）でも放送。

地域放送としては，自治州ごとに月曜日から
金 曜日まで，毎日午後 1時～1時 30 分と，午

デジタルラジオ

後 2 時～2 時 10 分の2 回，メインチャンネルの

ラジオでは，DAB 方式によるデジタル放送

La 1および La 1 HDで地域のニュースを放送

や，地上テレビと同じDVB-T 方式による地上

している。さらに，カタルーニャ自治州向けに

デジタル放送も行っている。

は La 1とLa 2 および HD チャンネルで一部の
時間帯をカタルーニャ語で放送しているほか，
大西洋のカナリア諸島でも一部を独自編成で
放送している。

5-3 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

5-2 ラジオ
（RNE）

型ハイブリッドキャストで無料の HbbTVサービ

RTVEのラジオ部門は，RNE
（Radio Nacional

スを，Botón Rojo（赤いボタン）という名称で

de España，スペイン全国ラジオ）という呼称で

開始した。ニュースなどの情報をテレビの画面

親しまれている。

を通してインターネット経由で視聴・利用できる

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。

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）も利用できる。RTVE では，また，

Radio Nacional（全国ラジオ）

放送と同時に番組を配信する無料のライブスト

1937年以来の歴史を持つ，RTVE の代表的

リーミングサービスを実施している。テレビでは

ラジオチャンネル。報道から娯楽，文化，社会，

4つのチャンネルで，ラジオでは 6 つのチャンネ

スポーツ等の総合 編 成。FM 放 送 主体だが，

ルで行っている。さらに，携帯端末向けには

各県の中心都市では AM（中波）でも放送。

+24というアプリケーションにより，ニュース専

Radio Clásica（ラジオ・クラシック）
クラシック音楽等の文化関連番組を中心とし
たチャンネル。FM 放送。

門チャンネル Canal 24h のライブストリーミング
に加えて，国内各地のイベントなどの生中継を
配信している。

Radio 3（ラジオ3 ）
若者向けの音楽チャンネル。FM 放送。

Ràdio 4（ラジオ4 ）

インターネットサービスの法的根拠
公共放送がインターネットサービスを行うこと

カタルーニャ語によるカタルーニャ自治州向

については，放送と同様に，公共放送機関の

けの総合編成チャンネル。カタルーニャ語やカ

目的・役割として以下のように法で位置づけら
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れている。
①視 聴 覚 コミュニ ケ ーション 一 般 法（ Ley

スペイン

（中央アジア，東アジア，オセアニア向け）で，
いずれも毎日24 時間放送。番組は国内放送と

General de la Comunicación Audiovisual）

同内容のニュースやドラマ，娯楽番組などで編

第 40 条で，
「ラジオやテレビ，オンラインで

成されている。南北アメリカ向けは有料放送。

コンテンツを制作し，編集し，伝播することが
公共放送の目的」と規定されている。

RTVEによると視聴可能人口は 4 億 5,000万。

Canal 24ｈ（ 24 時間チャンネル）
ニュース専門チャンネル Canal 24hは海外向

②国 有ラジオ・テレビ法（ Ley de la Radio y
la Televisión de Titularidad Estatal ）
第 2 条 2 項で，
「コネクテッドサービスやインタ
ラクティブサービスを行う」ことが公共 放 送
RTVE の役割として規定されている。

けにも放送されている。内容は国内向けと同じ。
南北アメリカ向けは有料放送。

Star HD（スターHD ）
2015 年 8月から南北アメリカ大陸向けに高画
質で有料のスペイン語によるフィクション・娯楽
チャンネルStar HD の放送が始まった。事業

③ RTVE 憲章（ Mandato Marco a la Corporación RTVE）

収入を上げることが主目的である。

Clan（「一族」チャンネル）

第 7条 1項で，
「ラジオ，テレビ，インタラク

2017年7月からは国内向けの子ども向けチャ

ティブ・メディア，インターネットでサービスを提

ンネルも，南北アメリカ大陸向けに有料チャン

供する」ことが RTVE の役割と規定されてい

ネルとして放送を始めた。

る。

【ラジオ】

5-4

国際放送

RTVE はテレビとラジオで国際放送も行って
いる。

【テレビ】
TVE Internacional（ TVEインターナショナル）

Radio Exterior de España（スペイン海外放送）
ラジオ国際放送。7 言語（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）で衛星，インターネット，
短波を使って放送・配信している。

スペイン語によるテレビ国際放送。1989 年
放送開始。海外におけるスペインへの理解促
進を目的としているが，海外在住のスペイン人
へのサービスも兼ねている。
TVE Internacionalは， 世 界 を3 つ の放 送
地域に分け，時差を考慮に入れて地域ごとに別

5-5

教育機関（Instituto RTVE）

RTVE 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
Instituto RTVE（RTVE専門学院）を1975 年に
設立した。

編成で放送している。地域ごとのサービス名
は，① TVE América（南北アメリカ向け），②
TVE Internacional Europa（ヨーロッパ，アフ
リカ，西アジア向け）
，③TVE Internacional Asia

5-6

交響楽団と合唱団（Orquesta
Sinfónica y Coro RTVE）

RTVE は交響楽団と合唱団も運営している。
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楽団や合唱団のコンサートは，RTVE のテレビ

RTVE（ Corporación de Radio y Televisión

やラジオ，インターネットサービスで放送・配信

Española，スペイン放送協会）」に改編された。

される。

RTVE は国が全株 式を保有する株 式会社だ
が，経営の自治権を持ち，政府からは独立し

Ⅴ−6 公共放送制度
6-1

存立の法的根拠

RTVEや自治州営放送機関など，スペイン
の公共放送機関の存在を具体的に規定してい
る主な法令には，以下のものがある。

て活動することが規定されている。
③ RTVE 憲 章（ Mandato Marco a la Corporación RTVE）
RTVE の基本的な事業目的や事業指針など
に関する規則。9 年ごとに，議会の上下両院の
決議によって制定される。国有ラジオ・テレビ

① 視 聴 覚コミュニケーション一 般法（ Ley 7/

法で規定された RTVE の事業目的等を具体的

2010, de 31 de marzo, General de la Comuni-

に規定する。当初の憲章の有効期間は 2008

cación Audiovisual）

年1月1日から2016 年12月31日までの 9 年間。

2010 年に成立した放送に関する基本法。放

期間満了後は，新たな憲章が制定されるまで

送において文化や言語，意見の多様性を反映

自動延長されることが規定されており，2017年

させること等，放送に関する基本的な考え方が

10月時点では，当初の憲章が自動延長されて

規定されている。放送をめぐる国民の権利や，

いる。

放送事業者の権利なども規定されている。第 4
編では，公共放送機関について規定されてい

④ RTVE 財源法
（Ley 8/2009, de 28 de agosto,

る。その中で，国，自治州，市町村は公共放

de Financiación de la Corporación RTVE）

送サービスを行うことができるとされ，全国向

RTVE の財源は何か，財源となる資金はど

けのRTVEについては，関連諸法の規定に基

のように徴収されるか，年間収入の限度額はど

づいてテレビ，ラジオ，インターネットサービス

の程度か等，RTVE の財源全般について規定

を実施するほか，教育機関や交響楽団および

した法律。

合唱団の運営ができることが規定されている。
なお，自治州営放送機関については，上記
②国有ラジオ・テレビ法（ Ley 17/2006, de 5

①の視聴覚コミュニケーション一般法のほか，

de junio, de la Radio y la Televisión de

各自治州の公共放送に関する法律で組織や事

Titularidad Estatal）

業内容，財源等が規定されている。

RTVE の存立を規定した法律。存在意義や
事業の目的，企業の法的性格などが規定され

6-2

公共放送の政治的独立

ている。2006 年に成立した法律で，これによ

公共放送を含むメディアの編集権の独立や

り，RTVEは「公共企業 RTVE（Ente Público

組織の独立に関しては，以下のように各種法

Radiotelevisión Española）
」から「 株 式 会 社

令で規定されている。
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スペイン

の経済産業競争力省（Ministerio de Economía,

①視聴覚コミュニケーション一般法
第 10 条で，放送事業における番組編集の自

Industria y Competitividad ）が所管する組 織

由として，
「放送事業者が番組内容や放送時刻

で，政府予算を財源として運営されるが，規制

を自ら決定することによって番組編集の方針を

監督業務においては政府からは独立した権限

決める権利がある」とされている。

を持ち，議会の監督下にある。

②国有ラジオ・テレビ法

規制監督機関をめぐる法と役割

第 5 条で，
「RTVE は経営の自治を享受し，

2013 年成立の CNMC 創設法（ Ley 3/2013

政府や国家行政から独立して活動する」ことが

de 4 de junio, de creación de la Comisión

規定されている。

Nacional de los Mercados y la Competencia）
で，放送事業に関するCNMC の主な役割が以
下のように規定されている。

③ RTVE 憲章
第 10 条で，RTVE の独立，公正中立，正確
さなどに つ いて 規 定して い る。 この 中 で，

・視 聴覚コミュニケーション一般法で規定さ
れている放送事業者の義務（ヨーロッパで

「RTVE は完全に独立して活動し，政府や国

制作された番組を放送する義務，放送に

家行政，政党，経済団体，社会運動組織，そ

おける透明性確保の義務，未成年者や障

の他のいかなる組織や団体からも指示や指針，

害者の権利を守る義務）の遂行に関する規

命令等を受けることはできない」とされている。

制業務
・放送内容が諸法令に即したものになってい

6-3

規制と監督

るかの監督業務

スペインでは，近年に至るまで全国放送に

・商業放送の実施における義務や禁止事項，

関する独 立 規制 機関が存在せず，放 送を所

制限などが順守されているかの監視業務

管する官庁であった産 業エネルギー観 光省

・全 国向け公共放送の使命の遂行と予算の

9）

（Ministerio de Industria，Energía y Turismo）
が放送事業の規制や監督を行っていた。

2013 年10月になって，放送も含めたさまざま

遂行を監視する業務
・EU（ヨーロッパ連合）内の他国からのスペ
イン向けの放送に関する規制業務

な産業の規制監督業務を一括して行うCNMC

CNMC は，具体的には全国放送機関の放送

（市場競争委員会，Comisión Nacional de los

免許の交付や，放送事業者の規則違反に対す

Mercados y la Competencia）が設 立された。

る警告や罰則適用などの業務を行っている。

CNMC は，放送，通信，航空，鉄 道，郵便
事業を包括した規制機関ではあるものの，スペ
イン初の放送事業に関する全国レベルの規制
機関となった。

規制監督機関の組織とメンバー
CNMC の最高意思決定機関は，CNMC 評
議会（Consejo de la Comisión Nacional de los

CNMCは市場競争を促進して消費者の利益を

Mercados y la Competencia）で，10人の評議

図ることを主な目的としている。CNMC は政府

員で構成されている。評議員は，放送のほか
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4つの業種の規制監督業務を担う。評議員は

議席を占める与党の推薦を受けた評議員が多

経済産業競争力省の推薦を経て政府が指名す

い。

る。指名対象者は，高い専門能力を持つ有識

2017年10月時点で評議員を務めている9人

者とされる。評議員の任期は 6 年で再任は認め

のうち，6人が与党国民党（ PP）の推 薦を受

られておらず，他の職業との兼務は禁止されて

けて就任した評議員で，残り3人が野党の推

いる。

薦である。こうした評議員の構成からも，与党
および政府の意向が RTVE の経営に反映され

地方の規制監督機関

やすい構造になっていることが容易に推察でき

カタルーニャ，アンダルシア，ナバラの各自治

る。

州には各州内の放送に関する独自の規制監督

経営評議会をめぐっては，2017年に新たな

機 関 である視 聴 覚 評 議 会（ Consejo Audio-

動きがあった。9月に国会で RTVE の経営評

visual）が存在する。

議会のメンバー選出に関する法（国有ラジオ・
テレビ法 ）の改正案が可決・成立し，経営評

6-4

公共放送（RTVE）
と政府・議会の
関係

議会の評議員の選出には国会の3 分の2 以上
の議員の賛成が必要とされることになった。こ

公共放送については，組織運営の独立が法

れにより，評議員選出にはさまざまな党派の同

的に規定されているものの，実際には政党や

意が必要となり，与党系評議員によるなかば

政府の影響力が小さくない。

独占状態が改善されると期待する声が上がって

RTVEを例に挙げると，最高意思決定機関

いる。改正法には，さらに，公募によって経営

は経営評 議会（Consejo de Administración）

評議員と会長の候補者を募るための規則を設

と呼ばれる組織で，9人の評議員で構成されて

けることも盛り込まれている。

いるが，評議員は政党の推薦を受けて国会で
選出される。そして，議会の過半数の賛成で
選出されることになっており

10 ）

，議会で多数の

Ⅴ−7 公共放送（RTVE）
の
組織と予算規模
7-1

図4

執行役員と組織図

次に，RTVE は組 織として

RTVEの組織図
（概略）

どのように運営されているのか

経営評議会
（Consejo de Administración）

をみていく。RTVE の組 織を
簡略化して図示したものが図 4

顧問評議会

である。

報道評議会

RTVE の最高意思決定機関
理事会
（Comité de Dirección ）

秘書室および経営
評議会事務

経営事務

テレビ
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は，前述のように経営評議会
（Consejo de Administración）
広報・部内
調整事務

である。経営評議会は，RTVE
の事業や予算など経営の基本
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スペイン

方針を決定する機関である。9人の評議員の任

ることを目的に設置されている。報道評議会

期は 6 年で，再任は認められていない。また，

は，RTVE の報道部門の人事や報道内容等を

9人の評議員の中から評議会議長（ Presidente

めぐって経営陣に改善を求めたり，要求を提出

de Consejo de Administración）が国会の下院

したりする。報道評議会には決定権はないが，

で選出される。評議会議長は，RTVE の会長

国会への働きかけなどで問題の解決を図ること

（ Presidente de RTVE）を兼任する。

もある。

経営評議会の下に執行機関としての理事会
（ Comité de Dirección）がある。理事会のメン

7-2

地方局と海外支局

バーは，RTVE の会長のほか，各事業部門の

RTVEには，国内 17の自治州のうち，本部

最高責任者である局長（ Director）ら7人で構

のあるマドリードを除く16 の自治州と，アフリ

成されていて，実務に関する重要事項の決定を

カにあるスペインの飛び地の2 自治市（セウタと

行う。

メリージャ）に地方局がある。地方局は全国向

RTVE の組織で特徴的なのは，最高意思決

けや自治州向けのニュースの取材拠点である。

定機関である評議会の議長が，実務の最高責

このうち，スペイン第二の都市バルセロナと大

任者である会長を兼務し，さらに理事会の議長

西洋のカナリア諸島にある2 つの支局は，
「制

（ Presidente de Comité de Dirección）も兼ね

作センター（centro de producción）」として位

ていて，1人に権限が集中していることである。

置づけられ，職員も多数配置されて，全国向

RTVEには，このほかに国有ラジオ・テレビ
法で設置が義務づけられている組織として，顧

けや地域向けの番組制作を行っている。
また，RTVE は海外17 都市に支局がある。

問評議会（ Consejo de Asesores）と報道評議

内訳はヨーロッパ 7，南北アメリカ7，中東・北

会（ Consejo de Informativos）があるが，これ

アフリカ2 で，アジアは中国・北京の1か所で

らは経営組織とは別に位置づけられている。

ある。いずれも特派員が常駐して取材活動を

顧問評議会は，外部の消費者団体や青年団

行っている。

体，女性団体，障害者団体やスペイン外務省
など合計12 団体からの代表 15人で構成され，

7-3

職員数

RTVE の組織運営等について経営評議会へ提

RTVE のウェブサイトでは，2013 年末時点の

言を行う組織である。RTVE の経営に社会の

職 員総 数が 6,324人とされている。このうち

声を反映させるという主旨で設立されている。

5,776人が正職員，456人が有期契 約の契 約

一方，報道評議会（ Los Consejos de Informativos）は，RTVE の内部組織で，報道に従

職員，92人が期間を限定しない契約職員となっ
ている。

事する職員によって組織される。テレビ部門，
ラジオ部門，インターネット部門それぞれに報
道評議会が組織されている。報道評議会は，

7-4

収入 / 支出

RTVE の2017年の年間収入は 9 億 7,500万

RTVE で働くジャーナリストらの報道の自由を

ユーロ（約 1,268 億円）と見込まれている。そ

確保するとともに，報道の客観性や正確さを図

の大部分が，政府交付金や公共電波準備税
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（電波利用料）などの公的資金，および通信事
業者と放送事業者が拠出する負担金によって占

されておらず，最新のデータは 2014 年のものだ
が，その詳細は図 6 のとおりである。

められている。それらの資金の合計は全体の

事業分野別では，2014 年の支出のうち，テ

94%を占め， 額 で は 9 億 2,000万ユーロ（ 約

レビが全体の 69%を占め，ラジオが 8%，地方

1,196 億円）に達している。内訳は，政府交付

局が 8%などとなっている。

金が3 億 4,360万ユーロ（約 447億円 ）
，電 波
を利用する通信事業者などが国に支払う公共
電 波 準 備 税 がおよそ3 億 8,000万ユーロ（ 約

7-5

効率化の動き

RTVEについては，経営赤字の解消のため，

494 億円），通信事業者と放送事業者が公共

かねてから事業の効率化の必要性や，財源の

放送維持のために拠出する負担金がおよそ1

見直しが叫ばれてきた。

億 9,700万ユーロ（約 256 億円 ）とされている
（図 5 ）
。

RTVE は 広告 放 送 が 廃 止され る4 年 前の
2006 年に組 織が公共企業体から株式会社に

支出の内訳については，2017年予算が公表

改編されたが，その際に4,000人以上の要員が
削減されている。そのときの離職者に対する退

図5

RTVEの 2017 年収入の内訳
（2017 年予算）

職手当や補償金の支払いは 2022 年まで続く予

（単位：百万ユーロ，％）

定で，現地マスコミの報道によると，その費用

その他 55
6%
事業者
負担金
197
20%

は総額で17億ユーロ（約 2,210 億円）に達する
政府交付金
343.6
35%

削減は行われていないが，公共企業の株を所
有している政府機関 SEPI（産業出資公社）は，
2016 年に発 表した報告書で RTVE の組 織の

公共電波準備税
380
39%

効率化を提言している。このため，大規模な

出典：日刊紙 ELPAÍS
2016 年 7月22日付ウェブサイト記事

図6

と推計されている。2006 年以降は大幅な要員

RTVEの事業別支出の内訳
（2014 年）
（単位：ユーロ，％）

その他（専門学院，合唱団，交響楽団も含む）
138,599,462 14％

要員削減があらためて計画されているとの新聞
報道も出ている。

Ⅴ−8 公共放送（RTVE）
の財源
8-1

財源の変遷

スペインではこれまで，受信許可料や放送
地方局 76,807,340
8％

負担金など，公共放送維持のために国民ない

インターネット
10,184,212
1％

し視聴者が直接費用を負担する制度は導入さ

ラジオ 77,376,385
8％

テレビ
681,728,194
69％

出典：CNMC
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れたことがない。
RTVE は，前身のRNEによるラジオ放送だ
けの時代には，政府交付金のほか，広告料収
入も財源としていた。テレビ放送は，1956 年
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の開始当初は政府交付金で運営され，1957年

③

全国あるいは自治州より広い地域で事
業を行う通信事業者による負担金

以降徐々に広告放送が導入され，やがて広告
料は交付金と合わせて RTVE の主要な財源の

スペイン

④

全国あるいは自治州より広い地域で事
業を行うテレビサービス事業者や団体によ

一部となった。

る負担金

しかし，1989 年にスペインでテレビの商業
放送が始まると，それまで続いてきた RTVE

⑤

サービスや一般的な事業活動によって得
られる収入

のテレビ広告独占は崩れ，RTVE は経営難の
時代を迎える。こうして1991年から始まった経

⑥

資産の賃貸や資産から得られる収入

営赤字は 2006 年まで続き，累積赤字が膨らん

⑦

寄付，助成金，継承した財産，遺産，
贈与

だ。こうした中，政権に就いた左派の社会労
働党（ PSOE）は RTVE の財源改革を断行し

⑧ 「 2006 年国有ラジオ・テレビ法 」の第

た。広告放送を廃止し，代わりに商業放送事

31条の制限内で取り決められた借用金

業者などから，売り上げの一部を公共放送の

⑨

法律で規定されたすべての公的および
私的権利に基づく収入

財源として拠出させることにしたのである。そ
の根拠は，RTVE の広告廃止によって商業放

これら9 種の財源のうち，①が政府交付金，

送事業者の広告収入が増え，収益増加が見込

②が電波利用料，③が通信事業者の負担金，

まれるというものであった。

④が放送事業者の負担金で，合計で RTVE の

こうして2009 年にRTVE 財 源法が成立し，
RTVE の主要な財源は，従来からの政府交付

収入の 9 割以上を占める主要な財源となってい
る。

金に加えて公共電波準備税（電波利用料）から
の収入と，商業放送事業者や通信事業者から
の負担金

11 ）

8-3

財源をめぐる課題

とされた。これを受けて，RTVE

2010 年に始まった新財源制度は，RTVE の

は 2010 年1月1日から広告放送を取りやめた。

財源の安定化を図る目的で導入されたものだ
が，これによって RTVE の経営難はむしろ深

8-2

財源の法的根拠

刻さを増していった。

RTVE の財 源については，2009 年成 立の

2009 年には RTVE の広告料収入はおよそ5

RTVE 財 源法に規定されている。同法には，

億 2,000万ユーロ（約 676 億円）あったが，広告

RTVE の財源として以下の 9 項目が挙げられて

廃止後の2010 年に商業放送事業者や通信事業

いる。

者から徴収された負担金は 2 億 8,400万ユーロ

① 「 2006 年国有ラジオ・テレビ法」および
「 RTVE 財源法」で規定されている公共サ
ービスの遂行に対する補償金

12 ）

（約 369 億円）にとどまり，広告料収入の減少
分を相殺するには遠く及ばなかった。
また，政府交付金も2010 年には 5 億 8,000

② 「 2003 年通信一般法（ Ley General de

万ユーロ（約 754 億円）あったが，政府の財政

Telecomunicaciones）
」で 規定されている

緊縮策により2012 年以降 激 減し，2013 年に

公共電波準備税の一部

は 2 億 9,000万ユーロ（約 377億円 ）まで 落ち
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票の際に，RTVE がメインチャンネルのLa 1で

込んだ。
こうした中，RTVE は，番組制作費の削減

このニュースをほとんど取り上げなかったことが

や不動産の売却等を進めて収支の改善を試み

挙げられる。この問題では，RTVE の報道姿

たが，抜本的な赤字体質を改善するには至って

勢に対して，ニュースの重大性よりもスペイン政

いない。さらに，制作費の削減によって視聴

府の意向を尊重しているとして批判の声が上

シェアも低下し，かつて国内首位を誇った視聴

がった。こうした RTVE の報道姿勢には，報

シェアは，2 つの大手商業局に水をあけられる

道部門の幹部が政府・与党寄りの人間で占め

事態に陥っている。

られていることが背景にあるといわれる。報道
部門の幹部の人事は，政府・与党寄りの評議
員が多数を占める経営評議会で決められるとさ

Ⅴ−9 今後の課題と展望

れる。このため，RTVE の政治的独立につい

RTVEをはじめとするスペインの公共放送に

ては，最高意思決定機関である経営評議会の

共通の課題は，大きく2 つに集約できる。1つ

評議員を，政党や政府から直接的な影響を受

は，財源の問題であり，もう1つは，組織経営

けないメンバー構成とするなど，抜本的な改革

や放送内容に対する政府の影響をいかに排除

が望まれている。その意味で，2017年 9月に

するかという問題である。

改正案が可決・成立した国有ラジオ・テレビ法

RTVE の財源をめぐっては，改革を求める声
が年々高まっている。2016 年7月には，規制監
13 ）

をめぐる今後の動向が注目される。
しかし，この問題は，公共放送機関のあり

督機関の CNMCが RTVEに関する報告書

方だけの問題にとどまらない。1970 年代半ば

を公表した。報告書では，RTVE は近年の財

まで独裁政権下にあり，民主主義の歴史が比

源の変更によって予算が不安定化したとして，

較的浅いといわれるスペインにあって，政府か

財源の見直しを提言している。ただし，どのよ

ら独立した公共放送と政府が運営する国営放

うな財源を導入すべきかについて，報告書は具

送の違いはあまり認識されていないという声も

体的なモデルを示してはいない。

ある。

今後は，政治的に公正・中立な放送を実現

RTVEにおいても，自治州営放送機関にお

するための財源のあり方について，広告放送復

いても，中央や地方の政府の介入がしばしば

活の是非や，視聴者が負担金を直接支払うい

問題とされる。その背景には，独裁政権時代

わゆる受信料制度の導入の可否なども含めて，

に生まれた「放送機関は政府の広報機関」と

幅広い検討と議論が必要になると思われる。

いう意識がいまだ政治家の間に根強く残ってい

CNMC の報 告書では，RTVE の放 送内 容
についても，政治的に公正・中立な報道を行う

るからだという声を，スペインの複数のメディア
研究者やマスコミ関係者から聞いた。

体制を構築すべきであると提言している。しば

政府の意向に沿った放送を行っていたかつて

しば問題とされるのは RTVE の報道姿勢であ

の国営放送とは異なり，政治権力と距離を置

り，その一例として，2017年10月に行われた

きながら公正・中立な放送を行う公共放送の

カタルーニャ自治州の独立の賛否を問う住民投

必要性と価値が広く認識されるようになるまで
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スペイン

には，まだ時間を要すると思われる。民主主

ことが，今後のスペインの公共放送が目指すべ

義の確立と維持・発展のために公共放送が果

き方向性であると思われる。

たす機能と重要性を国民に広く認識してもらう



注：
1 ）1973 年10月11日付 政令2509 号（Decrecto 2509/
1973，de 11 de octubre）による。このときに誕
生した RTVEという呼称は，通称として今日まで
使われ続けているが，正式名称は法改正によって
2 度変更されている。
2 ）1980 年1月10日成立のラジオ・テレビ規約法（ Ley
4/1980，de 10 de enero, de Estatuto de la
Radio y Televisión ）による。
3 ）自治州営放送局のうちバレンシア自治州にあった
RTVV（ラジオ・テレビ・バレンシア）は 2013 年
に閉鎖されたため，それ以降は 12 局となった。
その後，バレンシア自治州議会と自治州政府は
2016 年に新たな自治州営放送機関の設立を決め
たが，2017年10月時点では放送は始まっていな
い。
4 ）2006 年 6月5日成立の国有ラジオ・テレビ法（ Ley
17/2006 de la Radio y la Televisión de Titularidad
Estatal）による。
5 ）EAO のデータベースMaviseによる。http://mavise.
obs.coe.int/country?id=12#section-6
6 ）FORTA（自治州放送機関連合）によると2017年
2月のカタルーニャ自治州の CCMA（カタルーニャ
放送協会）の平均視聴シェアは 14.5%，ガリシア
自治州の CRTVG（ガリシア放送協会）は 9.8%，
バスク自治州のEiTB（バスク・ラジオ・テレビ）
は 10.5%だった。
7 ）La 2 HD は 2017年10月に放送を開始した。
8 ）自治州と市町村の中間に位置づけられる行政区
分。スペイン語では Provincia。
9 ）2016 年11月に省 庁 が 改 編され , Ministerio de
Industria, Energía y Turismo（産業エネルギー
観光省）は Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital（エネルギー観光デジタル政策省）
となった。
10 ）2017年 9月に改正される前の国有ラジオ・テレビ
法第 11 条の規定では，
「評議員は議会の 3 分の 2
以上の賛成で選出されるが，最初の投票から24
時間が経過しても3 分の 2 以上の賛成が得られな
い場合は，過半数の賛成で選出される」ことが規
定されている。

11 ）事業者負担金の額は，地上テレビなど無料放送
事業者の場合は年間総収入の 3%，有料放送事
業者の場合は 1.5%，通信事業者の場合は 0.9%
とされた。通信事業者については，放送事業など
を行って広告料収入がある事業者のみが対象とさ
れている。
12 ）国有ラジオ・テレビ法第 33 条で「公共サービスの
義務遂行への補償金（compensaciones）が毎年
国家予算に計上される」ことが規定され，財源法
第 2 条で「補償金が RTVE の財源とされる」こと
が規定されている。
13 ）
「 2014 年 RTVE の公共サービスの義務遂行と資
金調達に関する報告書（Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones de servicio público
por la cor poración de rad io y telev isión
española y su financiación año 2014 ）
」

（さいとう まさゆき）

参考文献：
・ Historia de la Radio y la Televisión en España,Una
asignatura pendiente de la democracia,
Enrique Bustamante, gedisa editorial, 2013
・ Media radio, Ministerio de Educación, Gobierno
de España（ http://recursostic.educacion.es/
c o m u n i c a c i o n / m e d i a / w e b /a c c e s i b i l i d a d .
php?c=&inc=radio&blk=0&pag=4 ）
・“ Snapshot : Regional and local television in
Spain ”
, Deirdre Kevin, European Audiovisual
Observatory, 2015
・ EVOLUCIÓN DEL MODELO DE
FINACIACIÓN DE RADIO 5 Del estatuto de
radio y televisión de 1980 a la Ley general de la
comunicación audiovisual de 2010, Miguel Ángel
Ortiz Sobrino, ICONO 14, 2012
・ El Servicio público audiovisual y la construcción
del Estado autonómico:RTVE 1980-2006, Antoni
V i d a l , U N I V E R S I TAT A U T Ò N O M A D E
BA RC E LONA Fac u lt at d e Ciè n cie s d e la
Comunicació, 2012
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Ⅵ

韓国の公共放送の制度と財源
山田 賢一

核であったが，1980 年，チョン・ドゥファン（全

Ⅵ−1 最新動向と課題

斗煥，のちの大統領）らのグループがマスコミ

2012 年12月31日，首都圏の地上アナログ放

を掌握するために行った「言論統廃合」によっ

送を終了し，地域ごとに段階的に進めてきた地

て，当時最も人気があった商業テレビ局の東洋

上デジタル放送への移行が，北朝鮮向けの放

放送も強制的にKBSに吸収され KBS2となっ

送を除いて完了した。

た。こうした経緯から，KBSでは1981年 3月

韓国を代表する公共放送 KBS（韓国放送公
社 Korean Broadcasting System）は，他の地
上放送 2 社とともに，2017年 5月31日，ソウル
1）

以降，従来の受信料に放送広告料を加えた2 つ
が主要な財源となった。
1981年以降，現在に至るまで，カラーテレビ

首都圏で地上4K 本放送を開始した。EBS に

の受信料は月額 2,500ウォン（約 250 円）であ

ついても，KBS の受信料収入をもとに2017年

る。KBS はこれまでも料金の引き上げを試み

9月から地上4K 本放送を開始するとしていた

てきたが，政界や社会団体などからの反対が

が，KBS の協力が得られず，10月現在始まっ

起こり，引き上げには至らなかった。背景には，

ていない。KBSではこのあと12月から広域市

政権が代わるたびにKBS の社長が交代するな

とピョンチャン地域でも本放送を開始し，2018

ど，公共放送が政治の道具として利用される

年2月のピョンチャンオリンピックを4K・8K で

傾向があり，公正性，中立性などの点からも課

中継する方針である。そして2027年には番組

題が山積しているためである。

制作を100%4K で行う目標を立てているが，放
送関係者の間では実現を疑問視する声が多い。
KBS の財源は，受信料と放送広告料の2 つ

Ⅵ−2 公共放送の成り立ち

の柱から成り立っている。その歴史を振り返る

KBS の前身は，日本の植民地期の1927年2

と， 韓 国 で 受 信 料 制 度がスタートしたのは

月に朝鮮半島で初めて放送を行った京城放送

1963 年で，当時，テレビ受像機の保有者は，

局である。日本の植民地支配からの解放後，

KBS の前身にあたる国営のソウルテレビジョン

米軍制下で 38 度線より南の地域にあった10 の

放送局に対して，月額 100ウォンを支払うこと

放送局が米軍当局に接収され，1946 年 3月に

が定められた。その後，1973 年 3月にKBSが

は放送協会傘下の各放送局に対し，初めて国

国営放送から公共放送（韓国では「公営放送」

営化の措置がとられた。その後，1948 年 8月

と呼ばれる）に転換された。受信料（ 1988 年

に大韓民国が樹立されると，放送局は政府機

までは視聴料の名称を使用）は KBS 財源の中

関である広報処の放送局として改編され，この
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韓国

時点で名称をKBSに変更し，韓国唯一の国営

が首都圏において4K 本放送を開始し，EBSも

放送局となった。その後 1973 年 3月，
「韓国放

同年 9月から開始するとしている。第 2 段階で

送公社法」により，KBS は公共放送の形態で

は，同年12月から広域市圏（プサン，テグ，クァ

2）

改めてスタートすることになった 。しかし，KBS

ンジュ，テジョン，ウルサン），およびオリンピッ

が長期にわたって政府の文化広報部の監督と

クの開催地一円において，第 3 段階では，市

干渉のもとに置かれていたこと，チョン・ドゥ

や郡地域において2020 年から4K 地上放送を

ファン政権のもとでは，政権維持のための宣

順次導入して，2021年までに全国導入を完了

伝道具として利用され，特に1986 年の総選挙

するとしている。

では，与党候補を一方的に支援する報道によ

しかし，地 上 放 送 3 社は 2016 年末，4K 試

り国民の憤りを招き，受信料納付拒否運動が

験放送の実施過程で見つかった技術的な不具

全国的に広く展開されたことなど，実質的には

合を修正するなどの理由で，本放送の開始時

3）

国営放送と変わりがなかったとの指摘もある 。

期の延期を求めた。これを受けて KCC は検討

1987年の「民主化宣言」により，KBSにおい

を行い，その結果，2017年 5月31日までの延

ても民主化が推進された。とはいえ，2017年現

期を決め，地上放送 3 社は同日から同時に4K

在もKBS 社長の任命権限は大統領が持ってお

本放送を開始した。ただ，韓国では地上放送

り，政府による干渉の余地は十分に残ってい

を受信する世帯は視 聴 者全体の 5% 程 度で，

る。

残りの世帯はケーブルテレビやIPTVなどを経

韓国には KBS のほかにも，かつて KBS の

由している。このため，一般家庭が地上4K 放

教育放送であった EBSという公共放送が存在

送を視聴するには，地上放送局がケーブルテレ

する。一方 MBC は，政府が全額出資している

ビやIPTVに対して番組再送信を認める必要

財団法人の放送文化振興会が株式の 70%を保

があるが，地上放送 3 社は 4K 放送に多額の投

有するため，韓国では「公営放送」とされるが，

資をしていることを理由に，無料での再送信を

実態としては経営を広告収入に依存し商業局

拒否しており，ピョンチャン冬季オリンピックま

に近い存在といえる。本稿では，KBSを中心

でに解決が図られるかが注目されている。さら

に記述を進めていく。

に地上デジタル4K 放送の技術方式が2016 年7
月，それまで試験放送をしていたヨーロッパ方

Ⅵ−3 メディア環境と公共放送

式から急きょアメリカ方式（ ATSC3.0 ）に変更
されたため，それまでにヨーロッパ方式対応の

メディア政策の権限を持つ未来部とKCC は

テレビ受像機を購入した市民は，地上4K 放送

2015 年12月29日，
「地 上波 UHD 放送導入の

を見るために新たにアンテナとセットトップボッ

ための政策案」を公表した。地上放送 31社，

クスを購入する必要が生じ，多くの苦情が寄せ

家電メーカー，研究機関などとともにまとめた

られている。2017年 9月時点で地 上デジタル

この政策案によると，第 1 段階として，ピョン

4K 放送の受信環境が整っている世帯は，国内

チャン冬季五輪開催のちょうど1年前となる2017

のテレビ保有世帯全体の1% 程度にとどまってい

年2月に地 上 放 送 3 社（ KBS，MBC，SBS）

るといわれる。
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有料テレビ市場（衛星放送・ケーブルテレビ）

と規定され，2009 年にIPTVサービスが公式

2001年1月，韓国唯一のデジタル衛星放送

にスタートした。スタート当初から現在に至るま

プラットフォームとして，放送・通信・新聞など

で，IPTVサービスは，KT，LG U+，SKB の

100 社以上が参加するコンソーシアムにより，

3 社が実施している。

韓国デジタル衛星放送株式会社（現・株式会

地上放送については，各社が独自にキャッ

社 KT SkyLife）が設立され，2002 年 3月に本

チアップサービスを実施している。ニュース，時

放送を開始した。

事，教養などのコンテンツは，言論機関として

超高精細テレビ（UHD，4Kと8Kの両方を

の責任から無料で提供しているほか，公共放

指すが，韓国では 4Kによる実施）に関しては，

送 KBS の場合，著作権をクリアしたドラマは

2014 年 6月，4Kの試験放送をスタートさせた。

放送から一定期間，無料で視聴できるサービス

また，2015 年 6月からは，3 つのチャンネルを

を実施している。それを過ぎた場合は有料とな

使用して4Kサービスを商用化した。HD144チャ

るが，
「低画質」のコンテンツについては，引き

ンネルを含む計192チャンネルからなるパッケー

続き無料で視聴できる。このほか，地上放送

ジ「Blue HD」の場合，3 年契約で月額1万4,000

3 社のそれぞれの子会社であるKBSメディア，

ウォン（約 1,400 円）
，また，4Kサービスのパッ

iMBC，SBS ContentsHubが提携して設けた

ケージ「Blue UHD」の場合，
UHD（ 4K）5チャ

ダウンロードサイト「コンティング」という有料

ンネル，HD144チャンネルを含む計197チャン

サービスもある。

ネルからなり，3 年契約で月額 1万 5,000ウォン
（約 1,500 円）となっている。

2004 年の放送法改正で，衛星波と地上波を
使った移動体向けのDMB（Digital Multimedia
Broadcasting ）が放送事業と認定されたが，最

韓国のケーブルテレビには，難視聴解消が

初にサービスが始まった衛星 DMBサービスは，

目的で始まった再送信型ケーブルテレビ（中継

地上テレビ局がコンテンツを提供しなかったこ

有線放送 ）と，専門チャンネルも提供する多

とから，地上テレビ局主導の地上 DMBサービ

チャンネル型ケーブルテレビ（総合有線放送）の

スに 駆 逐 され，2016 年 末 時 点 で は， 地 上

2 種類がある。KCTA（韓国ケーブルテレビ放

DMBサービスのみが実施されている。首都圏

送協会）によると，2016 年11月末時点の加入

の事業者は，KBS，MBC，SBS の地上放送

件数は1,454万件（デジタル772万，アナログ

系3 社と，YTNDMB，韓国 DMB，U1メディ

683万）
。

アの非地上放送系 3 社の計 6 社である。

融合の概況

テレビ視聴シェア

韓国ではかつて，IPTVが放送なのか，ある

2016 年7月にKCCが発表した放送事業者の

いは新しい放送と通信の融合サービスなのかに

視聴占有率（ 2015 年度）によると，地上放送は

ついて放送業界と通信業界が対立していたが，

KBSが27.8%で最も高く，MBC（16.6%）
，SBS

2008 年 8月に施行された「インターネットマルチ

（ 9.1%）
，EBS（ 2.1%）が続く。総合編成チャン

メディア放送事業法」により，IPTVは「放送」

ネルは，TV 朝鮮（ 9.9%）
，JTBC（ 7.3%），チャ
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ンネルA（ 6.7%）
，MBN（ 5.5%）の順であった。

韓国

訳は以下のとおり。
第 1ラジオ：ニュース・時事情報チャンネル

テレビ広告収入
2015 年のメディア産業（放送，新聞，インター
ネット新聞，通信）における総売上額は9兆2,211
億ウォン（約 9,200 億円）であるが，このうち放
送産業（公共放送，商業放送，宗教 / 特殊放
送，総合編成チャンネル/ 報道専門チャンネル，
地上波 DMB）の総売上額は 5 兆 3,389 億ウォン
（約 5,300 億円）で，メディア産業全体の売上
額の 57.9%を占めた。放送産業の媒体分類別
売上額でみると，公共放送 3 兆 542 億ウォン
（ 33.1%，ただしMBCを含む），商業放送 1兆

第 2ラジオ：家族・娯楽チャンネル
第 3ラジオ：障害者・高齢者向け社会福祉
チャンネル
第 1FM：クラシック・伝統音楽専門チャンネ
ル。愛称は「Classic FM」
第 2FM：ポピュラー音楽専門チャンネル。愛
称は「 Cool FM」
韓民族放送：北東アジア地域の同胞向けチ
ャンネル
国際放送（ KBS WORLD Radio）：韓国の
唯一の多言語国際放送専門チャンネル

793 億ウォン（ 11.7%）
，宗教 / 特殊放送 4,864
億ウォン（ 5.3%），総合編成チャンネル/ 報道

このほか，地上 DMB4チャンネル（デジタル

専門チャンネル7,074 億ウォン（ 7.7%），地 上

テレビ：U KBSスター，U KBS ハート，デジタ

DMB116 億ウォン（ 0.1%）となっている4）。

ルラジオ：U KBSミュージック，データ放送：
U KBSクローバー）を実施している。

Ⅵ−4 公共放送の任務とサービス
テレビ放送とラジオ放送
KBS は 地 上 デ ジタル テレビ 3チャンネル

インターネット（サービスの概要）
KBSは，韓国国内を対象としたOTTサービ
ス「my K」を実施している。サービスは無料で，

（ KBS1，KBS2，UHD）のほかに，国際放送

主なサービス内容は，①第 1チャンネル，第 2

KBS WORLD TVを 運 営 し て い る。KBS

チャンネルをはじめ，KBSが運営するさまざま

DRAMA，KBS N Sports，KBS N LIFE，

なテレビ・ラジオチャンネルの同時配信サービ

KBS JOY，KBS W，KBS kids の 6 つの衛星

ス，②テレビの再試聴サービス，ラジオの再聴

チャンネルは，子会社のKBS Nが運営してい

取サービス，③ KBS 制作のウェブドラマ，④

る。KBS1は報道・教養・時事中心の基幹チャ

書き込みや SNS の共有を通して，知人たちと

ンネル，KBS2 は家族向け文化娯楽チャンネル

一緒に楽しむためのサービス提供，である。

で，ともに全国放送されている。KBS1はマス

韓国国内のみならず，国外からもアクセスが

トキャリーとしてケーブルテレビと衛星放送で同

可能なのが，KBSのホームページ〈http://www.

時再送信されている。KBS2 では広告放送が

kbs.co.kr/〉上のサービスである。その際，利

行われている。

用者登録が必要であるが，登録は無料である。

ラジオは AM，FM，短波の計 7チャンネル
（ラジオ国際放送を含む）で実施している。内

例えば，テレビ番組のVOD サービスの場 合，
KBSが提供する無料コンテンツは「低画質」と
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「一般」の2 種類であるが，画面上は「低画質」

であり，法制度の不備を指摘する声が多い。そ

と「一般 」
，それに「高画質」の3 種類となっ

こで，韓国政府は対応に乗り出すべく，メディ

ていて，
「高画質 」をクリックすると，KBS の

アの規制監督機関であるKCCが2017年1月，

ウェブサイトを委託運営する子会社 KBSメディ

「 2017年度業務計画」を発表し，この中で，未

アが別途運営する有料サイト，コンピアドットコ

来志向的な放送通信の規制体系を作り上げる

ム〈 www.conpia.com 〉にリンクする仕 組 みに

ために，VODとOTTサービスなどに対し，放

なっている。無料の「一般」については放送終

送法上の地位と審議規定の適用の可否などの

了後一定期間までの提供となっており，それ以

関連法制度整備案を用意することを明らかにし

降は「低画質」のみのサービスとなる。ただし，

た。背景には，OTTやウェブコンテンツなど，

「低画質」でのサービスは画質が不鮮明である。

放送と通信の融合で新しいメディアサービスが

このほか，KBSメディアは日本市場向けサー

次々に出現する中で，既存の制度では対応し

ビスとして「KBS Download Mall」
〈http://www.

きれなくなっているという実態がある5）。そこ

kbs-tv.jp/〉を，株式会社インタラクティブメディ

で同計画では 4つの政策目標，すなわち「公

アミックス（本社：横浜市）と共同で実施してい

共 福利増進に寄与できる健全な放送 環 境造

る。

成」
「新たな市場の創出と制度整備で放送通
信市場の活力向上」
「相互協力を通じた安全で

ネットサービスの法的根拠

公正な放送通信市場の実現」
「スマート時代に

官民挙げて IT 大 国を目指してきた韓 国で

対応するための全国民メディア力量の強化」を

は，実施可能なサービスについてはできる限り

掲げ，放送と通信の規制体系の整備を進める

推 進しようとの社会的なコンセンサスもあり，

としている。

放 送と通信の融 合に伴う各種 ITサービスが
人々の生活に浸透している。しかし，韓国では

国際放送

これまで法的な位置づけは曖昧なまま，イン

KBS WORLD TV

ターネット上で のサービスが 行 われてきた。

KBS の韓国語（英語字幕）による24 時間衛

KBSの場合，放送法によって，その「業務」が

星テレビで，2003 年7月に本放送が始まった。

記されており，その1つに「衛星放送など新し

KBS1，KBS2 の番組を中心に編成を行ってい

い放送媒体を通した放送の実施」
（第 54 条第 1

る。また，2015 年7月1日にNCPS（ Network

項第 3 号）がある。しかし，そもそも放送法に

file based Caption Production System，ファ

おける「放送」とは，
「放送プログラムを企画・

イル基盤字幕制作システム）を完了したことで，

編成または制作してこれを公衆（個別契約によ

視聴者は英語のほか，放送対象地域の使用言

る受信者を含み，以下「視聴者」という）に電

語の字幕による視聴が可能になった。2016 年

気通信設備によって送信すること」
（第 2 条第 1

のKBS 年次報告書によると，視聴可能世帯数

項）と規定されているため，KBS のインターネッ

は117か国 6,520万世帯である。前年より17か

トによるサービスに関して，明確には記されて

国 ,700万世帯以上増加している。

いない。この点は，KBS 以外の放送局も同様
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このほか，2014 年11月から在外韓国人向け
のKBS World 24（韓国語チャンネル）
，それ

韓国

⑦公社は主な事務所の所在地で設立登記を
することで成立する。

に中南米地域の視聴者向けの娯楽専門チャン

⑧第 7 項の規定による設立登記と地域放送

ネルKBS World Latino（スペイン語字幕，一

局の設置登記，移転登記，変更登記その

部吹き替え）の各チャンネルが始まった。

他公社の登記に関して必要な事項は大統

KBS WORLD Radio

領令に定める。

在外韓国人および外国人向けのチャンネル
で，KBSが短波とAM で実施している。使用
言語は日本語，英語，中国語，アラビア語，

公共放送の政治的独立
KBSの政治的独立等と関連し，放送法第 46

インドネシア語，韓国語など11言語。インター

条において，KBS は独立性と公共性を確保す

ネット配信は1997年から行っている。

るために11人で構成される理事会を設置するこ
とが規定されている。理事会は KBS の最高意

Ⅵ−5 公共放送制度
存立の法的根拠
KBS の法的地位に関しては，放送法の第 43

思決定機関であり，KBS の執行機関から提案
された放送の基本運営計画，予算・資金の計
画などを審議，議決する。詳細は次の項目を
参照のこと。

条から第 68 条にかけて規定されている。この
うち，第 43 条「設置等」は全 8 項により構成さ

規制と監督

れている。第 43 条の条文は以下のとおり。

内部監督システム
KBSの理事会の設置および運営については，

①公正で健全な放送文化を定着させて国内
外放送を効率的に実施するために国家基

放送法第 46 条第 1項から第 9 項において規定
されている（以下の「公社」は KBSを指す）。

幹放送として韓国放送公社（以下この章
で “公社”という）を設立する。
②公社は法人とする。
③公社の主な事務所の所在地は定款に定め
る。
④公社は業務遂行のために必要なときには
理事会の議決を経て地域放送局を置くこ
とができる。
⑤公社の資本金は 3,000 億ウォンとして，そ
の全額を政府が出資する。
⑥第 5 項の資本金納入の時期と方法は，企

第 46 条（理事会の設置および運営など）
①公社は，公社の独立性と公共性を確保す
るため，公社の経営に関する最高議決機
関として理事会を置く。
②理事会は，理事長を含む11人の理事で構
成する。
③理事は，各分野の代表性を考慮し，放送
通信委員会が推薦して大統領が任命する。
〈改正 2008.2.29〉
④理事長は，理事会で互選する。

画財政副長官が決めるところに従う。
〈改

⑤理事長を含む理事は，非常任とする。

正 2008.2.29〉

⑥理事長は，理事会を招集し，その会議の
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議長となる。
⑦理事会は，在籍理事の過半数の賛成に
よって議決する。
⑧理事長がやむを得ない事由により，職務
を行うことができないときは，定款の定め
るところにより，他の理事がその職務を代
行する。
⑨理事会の会議は公開する。ただし，次の

7.社長・監事の任命提請および副社長の任
命同意
8. 地域放送局の設置および廃止
9. 基本財産の取得および処分
10. 長期借入金の借入および社債の発行とそ
の償還計画
11. 損益金の処理
12.他の企業体に対する出資

各号のいずれか1つに該当する場合には

13.定款の変更

理事会の議決で公開しないことができる。

14.定款の定める規程の制定および改廃

〈新設 2014.5.28.〉
1.他の法令によって秘密に分類されたり，公
開が制限された内容が含まれたりしている
場合
2. 公開すると，個人・法人および団体の名

15.その他理事会が特に必要であると認める
事項
②理事会は，特に必要であると認める場合
は，公社に対する監査を監事に要請する
ことができる。

誉を毀損したり，正当な利益を害したりす
る憂慮があると認められる場合
3. 監査・人事管理などに関する事項で，公

KBS 理事会の実質的な構成をみると，大統
領と与党，野党の政治勢力が KCCを構成し，

開すると公正な業務遂行に顕著な支障を

そのKCCが KBS の理事を推薦し，大統領が

来す憂慮がある場合

任 命し，その理事会が KBS の社長を「提請

［題目改正 2014.5.28.］

（提出して任命を請うこと）
」して大統領が任命
することになっている。KBS の独立性保障の

このほか，KBS 理事会の機能に関しては，

ためには既存の理事会と社長選任手続きを改

第 49 条第 1項および第 2 項において規定されて

善しなくてはならないという主張が，放送界，

いる。

関連する学界，政界，市民団体などから提起
されている6）。

第 49 条（理事会の機能）
①理事会は，次の各号の事項を審議・議決
する。

外部監督システムと役割
ここでは，規制監督機関であるKCCと，関

1. 公社が行う放送の公的責任に関する事項

連法により定められた KCSC（放送通信審議

2. 公社が行う放送の基本運営計画

委員会）の業務内容について概観する。2008

3.予算・資金の計画

年2月，イ・ミョンバク（李明博）大統領のもと

4.予備費の使用および予算の繰越

において，
「放送通信委員会の設置および運営

5. 決算

に関する法律」
（略称，放通委法）を根拠法と

6. 公社の経営評価および公表

して，放送・通信関連の機能全般を統括する

270 │ NHK 放送文化研究所年報 2018

世界の公共放送 − 制度と財源報告 2018

大統領直属合議制行政機関のKCC（放送通信
委員会）が発足した。2013 年には，パク・クネ
（朴槿惠）大統領が進める行政機構改革により，
放送政策における規制と産業振興の機能が分
離されたことで，規制機能をKCC に残しつつ
も，放送行政の相当部分は放送通信産業の振
興機能を所管する未来部に移管されている。
その後 2017年7月，政権交代に伴う政府機
構改革で，未来部は科学技術情報通信部に改
称された。また KCC では同年 8月，委員長に
元放送委員会副委員長のイ・ヒョソン（李孝成）
氏が就任した。
KCC の所管業務に関しては，放通委法の第
11条第 1項および第 2 項において規定されてい
る。なお，放通委法においてKCCは“委員会”
，
KCSC は“審議委員会”と表記されている。

韓国

第 12 条（委員会の審議・議決事項）
委員会は所管事務中，次の各号の事項を審
議・議決する。
〈改正 2015.12.22.〉
1. 放送基本計画および通信規制基本計画に
関する事項
2.韓国放送公社の理事の推薦および監査役
任命に関する事項
3. 放送文化振興会の理事および監査役の任
命に関する事項
4.韓国教育放送公社の社長・理事および監
査役の任命に関する事項
5.メディアの多様性調査・算定に関する事項
6. 地上放送事業者・共同体ラジオ放送事業
者の許可・再許可に関する事項
7. 総合編成や報道に関する専門編成をする
放送チャンネル使用事業者の承認に関す
る事項

第 11条（委員会の所管業務）
①委員会の所管事務は次の各号とする。
〈改
正 2013.3.23.〉
1. 放送広告政策，編成評価政策，放送振興
企画，放送政策企画，地上波放送政策，

8.衛星放送事業者・総合有線放送事業者・
中継有線放送事業者の許可・再許可・変
更許可および関連法令の制定・改正・廃
止に対する同意に関する事項（以下略）
［全文改正 2013.3.23.］

放送チャンネル政策に関する事項
2. 調査企画総括，放送通信市場調査，放送

次に，KCSC であるが，放送内容の公共性

通信利用者保護，視聴者権益増進，個人

および公正性の確保，情報通信における健全

情報保護倫理に関する事項

な文化の発達と適切な利用環境を作り上げる

3. 放送用周波数管理に関する事項

ために，独立的に事務を遂行するKCSC（審

4.そのほかにこの法または他の法律で委員会

議委員会）を置くことが放通委法の第 18 条第 1

の事務と定めた事項
②第 1項に伴う委員会の所管事務に関する
細部事項は大統領令で定める。

項において規定されている。
KCSC は放送･通信の内容審議を行ってい
る。審議は，KCSCが定めた放送審議の基準
に沿っている。この基準は審議規程について

KCC の審議・議決事項に関しては，放通委
法の第 12 条において規定されている。

定めた「放送法 」第 33 条に依拠しており，同
条第 2 項では審議規程について，以下，第 1号
から第 16 号までの事項を挙げている。
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を指名し，国会が3人を推薦する。国会は委員
1. 憲法の民主的基本秩序の維持と人権尊重
に関する事項

の推薦にあたり，大統領が所属する，あるい
は所属していた政党の交渉団体（会派）から1

2.健全な家庭生活保護に関する事項

人を，その他の交渉団体から2人を推薦するこ

3.児童および青少年の保護と健全な人格形

とが，また，副委員長は委員の中から互選する

成に関する事項

ことが放通委法に規定されている。

4. 公衆道徳と社会倫理に関する事項
5. 両性平等に関する事項

2008 年 5月にスタートした KCSC は 9人の委

6. 国際的友好の増進に関する事項

員で構成され，委員長 1人，副委員長 1人を含

7. 障害者など放送から疎外された階層の権

む3人の委員が常任となることが規定されてい

益増進に関する事項
8.人種，民族，地域，宗教などを理由とし
た差別禁止に関する事項
9. 民族文化の発展と民族の主体性育成に関
する事項
10.報道・論評の公正性・公共性に関する事
項
11.言語純化に関する事項

る。KCSC 委員は大統領が委嘱するが，この
場合，3人は国会議長が国会各交渉団体代表
議員と協議して推薦した者に委嘱し，3人は国
会所管常任委員会が推薦した者に委嘱するこ
とが，また，審議委員長 1人，副委員長 1人を
含む常任委員3人は互選とすることが，放通委
法に規定されている。KCSC 委員の任期は 3 年
で，1回に限って再任することができる。

12.自然環境保護に関する事項
13.健全な消費生活および視聴者の権益保
護に関する事項
14. 法令により放送広告が禁止される品目や
内容に関する事項
15. 放送広告内容の公正性・公益性に関す
る事項
16.その他この法の規定によるKCSC の審議
業務に関する事項

政府，議会との関係
KBS の規制・監 督 体系をみると，KBS は
KCCと国会，監査院，理事会などから予算，
決算，経営評価，放送評価，監査，放送局再
許可審査など，各種の規制と監督を受けること
になっている。公共放送という特殊性に起因し
たこうした規制監督体系は，政府機関と公企
業，放送事業者に対する規制監督を合わせた
ような重層的規制として，国内のいかなる機関・

メンバーと選出方法
KCCは委員長1人，副委員長1人を含む5人
の常任の委員で構成することが規定されてい
る。委員長および委員は放送および情報通信
分野の専門性を考慮して，大統領が任命する。
委員長は国会の人事聴聞会を経ねばならない。
委員5人のうち，大統領が委員長を含む 2人
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組織に対するものよりも複雑である（図 1 ）。
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図1

KBS規制監督体系図

2017年 8月時点における執行役員は，KBS

放送委員
（3人）
推薦

KCC

理事推薦

国会
決算審査／承認
国政監査
受信料金額承認

放送局／再許可
放送評価／規制監督
受信料金額検討
番組審議
（KCSC）

理事会

ホームページ〈 http://www.kbs.co.kr/〉による
と以下のとおりである。
コ・デヨン社長，チョ・インソク副社長，イ・
ソンジェ戦略企画室長，キム・ヨングク放送本

社長／監査役提請
主要政策審議議決

監査役
任命

韓国

部長，キム・ソンス未来事業本部長，ホン・ギ
ソップ報道本部長，キム・ジンホン制作本部
経営評価団

監査役

（理事会が構成）

常時監視

KBS

長，キム・スンギ制作技術本部長，イ・ワンソ
ン視聴者本部長，チョン・ホング監査役。

KBS運営全般
評価／公表

組織図
理事，
社長任命

2017年 8月時点における組織図は，
KBSホー

視聴者委員会
モニター／意見提示
視聴者評価院運営

ムページ〈 http://www.kbs.co.kr/〉によると次
ページの図 2 のとおりである。

大統領
放送委員
（2人）
推薦
放送委員任命

監査院
定期／随時監査
決算書検査

KBSホームページより作成。2017年8月時点。

職員数
職員数（子会社と系列会社社員を除く）は，
2016 年12月末時点で4,603人。

Ⅵ−6 公共放送の組織と財源規模
執行役員

収入／支出
2015 年 の 収 入 は1兆 5,943 億 ウ ォン（ 約

KBS の執行機関を定めた放送法第 50 条の

1,600 億円）で，内訳は広告収入などの営業収

第 1項において，KBS は執行機関として1人の

入が 60.0%，受信料収入が39.3%，国庫補助

社長，2人以内の副社長，8人以内の本部長，

金 が 0.8%となっている。 支出は1兆 5,868 億

および 1人の監査役を置くことが規定されてい

ウォン（約 1,600 億円）で，75 億ウォン（約 7億

る。また，同法第 50 条第 2 項において，社長

5,000万円）の黒字であった。

は理事会の提請によって大統領が任命するとと
もに，社長は国会の人事聴聞を受けなくてはな

合理化の動き

らないことが規定されている。このほか，同法

人員の合理化は進んでいる。2011年7月時

第 50 条第 4 項では，監査役は理事会の提請に

点における職員数が 4,818人であったのに対し，

よって KCCが任命することなどが，また，同

2016 年12月末時点で4,603人となっている。

法第 50 条第 5 項では，副社長と本部長は社長
が任命するものの，副社長を任命する場合は，
理事会の同意を得なければならないことが規定
されている。
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図2

KBS組織図
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月からは白黒受像機の受
信料を免除した。1986 年
にはそれまでの家庭用受
像機台数別徴収から世帯
別徴収に転換した。
1989 年1月1日，視聴料
から受信料に名称が変更
され1994年10月にはKBS
が 受 信料 の 徴 収 業 務を
KEPCO（韓国電力公社）
に委託したことによって，受

R韓民族
プロダ
クション
担当

広告
映像制作

信料は電気料金と一緒に
徴収されることになった7 ）。
KBSホームページより作成。
2017年8月時点。

Ⅵ−7 公共放送の財源
7－1

労使
協力主幹

監査室

公的財源

受信料制度の起源
韓国の受信料制度は，1961年12月31日，ソ

法的根拠
受信料徴収の法的根拠は，放送法第 64 条
（テレビジョン受像機の登録と受信料の納付）
である。
「テレビジョン放送を受信するため，テ
レビジョン受像機（以下，受像機という）を所

ウルテレビ放送局が開局し，
「国営テレビ放送

持した者は，大統領令の定めるところにより，

事業運営に関する臨時措置法」の公布により，

公社にその受像機の登録をし，テレビジョン放

1963 年1月1日から月100ウォンずつの徴収が

送受信料（以下，受信料という）を納付しなけ

スタートしたことに始まる。1973 年 3月3日には

ればならない。ただし，大統領令の定める受

国営放送から「公営放送」に体制が転換された

像機に対しては，その登録を免除し若しくは受

ことで，徴収根拠は「韓国放送公社法 」に移

信料の全部または一部を減免することができ

行した。1981年 3月，広告放送を始める前ま

る」と規定されている。

で受信料（当時は「視聴料」）は KBS の中心
財源であった。
1980 年のカラーテレビ放送開始を契機とし
て，翌 1981年 4月1日から月2,500ウォンのカ
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受信料額の決定方法
1981年以降，受信料は月額 2,500ウォン（約
250 円）に据え置かれている。金額については，
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韓国

放送法第 65 条により，理事会が審議・決定し

放送法第 64 条但書の規定に基づいてその登

たあと，放送通信委員会を経て国会の承認を

録が免除される受像機は次の各号のとおりであ

得て確定し，公社がこれを賦課・徴収すると規

る。
〈改正 2001.2.24.，2004.9.17.，2006.3.10.，

定されている。

2 0 0 8 . 2 . 2 9 . ， 2 011 .1 2 . 8 . ， 2 013 . 3 . 2 3 . ，
2014.11.19.，2015.11.20.〉

政府交付金

1.白黒受像機

補助金などについては，放送法第 61条に「国
家は，予算の範囲内で大統領令が定めるとこ
ろにより，公社の業務に必要な費用の一部を

2.受像機の生産者が製造したもので，出庫
されていない受像機
3.受像機の販売人，または，輸入販売人が

補助するか，財政資金を融資することができ，

営業を目的として保管，または，陳列して

公社の社債を引き継ぐことができる」と規定さ

いる受像機（以下略）

れている。
また，受信料の納付が免除されるケースにつ
KBSに対する国庫補助金の金額は，2011

いては，放送法施行令第 44 条により規定され

年：107億，2012 年：105 億，2013 年：104 億，

ており，
「国民基礎生活保障法」による生計給

2014 年：124 億，2015 年：126 億，2016 年：

与受給者や医療給与受給者が所持した受像機

126 億（単位：ウォン）である8）。

や「国家遺功者等礼遇および支援に関する法
律」に基づく愛国志士・戦傷軍警・公傷軍警・

デジタル機器への対応

公傷公務員などが所持した受像機，
「 5・18 民

KCC は受信料の賦課対象範囲を，現在のカ
ラーテレビ受像機でテレビ受信カードが装着さ
れたコンピューター，スマートフォン，地上波

主遺功者礼遇に関する法律」に基づく民主化
運動負傷者が持つ受像機などが対象となる。
受信料の納付が免除されるケースについて，

DMBなどに拡大する方策も検討している。 ま

2015 年末時点の受像機台数は 223万4,893 台

た，KBS は 2013 年，モバイル機 器にまで受

となっており，その内訳は，電力使用量が月50

信料徴収範囲を拡大してほしいという政策建

キロワット未満の世帯が所持した受像機 116 万

9）

議書を政府に出したことがある 。

5,736台（放送法施行令第 44 条第1項第7号），
国民基礎生活保障法に基づく生計給与受給者，

割引制度，免除規定
放送法第 64 条に規定する受信料の免除は，
受像機登録自体を免除する場合と，登録はす

または，医療給与受給者が所持した受像機 48
万8,686 台，難視聴地域に居住する者が所持
した受像機 30万4,034台などとなっている10 ）。

るものの，受信料の徴収を免除する場合があ
る。

徴収方法
KBSから委託された KEPCO が，電気料金

放送法施行令第 39 条（登録が免除される受像

と合わせて徴収している。放送法第 67条は，

機）

以下のとおり定めている。
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放送法第 67条（受像機の登録および徴収の委

7-2

そのほか商業財源など

託）

広告など

①公社は，第 66 条の規定による受信料の徴

KBS のテレビチャンネルが1チャンネルだけ

収業務を市・道知事に委託することがで

の時代には受信料のみで運営されていた。しか

きる。

し，1980 年の「言 論統 廃 合」措置によって，

②公社は，受像機の生産者・販売人・輸入

それまで国民から人気のあった商業放送の東

販売人または公社が指定する者に受像機

洋放送（テレビ，ラジオ），東亜放送（ラジオ）

の登録業務および受信料の徴収業務を委

をはじめ，地方局の全日放送，西海放送など

託することができる。

が強制的にKBSに吸収・統合された。そして，

③公社が第 1項および第 2 項の規定に基づい

東洋放送のテレビチャンネルが KBS2としてス

て受信料の徴収 業務を委 託した場 合に

タートするにあたり，受信料に頼ることもできず，

は，大 統領令が定めるところにより，手

値上げもできない中で，広告放送の導入が決ま

数料を支給しなければならない。

り，1981年 3月から始まった。

不払い対策

商業サービスの範囲と現状

KEPCO による委託徴収が始まったことで，
50%台であった徴収率は，90%台となった。

2000 年1月の「改正放送法」のもとで，KBS
が商業活動を行うことが可能となった。しかし，
公共放送としての立場上，その枠を逸脱しない

受信許可料制度

最新の変更点

範囲で行わなければならないとの制約がある。

受信料は，1981年から月額 2,500ウォンに据

KBS の年次報告書は，KBS 財源について

え置かれている。KBS はたびたび受信料の引

「放送事業収入」と「視聴者事業収入」の2 つ

き上げを試みているが，2017年 4月時点で実

に分類している。このうち「放送事業収入」は，

現していない。

受信料収入，広告放送収入，電波料収入，国
庫金収入，その他放送事業収入の項目からな

今後の課題など

り，
「視聴者事業収入」は，交響国楽楽団収入，

KBS の受信料引き上げの問題は，政治問題

一般附帯事業収入の項目からなる（表1）
。2016

化しているといえる。これは政権が交代するた

年の場合，
「放送事業収入」が全体の 99.0%を

びに，政権の意向を受けた人物が KBS 社長に

占めており，
「視聴者事業収入」はわずか1.0%

就任する傾向があり，その結果，KBS 社長の

にすぎない11 ）。

政治的なスタンス，ひいては公共放送としての

2016 年度は，KBS 財源の2 本柱となる「受

中立・公正な立場に問題があることなどを理由

信料収入」
（ 6,333 億ウォン），
「広告放送収入」

に，野党側が受信料引き上げに反対してきたこ

（ 4,207億ウォン）はともに「放送事業収入」と

とも大きな理由である。この点をいかに解決し

して報告されており，これらのほかにも「その

ていくかが今後の課題である。

他放送事業収入」
（ 4,027億ウォン）などが報告
されている。なお，
「放送事業収入」のうち，
「そ
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表1

事業など

KBS の財源（ 2016 年）

KBS 売上高

2016 年（単位：億ウォン） 14,866

放送事業収入

14,714
受信料収入

6,333

広告放送収入

4,207

電波料収入

21

国庫金収入

126

その他放送事業収入

韓国

4,027

視聴者事業収入

152
交響国楽楽団収入

3

一般附帯事業収入

149

引用：『 KBS2016 年次報告書』46-47 頁。

・KBSメディアテック
ニュース，ドラマ，ドキュメンタリー，芸能な
どの各種放送番組制作事業
・KBSセキュリティ
セキュリティ業務など
・KBS N
ニューメディア事業など
・KBS Japan
KBS の日本現地法人。日本市場におけるコ
ンテンツ展開業務など
・KBS America

の他放送事業収入」には，
「協賛収入」や子会
社を通してのコンテンツ販売収入の一部などが

KBS のアメリカ現地法人。アメリカ大陸にお
けるコンテンツ展開業務など

含まれ，
「視聴者事業収入」のうち，
「一般附帯
事業収入」にはイベントなどの際のKBS 関連施
設の賃貸による収入などが含まれている。

商業サービスの法的根拠
2000 年1月に改 正された放 送法 のもとで，
KBS は商業活動を行うことが可能となった。

事業内容
商業活動は主にKBS の系列社が行ってい

しかし，公共放送としての立場上，その枠を逸
脱しない範囲で行わなければならないとの制約

る。系列社は，KBSメディア，KBSビジネス，

がある。

KBSアートビジョン，KBSメディアテック，KBS

コンテンツの国際展開

セキュリティ，KBS N，KBS Japan，KBS

放送法第 54 条には KBS の業務に関する規

America の 8 社があり，主な業務については以

定があり，同条第 1項第 5 号において「国家が

下のとおりである。

必要とする対外放送（国際親善および理解増
進と文化・経済交流などを目的とする放送）と

・KBSメディア
国内外コンテンツ事業，放送制作事業，文
化・教育事業，ニューメディア事業，KBS 関連
サービス事業など
・KBSビジネス
施設管理事業，スポーツ事業，放送技術事
業など

社会教育放送（外国に居住する韓民族を対象
に民族の同質性を増進することを目的とする放
送）の実施」が明記されている12 ）。
「韓流 」コンテンツの拡散，および，それに
伴うKBS のブランドイメージ向上に努めてい
る。その中核を担っているのがテレビ国際放送
のKBS WORLD TV である。

・KBSアートビジョン
舞台デザイン・設置事業，文化事業，展示

2015 年には，チェコのUPC（ケーブルテレ
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ビ），フランスのBouygues（ IPTV），イタリア

は，KBS は 2015 年，韓国における放 送の支

の Tivusat（衛星放送）に新たに進出したほか，

配的放送事業者としてその地位と役割を遂行し

シンガポール，タイなどのケーブル放送事業者と

ていると評価している。客観的指標で採択し

の間では，海外の視聴者の韓国訪問，ドラマ

た多様な言論機関や調査機関の評価指数で

撮影現場見学，エンターテインメント番組の観

KBSは影響力，信頼度，満足度，視聴率，視

覧イベントを実施するなど各種プロモーションを

聴占有率，ニュースの視聴率および利用占有

展開してファンの獲得に努めている。

率，品質評価の面で1位の座を維持し，国際

また，KBS は日本市場を開拓するために，
2005 年10月にKBS JAPANを設 立し，2006
年以降，ケーブルテレビや衛星 放送に進出，

的な賞の受賞実績でもアジア，国内最高を誇っ
ているとしている。
その一方で，KBSは影響力，信頼度，視聴

KBS1，KBS2 から日本向けに独自の編成を組

率，視聴占有率，ニュースの視聴率および利

んで放送している。

用占有率などで毎年その指数が低下し，特に
2015 年，第 2チャンネルの視聴占有率が低下

今後の方向性

したことを指摘，その原因については総合編成

放 送 法 第 56 条 や放 送 法 施 行令 第 36 条で

チャンネルや tvNなどのプログラム供給事業者

は，KBS の主要財源はテレビジョン放送の受

（ PP）の浮上から始まった必然的な傾向である

信料であり，必要な場合は，放送広告収入や

が，KBSが変化する放送市場に能動的に対処

放送番組販売収益などによる収入を充当する

しなかった側面もあるとしている。

ことができることを定めている。1981年以降，

また，韓国のテレビ媒体の平均視聴年齢が

受信料の引き上げが凍結される中で，KBS の

高齢化している中，特にKBS1の平均視聴年

主要財源は，放送広告収入の割合が増えてい

齢は 57 歳，KBS2 は 46 歳と，その傾向が強く

る。しかし，KBSとしては公共放送の役割を

出ていることを取り上げ，今後モバイル，SNS，

十分に担っていくためにも，受信料の比重を高

インターネットなどを活用している若い世代を新

めていきたいと考えているようである。

たな主要視聴層として開拓すべきと指摘してい
る。

Ⅵ−8 今後の課題と展望

さらに，KBS1，KBS2 の年平均 合算視 聴
率が10.49%，韓国放送市場で占める視聴シェ

KBSが抱える課題などについて，
「 2015 事

アが約 24%であることを取り上げたうえで，日

13 ）
業年度経営評価報告書」
（評 価期間：2016

英独などの公共放送局が，視聴シェアを維持

年1月～同年 5月）には以下のように記されてい

するための取り組みを行っていることを指摘，

る。同報告書は，KBS の最高議決機関である

KBS の地位についての制度的保障と法制の再

理事会が，放送法に基づいて毎年，
「経営評価

編にKBS自らが積極的に乗り出すべきとしてい

団」を構成・運用し，KBS の経営成果につい

る。

て評価したものである。
このうちKBS のチャンネル競争力について
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ほかに，放送と通信の融合の時代に適応する
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韓国

統合放送法を制定する必要性も国会などで指

という対立を繰り返してきた。2017年に政権

摘されている。

が保守から革新のムン・ジェイン（文在寅）政

KBS の場合，放送法の中で，その「業務」

権に移行すると，KBS の組合は保守政権時代

が記されており，その1つに「衛星放送など新

に任命された社長の退陣を求めて9月4日から

しい放送媒体を通した放送の実施 」
（第 54 条

全面ストに入り，3 か月以上経った12月上旬の

第 1項第 3 号）がある。しかし，放送法における

段階でも膠着状態が続いている。こうした政

「放送」とは，
「放送プログラムを企画・編成ま

治の二極対立が直接反映されがちなKBSを，

たは制作し，これを視聴者に電気通信設備に

いかに独立自主の公共放送に移行させるかが

よって送信すること」
（第 2 条第 1項）と規定さ

喫緊の課題である。

れているため，KBS のインターネットによるサー



ビスに関して，明確には記されていない。そこ



（やまだ けんいち）
執筆協力／鄭榮蘭・田中則広

で， メディアの 規 制 監 督 機 関であるKCCが
2017年1月，
「 2017年度業務計画 」を発表し，
この中で，未来志向的な放送通信の規制体系
を作り上げるために，VODとOTTサービスな
どに対し，放送法上の地位と審議規定の適用
の可否などの関連法制度整備案を用意するこ
とを明らかにしている。
現在の放送の定義においては，実時間放送
が中心になって，VODなどの非実時間コンテン
ツの概念が明確に定義されていないため，地
上放送事業者とケーブルテレビ事業者（放送法
の管轄外）間のトラブルなどが起きた場合にも
放送 通信委員会の適切な対応ができるよう，
法律の整備の必要性が認識されている。
そして最も大きな問題は，公共放送として，
いかに政治的介入から独立した立場を確立で
きるかである。韓国では権威主義体制が長く
続き，1980 年代に民主化したあとは，権威主
義体制で支配的立場にあった保守勢力と，民
主化を主張してきた革新勢力の間の二極対立
の構図となった。各勢力（主に保守）は政権を
とると，KBS の理事や社長の人事を自らの勢
力に有利なように動かそうとし，これに反対す
る現場が社長の辞任などを求めストで抵抗する
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注：
1 ）EBS（ Educational Broadcasting System， 韓 国
教育放送公社 ）は教育番組に特化した公共放送
事業者。1990 年，KBS から教育放送部門が分
離し設立され，2000 年の韓国教育放送公社法施
行にともない公社化された。財源は放送通信発展
基金，広告収入のほかにKBS 受信料収入の 3%
が配分されている。これは，放送法施行令第 49
条の規定により，KBS は毎年，受信料収入の 3%
をEBS の財源として直接配分することが定められ
ているためである。マストキャリーとしてケーブル
テレビおよび衛星放送で同時再送信されている。
2 ）放送文化振興会『放送文化事典』
（図書出版한울
（ハヌル），2003 年，ソウル，637頁）参照。
3 ）彭元順『韓国のマス・メディア』電通，1991年，
88頁。
4 ）韓国言論振興財団編『 2016 韓国言論年鑑 』韓
国言論振興財団，ソウル，2016 年，108-11頁。
5 ）キム・ヒョンア（김현아）
「［放通委業務計画 ］⑥
VOD・OTT サービス規制を受ける（［방통위 업무
계획］⑥ VOD・OTT 서비스 규제받는다）」
『イー
デイリー
（이데일리）』2017年1月6日付。 http://
www.edaily.co.kr/news/NewsRead.edy?SCD=JE
41&newsid=02151686615795096&DCD=A0050
4&OutLnkChk=Y［閲覧日：2017年 4月1日］
6 ）コ・ガンギュン（고강균）ほか『国民のための国民
の放送 KBS（국민을 위한 국민의 방송 KBS）』
KBS 放送文化研究所，ソウル，2013 年，283-84
頁。
7 ）KBS 受信料政策局編『수신료 현실화 감동을 키
우고 혜택을 나누겠습니다（受信料現実化 感動
を育てて恩恵を分けます）』KBS，ソウル，2010
年11月，22-24頁。
8 ）KBSウェブサイトの「 About KBS」http://www.
kbs.co.kr/openkbs/ 中，
「財務現況 」の項目を参
照。
9 ）チェ・サンヒョン（최상현）
「モバイルIT 機器にも
受信料検討…放通委，KBS 受信料引き上げ論議
着手（모바일IT 기기에도 수신료 검토 …방통위,
KBS 수신료 인상 논의 착수）」
『ヘラルド経済（헤
럴 드 경 제 ）』2016 年 6月20日 付。http://news.
heraldcorp.com/view.php?ud=
20160620000268［閲覧日：2017年 4月1日］
10 ）KBS 広 報 室 編『 KBS2015 年 次 報 告 書 』KBS，
ソウル，2016 年，43頁。
11 ）KBS 広 報 室 編『 KBS2016 年 次 報 告 書 』KBS，
ソウル，2017年，46-47頁。
12 ）韓国の放 送法第 54 条における「対外放 送 」は，
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「国際放送」と同義であると解する。
13 ）KBS 理事会，KBS 経営評価団編「 2015 事業年
度経営評価報告書」KBS，ソウル，2016 年 5月。
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台湾

台湾の公共放送の制度と財源

Ⅶ

山田 賢一

Ⅶ−1 最新動向と課題

選し，民進党が立法院（国会）でも初めて過半
数の議席を獲得すると，新政権は公共放送の

台湾の公共放送は現在，政府交付金を主

充実に向けた取り組みを始めた。その背景に

な財源とする公共テレビ（ PTS, Public Tele-

は，商業局の自由な活動を重視する国民党に

vision service）を中核とした公共放送グループ

対し，
「メディアの公共性」を重視する民進党の

（TBS, Taiwan Broadcasting System）の形態

基本理念がある。新政権でメディア政策を管轄

をとっている。もともとは公共テレビのみだっ

する文化部の部長（大臣 ）には，台湾大学を

たが，メディア学者らで作るメディアNGO の

卒業し，パリで哲学を専攻した民進党の女性

「媒体改造学社 」による公共放送拡充運動も

議員鄭 麗君氏が，議員の職を辞して（台湾で

あって，2006 年に商業局の中華テレビ（CTS,

は大臣と議員は兼任できない）就任，46 歳と

Chinese Television System）が公共化された。

内閣で最年少の大臣となった。鄭部長は文化

また従来は行政院（内閣）が予算を計上して商

政策の一環として，前政権より公共放送を重

業局に事業を委託していた少数派エスニックグ

視する姿勢をみせ，毎年交付される政府交付

はっか

ていれいくん

ループ住民向けの客家チャンネルと原住民チャ

金とは別に，公共テレビの 4K（超高精細画質

ンネル，それに海外向けテレビ放送の宏観チャ

放送）推進などのために文化部の特別予算を

ンネルも2007年1月，そろって公共放送グルー

計上している。具体的な政策立案にあたる文化

プ入りした。このように2000 ～2008 年の民進

部の王淑芳映画・テレビ・流行音楽発展局長

党政権下では，公共放送拡大に向けた動きが

は筆者に対し，コストが高いため商業局には作

みられたが，公共テレビへの政府交付金が増

れないような番組を公共放送が制作すること

額されることはなく，中華テレビに対しても新

で，公共テレビ法に書かれている「商業テレビ

規の交付金の配付はなかったため，その効果

の不足を補う」役割を果たせると述べ，テレビ

は限定的なものだった。2008 年に国民党が政

ドラマを例に説明した。台湾でのテレビドラマ

権を奪回すると，公共放送拡大への動きはス

の制作のコストは1 話 300万台湾ドル（約 1,100

トップし，逆に原住民チャンネルが「原住民が

万円）だが，中国本土では，その3 倍以上をか

主体となったテレビ放送」を主張して2014 年に

けているため，俳優やプロデューサーなどの人

公共放送グループから離脱した。

材が中国に流出し，文化産業の振興に悪影響
を与えるという。ただ，公共テレビはそもそも

最新状況

財源が乏しいのが現実なので，王局長は，公
さいえいぶん

2016 年，民進党の蔡英文氏が総統選挙で当

共テレビ法の改正によって，現在年 9 億台湾ド
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ル（約 34 億円）の政府交付金を少し増やした

の規模が大きいため，融合に時間がかかる面

いと述べ，具体的な計画の策定にあたっては，

もあり，今後のグループの組成がどうなるかは

新たに発足した公共テレビの理事会に期待を示

流動的である。一方，公共テレビへの政府交

した。

付金増額に関しては，現在の公共テレビ法を

公共テレビの理事会は 2016 年の政 権交代

改正する必要があるが，商業局が公共放送の

後，改組が行われた。行政院が推薦したリスト

規模拡大に反対していることが障害になってい

をもとに，立法院の各会派が議席数に比例し

る。また蔡英文政権は現在，年金改革や同性

て推薦する審査委員（計15人）が候補者の選

婚の合法化といった台湾における関心度の高

考にあたり，8月の審査委員会の投票で，4分

い懸案をいくつも抱えており，公共テレビ法改

の3 以上の委員の賛成を得た18人が理事に就

正案は 2017年のうちに国会に提出することがで

任した。このうち新任の理事には，女性やメディ

きず，今後の見通しも立っていない。また，4K

ア関係者が目立ち，新任理事のうちネットメディ

化などのプロジェクト方式で公共テレビに特別

じょうげゆう

ア「上下游 」の編集長を務める馮小 非氏は，
「鄭部長が公共テレビの私物化を図らず，多くの

予算をつける方策は，プロジェクトが終われば
資金は来なくなるため，優秀な人材を正規の職

メディア人を理事候補に推薦したのは良いこと」

員として雇うことが難しい。さらに公共テレビの

と評価した。理事会では互選によって理事長

関係者によると，特別予算の方式は，その都度

を選出するが，投票の結果，ピアニストで，以

政府が支出の可否を決められるので，政府に

前の民進党政権時代に現在の文化部長にあた

よる介入が行われやすくなる弊害もあるという。

ちんいくしゅう

る文化建設委員会主任委員を務めた陳 郁秀氏

台湾の新政権は理念としては公共放送の充実

が，過半数の11票を得て当選した。また理事

を掲げているが，その実現には厳しい現実が

会のもとで業務の執行にあたる社長（台湾で

待ち受けている。

の呼称は総経理）には，ドキュメンタリー制作
そうぶんけつ

こうした中，文化部の鄭部長は 2017年 9月

者の曹文傑氏が選ばれ，理事長・社長ともに

25日付の大手紙自由時報のインタビューで，放

女性で占められた。陳理事長や曹社長は，政

送・通信の融合という時代の流れに合わせて，

府交付金増額のため，国会議員への説得活動

現在の公共テレビ法に代えて公共メディア法を

を進めている。

制定する方針を示すとともに，これまで政府系

公共放送の充実には，
「公共テレビへの政府

メディアだったラジオ国際放送の中央ラジオや

交付金増額 」に加え，
「公共放送グループの拡

中央通信社も公共放送グループに加える方針を

大」というテーマもある。グループは現在，公

示した。

共テレビ・中華テレビ・客家チャンネル・宏観
チャンネルで構成するが，このグループに現在
は官営のラジオ国際放送である中央ラジオ（央

Ⅶ−2 公共放送の成り立ち

廣）を加えることや，先にグループを離脱した

台湾でテレビ放 送 が始まったのは1962 年

原住民チャンネルを再加入させることなども案

で， 台 湾テレビがまず 放 送を開 始， その 後

として上がっている。ただ，中央ラジオは組織

1969 年に中国テレビ，1971年に中華テレビが
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台湾

いずれも商業局として開局した。当時は国民党

チャンネル・宏観チャンネルが現在，公共放送

による一党支配の時代で，政治的独立を旨と

グループの一員となっており，客家チャンネルは

する公共放送を設立するという発想は政府当

ケーブルテレビに加えて，地上デジタルチャンネ

局になく，いずれも国民党系の商業局だった。

ルでも放送されている。また宏観チャンネルは

その後 1980 年代末から政治の自由化が進み，

5つの衛星会社を使って全世界に送られ，無料

1997年には野党民進党系の民間全民テレビ

で視聴できる。

（のちの民視テレビ）が開局する中，政治的中
立性を求める有識者やメディアNGO の声も高ま

なお，今後の公共放送に関する記述は，中
核的存在である公共テレビを中心に行う。

り，1998 年に公共テレビが商業局に 36 年遅れ
る形で開局となった。商業局が先に放送市場
を押さえていたこともあり，公共テレビ法の第 1

Ⅶ−3 メディア環境と公共放送

条には，その基本的な理念として，
「商業テレ

地上デジタル放送の現状

ビ局の足りない部分を補う」と記され，公共テ

台湾の地上デジタル放送は，2004 年7月に

レビはあくまで商業放送の補完的な役割を果

公共テレビ・中華テレビ・台湾テレビ・中国テ

たすものと位置づけられている。その一方で，

レビ・民視テレビの地上放送 5 局によって開始

政治的な独 立性への配 慮から，第 11条には

された。台湾では，1980 年代末の民主化・自

「公共テレビは国民全体のものであり，その経

由化の揺籃期に，まだ合法化されていなかっ

営は独立自主でなければならず，干渉を受けて

たケーブルテレビが急速に普及，都市部ではほ

はならない」と明記されている。

とんどの家庭で視聴されている。ケーブルテレ

開局にあたって，当時の野党民進党は，公

ビでは，地上テレビ局以外に，三立・東森・

共放送と言っても結局は政府の息のかかった放

TVBS・年代・中天・非凡・緯来・壹テレビな

送局になるとの懸念を示したことから，開局か

どのケーブルテレビ向け衛星チャンネルが視聴

ら4 年間はデイリーニュースを扱わないという異

できるため，地上テレビ局の広告収入はこうし

例の条件もつけられた。こうした中，公共テレ

たチャンネル事業者からの蚕食を受け，1993

ご ほう ざん

ビは，初代理事長の呉豊山氏の巧みな運営も

年に広告収入全体の 90% 以上だったシェアが，

あって，開局まもなくから，台湾の優秀なテレ

2004 年の段階で 30% 以下まで落ち込んでい

きんしょうしょう

ビ番組に与えられる「金 鐘賞 」の受賞が常に

た。このため地上テレビ局は，5 局が協力して

トップクラスを維持するなど，政治的中立性や

地上デジタル放送を実 施し，各局が従来の1

番組の質の高さを評価される存在になっていっ

チャンネルから多チャンネル放送に移行するこ

た。しかし，公共テレビが後発だった台湾では，

とで，チャンネル事業者の間で一般的な「専門

視聴者の間に商業局の番組を見る習慣が根づ

チャンネル」
（ニュースチャンネル・映画チャンネ

いていたため，公共テレビの視聴率は，煽情的

ル・子どもチャンネル等，視 聴層を分割した

な内容が多い商業局と比べ長期にわたって低

チャンネル）によるサービス提供を図った。しか

迷している。

し現実には，アナログ放送と同じ内容を流す

このほか，既述のように，中華テレビ・客家

各局のデジタルメインチャンネル以外は，十分

283

な資金を投入せずに制作されていることもあっ

設立され，大部分がこれら5大 MSO（ Multiple

て人気がなく，ケーブルテレビがチャンネルパッ

System Operator，ケーブルテレビの統括運営

ケージに組み込まないため，その普及は遅々と

会社 ）に集約された。その後，台湾寛頻，東

して進まなかった。2012 年 6月，ロンドンオリ

森，中嘉網路が相次いで株式の過半を外資に

ンピック開幕を間近に控える中，デジタルへの

売却したが，富邦グループの携帯電話大手「台

移行促進のため，台湾全域で予定を早める形

湾大哥大 」は，凱擘をアメリカの投資会社カー

でアナログ放送が終了した。

ライルから買収した。中嘉網路は買収を目指し

2017年 9月現在の各局による地上デジタル放
送のチャンネルは以下のとおりである。

おうおう

ちょうしん

た食品事業者の旺 旺と頂 新がともに失敗し，
新たに財閥の遠東グループ系の通信事業者
えんでん

★公共テレビ

PTS ，PTS2，PTS3

★中華テレビ

メイン，教育文化，ニュース・

「遠傳」が2015 年7月，名乗りを上げた。しか

情報，国会第一，国会第二

し，民進党への政権交代で「財閥のメディア支
配」への風当たりが強くなり，2017年2月，中

★台湾テレビ メイン，総合，ニュース，経済
★中国テレビ メイン，ニュース，経典（娯楽
中心）
，菁采（娯楽中心）
★民視テレビ

だい か だい

嘉網路は遠傳への売却を断念すると発表した。
台湾では離島向けを含め 65 社がケーブルテ
レビサービスを行っているが，多くの地区では

メイン，第一（再放送中心）
，

ニュース，台湾（総合）

事業者が1社しかなく，
「独占利潤を得ている」
との批判も強いことから，独立規制機関の国
家通信放送委員会（ NCC）では，2 社以上で

有料テレビ市場（衛星・ケーブル）

競争が行われるよう，地区割りの変更を進め

台湾では，ケーブルテレビの普及率が公式

ている。NCC の統計によると，加入世帯数は

統計で 60%，違法視聴も含めれば 80% 以上と

2017年 9月末の段階で約 525 万（うちデジタル

もいわれてきた。一方，衛星直接受信（ DTH）

化世帯は約 520万）である。

は，1999 年に公布された衛星ラジオテレビ法
によって，台湾島内向けの衛星放送として8 社

融合の概況

に免許が交付されたものの，ケーブルテレビと

IPTV 事業については，大手通信事業者の

比べてチャンネル数や料金で見劣りがして伸び

中華電信が，ADSLを利用した「MOD」
（ Multi-

悩み，営業を続けているのは数社にとどまり，

media on Demand ）という名称のサービスを

契約件数も微々たるものである。

2004 年に開始した。ケーブルテレビ事業者が

ケーブルテレビ局に関しては，1996 年から買

番組事業者に圧力をかけコンテンツの確保に苦

収と合併が繰り返され，ともに国民党系の東森

労したが，現在は HDTVのサービスを売り物

がいはく

ちゅうかもうろ

（現・ 凱 擘 ）と和信（現・ 中 嘉網路 ）の2 大事
業者が，ケーブルテレビ加入世帯数の大半を占
めた。これに対抗して，1999 〜2001年にかけ
たいこばいたい

かんひん

き

太平洋（現・ 台 固媒体 ）
，台湾寛 頻，台湾基
そ もう ろ

すう い こう じん か

ぎ

礎網路 （現・台湾数位光訊科技 ）が相次いで
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に，加入世帯数は 2017年10月に147 万に達し
た。
携帯向けのサービスでは，大手地上テレビ局
の民視テレビが中華電信，台湾大哥大などの
通信事業者と協力して2007年から有料サービ
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台湾

スを実施している。2015 年7月からは，
「四季

チャンネル，中華テレビは 5チャンネル，客家と

影視」というパソコンやスマートテレビでも視聴

宏観は各1チャンネルで放送している。

できるサービスに拡大，現在は「四季線上影視
（ 4gTV）
」として，2017年 4月現在，民視，公
共テレビ，中華テレビ，東森，中天，ELTA，

インターネット
公共放送グループのインターネット展開は，

LTVなどを送信しており，最も高価なパッケー

事実上公共テレビのニューメディア部が一括し

ジでは合わせて89 チャンネルを月168 台湾ドル

て行っており，2016 年にはニューメディア部の

（約 630 円）で視聴できる。

予算は 30% 増加したほか，人員も37人から43
人に増強された。公共テレビのネット利用は設

テレビ広告収入

立後まもなくストリーミング方式で始めており，

定期的に公式発表される統計はないが，国

現在はネット上の版権に問題がない番組につい

立政治大学による2014 年度のメディア広告収

てはライブで視聴することができる。ただ，
『公

入に関する調査データでは，総収入 1,200 億台

視晩間新聞』
（毎晩 7 時から放送するニュース番

湾ドル（約4,500 億円）の中で，テレビ広告によ

組 ）などのニュース番組に関しては，従来は海

る収入は 250 億台湾ドル（約 940 億円）と，全

外からもネットで視聴できたが，版権保護の取

体の21% のシェアを占めているが，前年に比べ

り組みを強化したことによって，2016 年からは

ると2.8% 減少している。一方のインターネット

台湾でのみ視聴できる形となった。

広告は前年より16% 増えて160 億台湾ドル（約

また 2010 年からはソニーやパナソニック，そ

600 億円）となり，シェアも13%と，新聞の 7%

れに中華電信のMOD（Multimedia on Demand,

を大きく上回っている。

IPTVサービスの名称）のプラットフォームから
もVOD 方式で視聴が可能になっているが，中

Ⅶ−4 公共放送の任務とサービス
テレビ放送とラジオ放送

華電信のサービスのうち，生放送でなくVOD
で視聴する場合は有料で，収入を中華電信と
公共テレビで分配している。現 在のプラット

ラジオに関しては台湾に公共放送はなく，国

フォームとしては，Livehouse，LINE TV，四

際放送の中央ラジオが官営であるのをはじめ，

季影視，KKTV，MOD，Yahoo 影音などがあり，

台湾向けのラジオ放送にも軍や警察による官営

契約の方式は ①無料，②収入分配，③版権

のラジオ局があるほか，商業局も多数ある。

販売の3 つに分かれる。また，イギリスBBC

テレビに関しては，公共テレビ（ PTS）が中

の iPlayerを参考に，午後 5 時半から12 時まで

核的な存在で，このほかに公共放送グループ

の番組について，放送後7日以内はネットで番

の一員として，今でも広告収入に頼っている中

組を無料視聴できる「公視＋7」のサービスも

華テレビ，行政院（内閣）客家委員会の予算

2016 年からスタートしている。

で運営する客家チャンネル，行政院僑務委員

公共テレビはさらに，2007年に台湾に進出

会の予算で運営する国際放送の宏観チャンネ

して中国語版を作ったYouTubeとの間で，2008

ルがある。公共テレビは地上デジタル放送で 3

年から長期的な協力関係を築いており，YouTube

285

のサイトの中に公共放送グループのチャンネル

は削除等の編集を行わないのが特徴である。

を用意している。YouTubeと提携するメリット

こうした方式では売名目的の記者や質の低い記

は以下の2 点である。

事が跋扈するおそれがあり，実際にジャーナリ

①数万人のアクセスがあり，公共テレビへの
アクセス拡大に大きく貢献する

ストの間には「 PEOPO の質は全体としてあま
り高いとはいえない」との批判もある。公共テ

②コストがかからず，広告収入の分配もある

レビでは，年2 回，市民記者への研修を行う

公共テレビの各チャンネルのうち，第二チャン

など質の向上に努める一方，問題のある記事に

ネル（ PTS2 ）については，放送権がネットを

ついては，市民記者が「わいせつ」
「著作権侵

含む形で確保されているため，YouTubeで番組

害」などの理由を挙げて公共テレビに報告し，

を生で送信できる。

公共テレビが出稿者本人に連絡して自発的な削

このほか，2011年には iPhoneなどスマート
フォン向けのアプリケーションソフトをニュース
番組用と一般番組用のそれぞれで開発し，サー
ビスを開始している。
また，ネット上での同時再送信については，

除を求めるほか，公共テレビのほうで削除する
こともある。
公共テレビが PEOPOを立ち上げた主な目的
は，市民の「メディアアクセス権 」の確保であ
る。基本的には各地域のコミュニティーレベル

台湾内部で実施することは問題なく，PTS2 で

におけるニュースを紹介する記事が中心だが，

は100%， またPTS1，PTS3でも90% 以 上で

2008 年の総統選挙に際しては，
「公民提問 30

同時再送信が行われている。

秒」と称して，2人の候補者に一般市民が30 秒

公共テレビにとって，ネット展開で最も特徴

で質問する機会を作るといった取り組みもして

的なのは，2007年から始めた「PEOPO」
（ People

いる。市民記者の職業は，大学教授や自営業

Post, 公民新聞平台）と呼ばれる市民記者制度

者などさまざまで，男女は半々，台北市や新北

である。公共テレビに氏名などのIDを登録す

市という首都圏の比率が高いが，一部海外の

れば，一般の市民が自ら取材・撮影した内容

華人などもいる。また，NGO やNPOも多数加

をネット上で発表できるというもので，2016 年

盟していて，市民団体間の交流促進の窓口に

12月現在，市民記者の数は9,143人に達してい

もなっている。このほか，台湾のメディアは台

る。登録に関するハードルは特にないが，
「の

北以外の地域に記者が少ないため，市民記者

のしらないこと」等，発信にあたって守るべき

を通じて地方のさまざまな話題を紹介する目的

基本的な原則が「自律公約」として定められて

もある。

いる。また 2016 年12月には，違反者の権利停

こうした公共放送のネットサービスに関して，

止を決定する機関として，学者やメディア人，

特に法的な根拠はない。台湾では公共放送の

市民記者らで作る「公民新聞自律委員会」も設

規模が小さいため，そのネット展開が商業局か

置された。PEOPO は韓国のオーマイニュースと

ら問題視されることは特にない。

似た制度だが，オーマイニュースには編集部が
あって原稿の選択や修正を行っているのに対
し，PEOPOでは人を中傷するような記事以外
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国際放送は，ラジオについては官営の「中
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台湾

央ラジオ」が行っているが，テレビについては公

の交付金を主要財源に運営するとしている。第

共放送グループの「宏観チャンネル」が，中国

3 条では，公共テレビを管轄する行政機関を行

語・ホーロー語（福建系）・英語・広東語・客

政院の新聞局（現在は文化部に統合）と定め

家語の 5 言語で実施し，5 基の衛星を使って全

ている。第 10 条では，公共テレビの業務内容

世界をカバーしている。番組は，アニメや子ど

について，★放送局の設立と運営，★テレビ

も番組，ドラマを含む総合編成だが，対外発

番組の放送，★テレビ番組やビデオ，出版物

信を重視して報道番組に力を入れている。とは

の製作と発行，★テレビ界の人材育成，★テレ

いえ，宏観チャンネルの予算は海外華僑への

ビの学術的，技術的および番組の研究，といっ

サービスを担当する行政院僑務委員会が拠出

た内容を列挙している。

していて，そのサービスはこれまで基本的に海
外華僑を対象としたものであった。これに対し

公共放送の政治的独立

て公共テレビの理事の中には，宏観チャンネル

公共テレビ法第 11条では，
「公共テレビは国

の予算を行政院から直接拠出することで，外国

民全体のものであり，その経営は独立自主で

の人々に台湾をアピールするべきだとする意見も

なければならず，干渉を受けてはならない」と

ある。実際，2017年 3月には，海外華僑への

している。この条文は，過去 20 年近い公共テ

ご しん こう

サービスを行う行政院僑務委員会の呉 新 興 委

レビの歴史において，概ね守られてきたと言え

員長が立法院で，翌年から僑務委員会は予算

る。台湾ではこの間，国民党と民進党が交互

の編成をとりやめ，業務と予算を公共テレビ本

に政権をとってきたが，公共テレビのニュースや

体に完全に移管する意向を示している。

その他の番組の内容に関して，
「政治的に偏向
している」との批判はほとんど出たことがな

Ⅶ−5 公共放送制度
存立の法的根拠
公共放送の法的位置づけを示す根本となる

かった。これは公共テレビの初代理事長を2 期
6 年間務めたジャーナリストの呉豊山氏が，国
民党と民進党の双方に幅広い人脈を持ち，巧
みな運営を続けたことの影響が大きい。ただ，

のは，1997年に制定された公共テレビ法（中

その後民進党政権の末期の2007年，民進党

国語は「公共電視法」）である。公共テレビ法

色が強いとされる人物が公共テレビの社長に就

第 1条では，立法の目的について，
「公共放送

任したのをきっかけに，当時立法院で多数を占

を健全に発展させ，公衆にサービスする放送制

めていた国民党が，公共テレビへの政府交付

度を作り，商業局のサービスで不足するものを

金の半額を凍結（その後解除）する措置をとっ

補う。多元的な設計により，国民の表現の自由

たのをはじめ，公共テレビ法を改正して理事数

と知る権利を擁護し，文化と教育の水準を向

を増やし，国民党に近い立場の理事を大量に

上させ，民主社会の発展を促進し，公共福祉

送り込んで，民進党時代に任命された理事長

を増進する」ためと規定されている。そして第 2

の解任を図ったりした。したがって，公共テレ

条で，公共テレビの運営者として，財団法人公

ビの人事や予算に関して政治介入は確かに存在

共テレビ文化事業基金会を設立し，当面政府

したが，その影響が取材現場に及ぶことは少
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なかったといえる。

～21人に増やし，国民党に近い立場の理事を
大量に送り込んで，民進党時代に任命された

規制と監督

理事長の解任を図った。これに対して民進党

内部監督システム

は，補欠選挙で勝利して4分の1 以上の議席を

公共テレビを運営する最高意思決定機関は

回復すると，2010 年に第 4 期の理事の任期が

財団法人公共テレビ文化事業基金会が設置す

終了するのに際して行われた，第 5 期の理事・

る理事会で，理事数は現在の公共テレビ法で

監事審査委員会において，野党推薦の審査委

は17～21人とされている。任期は 3 年で，再

員が一致して与党寄りとされた候補に反対，理

任も可能となっている。理事会では以下の事項

事候補 27人のうち選出されたのはわずか 5人に

を管轄する。

とどまった。2016 年に民進党が総統と立法院

・公共テレビ事業基金会の運営方針の決定

の選挙双方で勝利したあとは，行政院が政党

・年度業務計画の審査，決定

色の強くない理事候補の人選に努め，こうした

・公共テレビ事業基金会の年度予算と決算

公共テレビの理事人事をめぐる抗争は回避され

の審議
・テレビ番組方針と発展の方向の決定および
その執行の監督

た。しかし，4分の3 以上というハードルについ
ては，
「否決される可能性が高くなるため，メン
ツをつぶされると考えて理事への推薦を辞退す

・支局の設置および廃止の決定

る人が増えており，適切な人材を確保するのが

・公共テレビ事業基金会の規則の修正

難しくなる」という反対の声があり，今後ハード

・事業管理と業務執行に関する重要な規則

ルを3 分の2 以上の多数に緩和すべきとの議論

の制定および修正
・社長の選出および（社長による）副社長や
その他の幹部の選出への同意

も出ている。
理事長は，理事の互選により選出される。
理事の中で常勤かつ有給なのは理事長 1人で

・人事制度の審査，決定

あるため，理事長の権限は強い。理事会は毎

・各種諮問委員会の設立

月少なくとも1回開催し，また理事長が必要と

理事および幹事の選出にあたっては，立法

認めた場合や理事の3 分の1 以上から要求が

院が推薦した11～15人の「社会公正人士」に

あった場合は臨時の理事会を開くことができ

よる理事・監事審査委員会を設置し，行政院

る。理事会の決議は，特別な規定を作った場

の作成した候補者リストに基づき，理事の適任

合を除き，3 分の2 以上の理事の出席と，出席

者を選出する。候補者が理事に選出されるに

理事の過半数の同意を必要とする。

は，審査委員の 4分の3 以上の同意を必要とす

監事会については，3 ～ 5人を選出し，その

る。これは少数派の意見が最大限に尊重され

中から常勤監事 1人を互選により選出する。監

るようにとの配慮である。しかし，2008 年の

事はマスコミュニケーション，法律もしくは会計

立法院選挙では国民党が大勝して4分の3 の

等の学識経験を有する必要があるとされ，公共

議席を確保したため，国民党は公共テレビ法を

テレビ事業基金会の経費使用状況をチェック

改正して理事数をそれまでの11～15人から17

する。
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執行部門の長に相当する社長の選出にあたっ

台湾

する。

ては，理事長が理事会に候補者を提起し，理
事の3 分の2 以上の同意を得たうえで任命す

政府，議会との関係

る。業務の必要に応じて副社長を1～3人置く

公共テレビ法第 3 条では，公共テレビ事業基

こととし，社長が候補者を提起し理事会の同

金会の主管機関は行政院新聞局（現在は文化

意を得たうえで任命する。そのほかの局長級

部に統合）とされており，年度予算案は理事会

幹部についても同様である。

の承認を得たあと，文化部に提出されてチェック
を受ける。公共テレビの経営陣と与党国民党が

外部監督システムと役割

対立していた 2008 年12月には，立法院の教育

台湾では，かつてメディアを管轄するのは行

および文化委員会が公共テレビの2009 年度予

政院新聞局であったが，放送と通信の融合が

算について，今後政府の担当部署に対して番

始まる中，アメリカのFCCに範をとった独立規

組ごとに企画や制作費の明細を提示し，事前

制機関として国家通信放送委員会（ NCC）が

に許可を得るよう求める付帯決議を採択した。

2006 年2月に発足した。しかしNCCが公共テ

しかしこの決議は言論・報道の自由に対する

レビなど公共放送グループとの関係で担当する

干渉だとしてメディアNGO が強く反発，メディ

のはコンテンツ規制の分野にほぼ限られてお

ア学者などで作る「媒体改造学社 」が中心と

り，NCC は商業局と公共放送を区別せずに規

なって公共テレビの自主独立を求める署名活動

制・監督にあたる。公共テレビは商業局と比べ，

を展開，署名は 3 週間足らずで 88 団体，合わ

低俗な番組や広告との区別がつかないような番

せて15 万近くに達した。さらに国民党に近いと

組（「番組広告化」として違法とされる）が放送

されたメディアを含む大手各紙も公共テレビへ

されることはほとんどない。しかし2010 年 5月

の“政治介入”を批判，馬英九総統（当時）は

に公共テレビが放送した映画『黒狗来了』
（黒

年末のテレビ局のインタビューで，
「公共テレビ

い犬が来た ）について NCC は， 垂直の柱を

の運営に介入するいかなる指示も出していない」

使った官能的なポールダンスのシーンなど，性

と強調，行政院による公共テレビ予算管理の

的な内容を含む場面が数か所あったとして，ラ

強化は棚上げされる形となった。

ジオテレビ法・テレビ番組クラス分け処理弁

このほか，公共テレビは事業年度終了後に

法・公共テレビ法のそれぞれに違反したと判

執行成果や収支決算などに関する年度業務報

断，初めて公共テレビに対し15 万台湾ドル（約

告書を作成し，監事会と理事会の承認を受け

56 万円）の罰金を科した。公共テレビ法に関し

たうえで文化部に提出しチェックを受ける。

て違反したとされる条項は，
「公共テレビはい

議会との関係では，立法院は公共テレビの

つの時間帯においても，児童・少年が見るべき

予算と決算を審議するにあたって，理事長もし

ではない番組を放送してはならない」と書かれた

くは社長を招聘し，説明を求めることができる。

第 40 条である。NCC 委員の定員は7人で，放送・

立法院は毎年 9 億台湾ドル（約 34 億円）と公

通信・法律・経済などの各分野の有識者から

共テレビ法で定められた政府交付金について

行政院が選考，立法院が過半数の同意で承認

予算を削除することはできないが，一時的に執
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行を凍結することはできる。国民党は野党時代

円）の交付金が支給されている。この金額は，

から，立法院での多数を頼んで公共テレビの予

公共テレビ法の規定で，発足当初は12 億台湾

算の一部凍結を繰り返し，2008 年度の予算に

ドルで，その後毎年10%ずつ減らすとしており，

対しては， その半 額を1年以 上凍 結した末，

9 億台湾ドルで下げどまったあと，ここ十数年

2009 年 4月にようやく解除した。

は固定されているが，メディア関係者の間では，
物価上昇率が交付金に反映されないのはおか

Ⅶ−6 公共放送の組織と財源規模

しいとの批判が多い。このほか，2017年度に
関しては，ケーブルテレビ事業発展基金からの
繰り入れが1億 1,000万台湾ドル（約 4 億 1,000

公共テレビ文化事業基金会
理事長（常勤）
理事会
（17-21人）

万円），政府から交付される客家チャンネルの

常務監事
監事会（3-5人）

諮問委員会
社

番組制作委託費が4億1,000万台湾ドル（約15
億円），宏観チャンネルの番組制作委託費が1
億 1,000万台湾ドル（約 4 億 1,000万円），さら

長

に文化部がコンテンツ振興のために設けた特別

副社長

予算が2 億台湾ドル（約 7億 5,000万円）などと
経営企画研究部

ニューメディア部

人事・総務部

国際事務部

広報・営業部

技術部

番組編成部

番組企画部

番組部

番組制作部

なっている。

今後の方向性
商業局やメディア研究者の間では，受信料
制度の導入を主張する声もあるが，現状では大

公共テレビの組織は上図のようになっており，
人員は 2017年 5月現在 774人。2017年度の予

勢となっておらず，政府交付金を若干増加させ
る方向で動くものとみられる。

算については，総収入が20 億 9,000万台湾ドル
（約 78 億円）で，総支出が25 億台湾ドル（約 94

7-2

そのほか商業財源など

億円）と，赤字予算となっている。効率化の動

2017年度の公共テレビの収入のうち，公的

きとしては，正社員を抑制し，契約社員を増や

財 源でないものは， 中華 電信が行っている

すなどの対応があるが，労働者の権利を尊重し

IPTVサービス「 MOD」への番組販売をはじめ

ていないという批判や，番組の質の確保にはマ

とする販売収入が7,900万台湾ドル（約3億円），

イナスという指摘も出ている。

個人や団体からの寄付金が 1 億 2,000 万台湾
ドル（約4億 5,000万円）
，設備のリース収入が

Ⅶ−7 公共放送の財源
7-1

公的財源

政府交付金
行政院からは，毎年 9 億台湾ドル（約 34 億
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Ⅶ−8 今後の課題と展望
2017年度の公共テレビの運営計画によると，

台湾

半端な存在になった。2017年2月，中華テレビ
は地上デジタル放送の中で国会中継の2 チャン
ネルを立ち上げたが，この措置には，今後の

現在 3チャンネルある地上デジタル放送につい

中華テレビへの政府交付金の確保に向けた国

て，PTS1＝ニュース・時事，PTS2 ＝子ども

会対策の側面もあったとみられている。
公共放送グループ全体の課題としては，その

向け・多元的な番組，PTS3＝文化芸術・ス
ポーツという役割分担を明確化するとともに，

構成をどうするかが最大の問題である。鄭麗君

各チャンネルで新規制作の番組を増やすことを

文化部長はこれまで政府系メディアだったラジ

目標に掲げている。また，
「 4Kコンテンツ撮

オ国際 放 送の中央ラジオや中央 通信 社をグ

影・制作元年」として，高画質化にも取り組む

ループに加える方針を示しているが，以前中華

予定であるほか，ニュース部門ではスポーツ

テレビを公共グループに加入させた際，公共テ

ニュースの強化を重点に挙げている。ただ，年

レビと中華テレビの「文化 」の違いがもとで，

間の収入が客家チャンネルなどの分を含めても

双方のニュース部門の統合が失敗に終わった

20 億台湾ドル（約 75 億円）程度という，財政

経緯があり，これらメディアの統合作業は非常

的な制約が極めて強い中，現在全日平均（午

に難度が高くなるとみられる。また，鄭部長が

前 6 時 ～ 翌 日 午 前 1時 59 分 ）の 視 聴 率 で

同時に言及した，放送と通信の融合に合わせ

0.12%，ゴールデンタイム（午後 6 時 30 分～午

て公共テレビ法を公共メディア法に置き換える

後 11時 59 分 ）の 視 聴 率で 0.25% 程 度にとど

方針も，ほかに重要法案が目白押しとなってい

まっている状態から一気に影響力を高めるのは

る中で，順調に立法院を通過させることができ

難しいのが現状である。

るかは微妙である。

また，毎年 3 億台湾ドル（約 11億円）程 度



（やまだ けんいち）

の赤字が続き，グループ内のお荷物ともみられ
ている中華テレビの改革をどう進めるかも焦点
の1つである。中華テレビはもともと行政院の
国防部や教育部が株の大半を握っていた政府
持ち株商業テレビ局で，かつて地上テレビ局が
3 局しかなかった時代には，台湾テレビ・中国
テレビとともに巨額の利益を得ていたが，台湾
でケーブルテレビが普及するにつれて広告収入
を奪われ，経営が悪化していた。2006 年に公
共化されて公共テレビを中核とする公共放送グ
ループの一員となったものの，政府の財政難も
あって政府交付金が支給されることはなく，広
告収入に頼るという従来の運営システムには手
がつけられないままと，公共放送としては中途
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Ⅷ

大墻

Ⅷ−1 最新動向と課題

敦

企業が，マルチプラットフォームでコンテンツを
発信することに取り組んでいる。その背景には，

前回調査の2011年から2016 年にかけて起

ケーブルテレビを不 要として“Cord-Cutting

きたアメリカのメディア市場における最も大きな

（コード・カッティング，解約）”し，インターネッ

変化は，Netflix，Hulu，Amazon，YouTube，

トでの動画視聴を第一とする若年層の存在が

Yahoo!，Viceなどの SVOD や動画配信サイト

ある。また，非営利調査機関 Pew Research

の事業者が市場に深く浸透し，地上波ネット

Centerによると，伝統的なテレビ視聴者だっ

ワーク，ケーブルテレビ，衛星放送など既存メ

た高齢者層でも，モバイル機器でニュースを視

ディアの存在感を低下させていることである。

聴することに抵抗感がなくなり利用する人が増

FCC（連邦 通信 委員会）によると2016 年，
全米のブロードバンド普及率は 8 割を超えてい
1）

えていることが明らかになっている。
アメリカの公共放送のサービスは，伝統的

る 。映画，ドラマ，音楽，エンターテインメン

に，地上波とケーブルテレビでの放送が中心

ト，教養・教育，生活情報，ドキュメンタリー，

だったが，マルチプラットフォームでコンテンツ

ニュースまで，あらゆる種類の映像コンテンツ

を視聴者に届けるなど，時代の急激な変化に

をいつでもどこでも好きなとき，好きなデバイス

追いつこうとしている。

（テレビ，パソコン，タブレット，スマホなど）
で視聴することが，当たり前の環境になり，短
時間のコンテンツだけでなく，映画などの長時
間コンテンツをテレビ以外で視聴する習慣も根
2）

づき始めている 。

Ⅷ−2 メディア環境と公共放送
FCC（連邦通信委員会）によると，2017年 3
月現在で全米には1,777のテレビ局があり，そ

新聞などの紙媒体もウェブサイトでの動画配

のうち商業放送局が1,383 局を占める。商業局

信に力を入れている。2017年夏，巨大ハリケー

の 80% 以上は ABC，CBS，NBC，FOXのい

ンが米フロリダ半島に上陸した際には，ワシン

わゆる4大ネットワーク，および後発の CWなど

トンポストがウェブサイトで中継動画を配信し，

のネットワークの直営局，または加盟局（いず

的 確な報 道 で 評 価を受けた。ABC，CBS，

れかのネットワークの系列に属するが，所有は

NBC，FOXの 4大ネットワーク，CNNなどは，

別のテレビ所有会社）となっている。衛星放送

Twitter，Facebook，Snapchat な どSNSで の

は DirecTVとDish Network の2 社で行われて

映像コンテンツやニュースの配信を通じて，若

いるが，2015 年にDirecTVが 通 信 事 業 者の

年層を取り込もうとしている。あらゆるメディア

AT&Tに買収され，その傘下に入った（事業は
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アメリカ

DirecTVの名義で継続）。有料の衛星デジタル

また，ラジオ局は FCCによると全米に1万

ラジオは，2008 年7月に2 社が合併したSirius

5,532 局あり，NPR（公共ラジオ）に加盟する

XM が行っている。

局は約 990あるとされている。ニュース，音楽，

一方，公共放送のテレビ局は全米に 394 局，

文化，芸術を主要な柱とし，特に報道や時事

内 PBS（公共放送サービス）に加盟する放送局

問題に強い。ラジオの公共放送 NPR が制作す

は約 350（ 2017年 4月現在）ある。単純計算す

る朝の“Morning Edition”と午後の“All things

ると，州平均で 8 局あることになる。全米に放

Considered ”は，アメリカで最も聞かれるラジ

送される看板番組を数多く制作し数百人の職員

オ番組のトップ 5に入るなど，アメリカ社会に根

を擁する大局から，最小限の制作機能だけを

づいている。また，NPRは 2000 年代半ば以

持った数人の局まであり，その規模や形態はさ

降，デジタルメディア企業としての活動を強化

まざまであることもアメリカの公共放送の特徴

し，インターネットでのストリーミングや，ポッド

である。また歴史的には，放送局がそれぞれの

キャストでの放送に力を入れている。

地域の求めに応じて作られ，問題がなければ

近年のメディア環境の急激な変化の中でも，

FCCが放送免許を交付するという，実質的な

公共放送の制度と財源については，仕組みに

市場任せである点も特徴である。したがって，

も課題にも大きな変化はない，といえる。いか

電波が届く範囲や地元住民の必要性に応じて，

なる権力からも独立すると定められた法制度は

1つの州や都市部にいくつもの公共放送が存

公共放送法の制定以来，そのままである。ま

3）

在することになる 。

た，財源については，連邦，州，地方の各政

1967年に公共放送法（ Public Broadcasting

府の交付金，企業の拠出金，個人の寄付など

Act of 1967 ）の施行とともに始まった公共放送

多方面に求めていて，安定していないことに変

は，商業放送を補完する役割を果たしながら

わりはない。官ではなく民の力を伝統的に重

一定の存在感を発揮し続けている。歴史と伝

視する社会風土の中で，公共放送の意義と存

統，実績を誇るボストンの公共放送局 WGBH

在感をどのように維持していくのかが問われて

のウェブサイト“ about us”には，次のように公

いる。

共放送の目指すところが記載されている。
「あなたの子どもが成長し学ぶのを助けるた
めに科学，歴史，音楽と演劇，ニュース，豊

Ⅷ−3 公共放送の成り立ち

かな人生を支える番組などを提供します。急速

アメリカでは1920 年代から，全米各地の大

に変化するメディア環境の中で，WGBHは，テ

学や地域コミュニティーが運営する非商業の教

レビやラジオの放送，ポッドキャスト，ボイス

育ラジオが，それぞれの地域に向けて小規模

キャスト，ビデオやオーディオのストリーミング，

な放送を個別に行っていた。アメリカ最古の教

iPhone，iPod touchなどで，いつでも，どこで

育ラジオ局として今なお放送を続けているウィ

も，番組へのアクセスを可能にし，あなたのニー

スコンシン大学 WHA-AM 放送局は「学校に教

ズと好奇心を満たすために努力し，私たち自身

育番組を送ること」
「一般大衆の教育を行うこ

も変わり続けます」

と」を目的として始まった4）。
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一方，ABC，CBS，NBC などの大手商 業

NPR：自らニュースを放送し，番組を制作・

放送は全米の地方放送局のネットワーク化を進

配信するなど，加盟する公共ラジオ局の支援を

めた。第二次世界大戦後のアメリカ経済の成長

する。

が，大衆に向かって高い広告効果を持つ放送
コマーシャルの大きな需要を生み出し，放送局

また，CPB は非政府機関で，議会からの独

の広告収入は増大した。その結果，多額の制

立性を保つために，ロビー活動を禁止されてい

作費をつぎ込んだ魅力的なラジオ・テレビ番組

る。後述するが，公共放 送のロビー活動は，

が次々と制作された。しかし，60 年代に入ると

APTS（アメリカ公共テレビ連盟，America’
s

視聴率競争が激化し，大手商業放送は教育番

Public Television Stations）が行う。

組のような公共的な番組の制作を怠るようにな
り，その弊害も明らかになってきた。そこでア
メリカ政府は，教育を目的として全 米各地で
別々に放送を行っていた公共放送の組 織面，

Ⅷ−4 公共放送の制度
アメリカの公共放送は，営利目的でない放送

財政面を支援するため，1967年に公共放送法

局による公共的な内容の放送を指す。対極に

を制定した。

位 置 する営 利目的の放 送 局にABC，CBS，

その狙いは，学校向けも含めて，非商業の

NBC，FOXなどのネットワーク局，CNNなど

教育ラジオ放送とテレビ放送を促進すること，

のケーブルテレビ局，DishとDirecTVの衛星放

自由な発想に基づき番組の多様性を確保する

送局が挙げられる。営利を目的としない公共放

こと，全市民が効果的に利用できるように連邦

送局を支援するために，公共放送法に基づい

政府が支援し，外部からの干渉から最大限保

て，作られたのが CPBである。

護するために民間の機構を設立すること，など
5）

が宣言されている 。

なお，公共放送局は①テレビのみ，②テレビ
とラジオ，③ラジオ（ AM，FM）のみのサービ

この法律に基づいて，1967年にCPB（公共

スを行う3 つに分類できる。CPB は，公共放

放送機構，Corporation for Public Broadcasting）
，

送局で放送するためのテレビ番組またはラジオ

1969年にPBS（公共放送サービス，Public Broad-

番組の制作を支援し，放送以外のインターネッ

casting Service）
，1970 年にNPR（公共ラジオ，

トなどでのコンテンツ配信技術の発展を促すた

National Public Radio）が次々と設立され，現

めの施策の立案，市場調査，人材育成のため

在に至るまで公共放送を支え，次のような役割

の研修を実施することなどを主業務とする組織

を果たしている。

である。最も重要な役割は，政府交付金を連

CPB：連邦政府から交付金を得て，全米各
地の公共放送局（テレビ，ラジオ）に配分する
（図 1 参照）
。
PBS：自ら番組制作や放送をすることなく，
加盟する公共テレビ局に番組を配信するなど支
援する。
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邦政府に申請し，受け取り，全米にあるテレビ，
ラジオ，PBS加盟，非 加 盟，NPR 加 盟， 非
加盟，財団や大学が運営する公共放送局に配
分することである。
CPBと公共放送局の関係，交付金の流れを
示すために作図したのが図 1 である。
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図1

アメリカ

中で，政府交付金が廃止された場合，全米 38
連

邦

政

州のラジオ局 76，19 州のテレビ局 54が存亡の

府

危機に立たされることになり，公共ラジオを聞

政府交付金

けなくなる国民は 350万人，公共テレビを見ら

C

P

B

れなくなる国民は1,200万人にのぼると推計し
ている。財源の観点からみると，アメリカの公

政府
交付金
PBS
加盟局
例）ボストンWGBH

PBS
非加盟局
例）ロサンゼルスKCET
公共テレビ局

大学や財団が
運営する
放送局

共放送とは，政府交付金なくしては成り立たな

NPR
加盟局

NPR
非加盟局

い公共放送である。

公共ラジオ局

注）上記の中には，CPBから交付金を受け取っていない放送局が少数ながら存在する

Ⅷ−5 政府交付金
まず，1969 〜2017年の政府交付金の変遷を

CPBは，公共放送局（テレビ，ラジオ）の規
模や活動内容，要望などを審査し，適切に政
府交付金を配分する。公共放送局は，大きく3

みてみよう（表 1 ）。
表1

政府交付金の推移

1969 年

500 万ドル

1980 年

1 億 5,200 万ドル

1990 年

2 億 2,940 万ドル

存在がボストンWGBH，加盟しない代表的な

2000 年

3 億ドル

存在がロサンゼルスKCET である。そして，3

2010 年

4 億 2,000 万ドル

2011 年

4 億 2,914 万ドル

2012 年

4 億 4,416 万ドル

2013 年

4 億 2,186 万ドル

2014 年

4 億 4,500 万ドル

2015 年

4 億 4,475 万ドル

2016 年

4 億 4,500 万ドル

2017 年

4 億 4,500 万ドル

つに分類できる。PBSに加盟する放送局と加
盟しない放送局。加盟する放送局の代表的な

つ目が大学や財団などが小規模に運営している
放送局である。ラジオも同様に，NPR（公共ラ
ジオ）のメンバー局とメンバーでない公共放送
局がある。
アメリカの公共放送には，日本やヨーロッパ
のような受信料制度は存在しない。法律で広

CPB 資料より

告収入が禁止されているため，連邦政府，州
政府，地方政府の交付金，企業協賛金，個人

2010 年以降，交付金の額は漸増しつつも大

からの寄付が，公共放送局にとって主な財源

きくは変化していない。2012 年度の場合，シス

である。

テムのサポートに6%（ 2,660万ドル）
，CPB の

ボストンにあるPBS 加盟局の中で最も大き

維持管理費に 5%（ 2,220万ドル），残りの金額

な規模を誇るWGBH の場合，予算に占める交

の 75% が公共テレビに使われ，25% が公共ラ

付金の割合は，2016 年は 7%であるが，一方，

ジオに使われた。CPB の維持管理費用は上限

地方の小さな公共ラジオ放送局の場合，10%を

が5%と決められていて，効率的な組織運用が

超えることもある。

求められている。また，40% 以上を非営利の

2012 年にCPBが議会に提出した報告書の

教育放送局（大学など教育機関や財団などに
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表2

政府交付金の額

州 名
カリフォルニア
バージニア
ニューヨーク
マサチューセッツ
ペンシルバニア
イリノイ
テキサス
フロリダ
ミネソタ
オハイオ
ユタ
ミシガン
インディアナ
ノースカロライナ
ワシントン
（州）
アラスカ
ウィスコンシン
ミズーリ
アリゾナ
コロラド
テネシー
ケンタッキー
オレゴン
ワシントンDC
ネブラスカ
ジョージア
メリーランド
ルイジアナ
ニューメキシコ
プエルトリコ
アイオワ
カンザス
ニュージャージー
ハワイ
オクラホマ
ネバダ
サウスカロライナ
アーカンソー
アラバマ
コネティカット
ミシシッピ
アイダホ
モンタナ
ノースダコタ
ニューハンプシャー
メイン
ベルモント
サウスダコタ
ウエストバージニア
ワイオミング
バージン諸島
ロードアイランド
グアム
サモア
デラウェア

TV
12
5
9
1
8
8
11
13
5
8
3
6
8
2
4
4
3
4
2
2
6
2
2
1
2
1
1
3
3
2
1
3
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
0

（単位：ドル）

R
26
8
13
7
11
11
19
13
17
12
6
12
12
14
9
26
9
11
10
17
6
8
9
2
4
5
7
8
9
2
8
5
5
2
5
3
3
3
6
4
4
4
5
4
1
4
2
4
9
1
0
1
1
0
1
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政府交付金
52,507,841
52,130,202
38,377,710
22,550,458
18,277,705
17,157,844
16,327,317
16,058,251
13,336,775
12,022,225
11,172,815
9,434,735
8,499,031
7,988,153
7,965,309
7,525,024
7,307,455
6,488,048
6,332,073
5,908,759
5,875,258
5,719,557
5,594,416
5,482,411
5,363,481
4,977,096
4,599,571
4,594,485
4,449,596
4,204,748
4,027,084
3,348,485
3,309,773
3,163,004
3,039,845
3,014,979
3,008,813
2,898,497
2,861,389
2,468,309
2,390,003
2,201,394
1,996,396
1,965,134
1,883,198
1,808,412
1,790,193
1,735,906
1,660,210
1,310,437
1,064,289
971,865
816,769
711,279
96,057

よって運営されている公共放送局）に配分するこ
とも決められている。2015 年度の政府交付金が
多い順番に州とテレビ局の数，ラジオ局の数を
リスト化したのが表 2 である。
カリフォルニア州とバージニア州の公共放送
局が受け取る政府交付金が圧倒的に多く，続
いてニューヨーク州，マサチューセッツ州。以降
は，テレビ局やラジオ局の運営規模や数など
が勘案されているせいか，州の規模や人口の
順番にはなっていないことがわかる。アラスカ
州は面積が広く，人が暮らしている地域が分散
しているせいか，公共ラジオ放送局の数が26
と多く，政府交付金の額も多いことがわかる。
CPB の調査によると，アメリカ人の 99%はな
んらかの形で公共テレビに接している。2017年
は 4 億 4,500万ドルが連邦政府から交付された
ことなどから，アメリカ人 1人あたりの公共放送
のコストは年間 1.35ドルとしている。つまり，
公共放送の維持はコストパフォーマンスが良い
と主張しているのである。
このようにCPBが主張する背景には，政府
交付金に対する根強い反対の声の存在がある。
CPBでは，毎年，会計年度で 2 年後の交付金
の申請手続きを行う決まりになっている。その
理由は，時の政府の政治的な判断を公共放送
に直接影響させないように，2 年間の緩衝期間
をおくというものである。2 年前に決まってしまっ
た交付金額を，時の政府が変更させることはで
きない。政府交付金を政治的取引の材料にし
ないための措置といえる。アメリカでは伝統的
に「小さな政府」を目指す共和党が，公共放送
へ国民の税金である政府交付金を投入すること
に長く反対してきた。共和党政権においては，
交付金の削減が提案されることが多い。これ
に対して，APTSがロビー活動を行い，最終的
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には，議会で CPBが申請した金額に大きな修

アメリカ

訳は表 3 のようになっている。

正が加えられることなく認められることが近年，

5-2

続いている。
政府交付金は，全米各地で存続している公

PBSに加盟しない公共放送局
KCET

PBSに加盟するためには加盟料を支払う必要

共放送局の運営にとって，どのような重みを持

があるが，公共放送にふさわしい番組の提供を，

つのか，PBS 加盟局と非加盟局，2 つのタイ

配信料を支払ったうえで受けることができる。

プでみていく。

しかし，放送時間を特定されたコンテンツも多
数あり，編 成の自由は制約を受ける。一方，

5-1

PBSに加盟する代表的な公共放
送局WGBH

1951年にWGBH 教育財団によって設立され
た非営利団体である公共放送局，WGBH の運
営状況をみていく。WGBHは，テレビ放 送，

PBSという冠をもらうことで，PBSに深い信頼
を寄せる層を自らの放送局の視聴者に取り込
むことが可能となるほか，プロモーションのコス
トも節約できる。
KCETは，カリフォルニア州ロサンゼルスに

インターネットにおける，PBSで最も影響力の

ある非営利的な教育放送局として始まり，PBS

ある放送局であり，科学番組“ NOVA”ドキュ

の創立メンバーだった。WGBHと同様，PBS

メンタリー番組“ Frontline”子ども番組“おさ

を牽引する立場にあり，多数の番組を制作，配

るのジョージ”など，さまざまな番組を制作し，

信してきた。しかし，2010 年12月に40 年間に

PBSを通じて全米に配信している。また，ラ

及ぶ PBSとの提携を終了した。

ジオは，メインチャンネルのほか，クラシック

現在は公益法人 KCETとなり，Direc TVと

音楽専門チャンネルを運営し，オンライン・スト

Dish Network 全 米に配 信され，Link Media

リーミングサービス，マルチメディア的な教育コ

の3,300万人の加入者と，南カリフォルニアと中

ンテンツ，また，障害者向けのコンテンツなど

央カリフォルニアのKCETの 560万世帯を含

も提供している。

む，より広範な放送視聴者を獲得している。

2016 年の総収入は約1億 9,912万ドルで，内

2016 年，KCETには1,990万ドルの収入があ
り，そのうち1,346 万ドルは寄付と協賛金で，

表3

WGBH 総収入の内訳（ 2016 ）
番組提供費など

1 億 1,560 万ドル

個人からの寄付

2,911 万ドル

提携，配信

1,112 万ドル

PCB から政府交付金を285 万ドル受け取って
いた。一方，支出は 2,724万ドルで，733万ドル
の赤字決算となっている。前年度の 857 万ドル
よりは赤字幅が小さくなったとはいえ，苦しい

CPBから

900 万ドル

キャプション制作

754 万ドル

経営が続いている。その背景として，OTTが急

ビデオ販売など

357 万ドル

激にメディア市場に進出してきた結果，競争が

投資からの回収

991 万ドル

激しくなりサービスを充実させるためのコストを

1,324 万ドル

かけざるを得なくなっていることが挙げられる。

その他の収入

さて，この項の最後に，公共放送の財源に
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ついて俯瞰してみよう。公表されている2013 年
度の公共放送の内訳は，CPBの資料によると，
「個人寄付金」
「企業協賛金」
「政府交付金」の
3 つが収入の柱で，合わせて59%になる。また，

Ⅷ−6 公共放送局を支える2つの
組織 PBSとNPR
本稿第 3 節「公共放送の成り立ち」で，公共

個人寄付金と企業協賛金の合計が 44%で，ア

放送を支える3 つの組織について簡略に説明し

メリカの公共放送を支える大きな柱が寄付であ

たが，この節では，CPB 以外の2 つ，つまり

ることがわかる。そして，15% が政府交付金で

番組の制作・配信の機能を担い全米の公共放

ある（表 4 ）
。

送局をネットワークするPBS（テレビ）とNPR
（ラジオ）の成り立ちと業務内容について詳細

表4

（単位
公共放送の財源・内訳
（ 2013 ）
 ：1,000ドル）

に述べる。

個人寄付金

29%

808,906

企業協賛金

15%

410,413

政府交付金

15%

421,900

その他

11%

302,014

州政府

8%

234,268

各地に約 350 のメンバー局を持っている。PBS

財団

8%

239,053

というテレビ局は存在しない。多くのPBS 加盟

州立大学

7%

210,369

局は，20 世紀初頭に地元の大学や慈善団体に

地元自治体

3%

85,315

政府基金

1%

45,617

よって設立され，独自の歴史をもつため，自主

私立大学

2%

60,028

その他大学

1%

16,498

合計

2,834,382



CPB の資料より

6-1

公共テレビサービス
（PBS）

PBS は，バージニア州に本部があり，全米

自立の意識が強く，PBS はそれらの局をゆる
やかに束ねて支援している。自ら番組制作はし
ない。
“ Frontline”などの有名な番組はボスト
ンWGBH が制作し，PBS はそれを仲立ちして
配信する役割を果たしている。筆者が，PBS

公共放送にはコマーシャルはないが，番組と

番組を制作・配信するPBS Distribution の担

番組の合間に頻繁に，寄付（ Donation）を呼

当者から聞いたところによると，年に何度か企

びかけるメッセージが入り，PBS の理念に共鳴

画会議があり，地方局から企画を募り，良い

する個人や組織・企業による寄付を求めている。

企画に制作資金を提供する。優れた番組は，

企業協賛金は，アメリカの公共放送に特有の

全米の公共放送局で放送する仕組みもあると

仕組みで，民間企業などがスポンサーになり協

いう。また，海外から購入した優れた番組を提

賛金を出す代わりに，番組の始まりや終わり

供することもある。

に，その企業名や企業理念などをスポットとし

PBS の予算規模を表 5 にまとめた。

て入れる（ Underwriting ）
。クレジットの表示

PBS の主要な役割は，公共テレビ全体の計

は 60 秒以内，個別の商品や価格などを紹介す

画を立案し，プロモーションによりプレゼンス

ることは禁止，など厳格なルールがある。公共

の向上を図り，PBSで放送する番組のガイドラ

放送の理念に賛同し，社会貢献活動の一環と

インを制作することなどである。

して参加する企業や財団，篤志家も多い。
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表5

PBS の予算規模

6-3

アメリカ

公共ラジオ
（NPR）

2010 年

5 億 7,130 万ドル

ワシントンDCに本部がある，全米の加盟ラ

2011 年

4 億 7,518 万ドル

2012 年

5 億 567 万ドル

ジオ放送局によるネットワーク組織が NPRであ

2013 年

5 億 9,750 万ドル

2014 年

6 億 4,275 万ドル

ているが，PBSと異なるのは，番組の調達と

2015 年

5 億 9,012 万ドル

2016 年

5 億 9,839 万ドル

配信に加えて，独自にニュース取材と番組制作

る。NPRに加盟するメンバー局は約 990とされ

を行い，それを全米のメンバー局に配信してい
ることである。世界各地（北京，カイロ，エル

64 位にランクされる財団（慈善団体）とされ，

サレム，モスクワ，ニューデリーなど）に17か所，

アメリカ社会で名誉ある地位を維持している。

国内にもシカゴ，ボストン，ワシントン，サンフ
ランシスコなど17か所の支局を持ち，300人以

6-2

PBSによる主なサービス

上の記者，特派員，編集者，プロデューサー，

アメリカの公共放送は前身が「教育」を主た

ブロガーなどを配置し，国際ニュースに強いこと

る目的として始まったことから，
『セサミ・スト

でも知られている。2016 年の予算は 2 億 1,640

リート』に代表される教育番組を放送する一方

万ドルだった。

で，ニュースやドキュメンタリー，歴史番組，芸

1 週間のリスナーが約 3,770万人，NPR.org

術番組，自然番組などに力を入れてきた。PBS

の訪問者が月3,680万人，NPRデジタルへのア

の代表的な番組としては，解説や分析，当事

クセス数が1,144万人，NPRのポッドキャスト

者へのインタビューに力点をおくニュース番組

のダウンロード数が 560万と，NPRは発表して

“NewsHour”や，硬派の社会派ドキュメンタリー
として評価の高い“Independent Lens”
，歴史番

いる。
NPRに加盟しているラジオ局は，約 3 分の2

組“American Experience”
，自然番組“Nature”
，

が大学に所有され，残りは地域の財団や個人

科学番組“NOVA”
，ドラマ“Masterpiece”など

の資産家などによって管理されている。何代も

がある。PBS の発表によると，2015 年，アメ

続けて放送局の経営に携わり，地域社会の名

リカの全世帯の 86%，2 億 1,100万人が，週に

家となっているケースも多い。

1 度は PBSを視聴し，また，2 歳から8 歳の子

NPRのメンバー局になるためには，公共放

どもの 78% が週に1 度以上 PBS の子ども番組

送としての使命（ミッション）を果たすこと，24

を視聴しているという。

時間週 7日間放送すること，要員を適正に確保

2017年以降，PBS KIDSは，子ども向け24

すること，などの基準を満たし年間会費を払う

時間放送とインターネットでのライブ・ストリーミ

必要がある。メンバー局になることで，番組の

ングの無料サービスを始めた。動画などをオン

配信を受けることや，NPRのネットサービスに

デマンドで視聴可能とするアプリもある。

参加する権利を得ることもできる（番組の配信
を受ける際には，別途ライセンス料を支払う）。
NPRは，メンバー局の会費と番組配信料を主
な収益源とし，メンバー局は NPRとのパート
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ナーシップによって，地域社会に貢献すること

聴取率を高めている。

が理想的な形とされている。
NPRの財政については，2015 年の歳入額が
2 億 369万ドル，内訳は企業からの協賛金が

Ⅷ−7 今後の課題と展望

8,159万ドル，個人からの寄付が3,172万ドル

アメリカの公共放送の制度と財源を支える仕

で，寄付金の割合が 55%となっている。2016

組みは，1967年に公共放送法が成立して以来，

年は歳入額が2 億 1,312万ドルとやや増加し，

大きな変化はない。

内訳は企業からの協賛金が 6,005 万ドル，個

財源に関しては，経済や景気の影響を受け

人からの寄付が3,037 万ドルで，42%となって

やすい寄付や企業協賛金と，政治の影響を受

いる。

けやすい政府交付金であるため，日本やイギリ
スの受信料制度に比べると，不確定要素の多

6-4

NPRによるサービス

い収入体系となっている。公共放送の存続の

NPRは，ニュースとラジオ番組などの音声コ

ためには，何よりも財源の中でも大きな割合を

ンテンツをさまざまなデジタル・プラットフォーム

占める政府交付金の安定的な確保が必要とな

（ NPR.org，ポッドキャスト，NPRモバイル）で
提供している。
番組は，NPR，アメリカ公共放送局（ APM）
，

る。
政府交付金は，しばしば政治論争の的となっ
てきた。共和党に多いといわれているが，政府

パブリックラジオ国際放送局（ PRI）などの組

交付金に反対する人たちの主張は次のように要

織が制作・配信し，地方局が FMやAM 電波

約できるだろう。商業放送には政府から財政的

で視聴者に届けている。NPRは，報道と芸術・

な支援を与えていないのだから，公共放送は自

文化，音楽に，長年にわたり力を入れてきた。

ら資金を調達して運営するべきである。言論・

加盟局のニューヨークWNYCやシカゴ WBEZ

表現の自由は合衆国憲法で保障されているが，

などは，社会の知られざる事実を発掘した優

政府から交付金を受け取りながら，時に公共

れたドキュメンタリー番組を制作し，放送界に

放送が政府批判の報道をするのはいかがなも

おける最高の名誉とされるエミー賞，ピーボディ

のか。

賞を多数，受賞している。NPRは，これら地

一方，民主党に多いとされる交付金に賛同す

方の加盟局が制作した優れた番組を選び，全

る人たちの主張は次のように要約できるだろう。

米に配信する取り組みも続けている。

公共放送は，ニュースや教育番組，災害に関

朝のニュース番組“ Morning Edition”
，午後

する情報などを，すべての国民に等しく届ける

のニュース番組“ All Things Considered ”
，音

使命を持っているので，支援するのは政府の

楽番組“All Songs Considered ”などの人気番

役割として当然である。

組がある。聴取可能なデバイスを増やす努力も

政府交付金をめぐる2016 年から2017年にか

続け，インターネット上での24 時間ストリーミン

けての動きを簡単にまとめる。2016 年 6月，オ

グ，オンデマンドサービス，SNSでの発信・ポッ

バマ政権下において公共放送機構（ CPB）に

ドキャストなどのネットサービスにより接触率・

交付する2019 年度予算 4億4,500万ドルを提案
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アメリカ

どおりに，上院下院の予算委員会は全額承認

ビスの拡充になるとの期待もあったが，現実に

した。しかし，2017年1月のトランプ政権発足

は多くの放送局がコンテンツ不足に悩まされる

後は，交付金削減の計画が伝えられた。PBS

こととなった。今回の周波数オークションでは，

は交付金に関する世論調査を実施し，結果を2

サブチャンネルを返上して資金を得て，マルチ

月に発表した。回答者の 73% が交付金削減に

プラットフォームでのサービス拡充を目指す放

反対しており，4分の3 が交付金について維持

送局も多くあった。中には，放送免許を返上し

か増額を求めていることがわかった。しかし，

て，放送局から公共メディアを目指す公益財団

トランプ大統領は，予算教書で環境や医療行

に転身することを決断した公共放送局も現れ

政予算の削減とともに，公共放送への交付金

た。視 聴 者に提 供すべきサービスとは何か，

を廃止することを提案。対してCPB は「アメリ

伝送手段はどうあるべきなのか，そして交付金

カにおける幼児教育，公共の安全，市民と歴

の規模など，公共放送の存在意義と財源のあ

史と結びつき，幅広い討論の促進といった公

りようをめぐる議論はこれからも続いていく。

共メディアの役割を完全に崩壊させるものだ」



（おおがき あつし）

と断固反対する姿勢を示した。結局，上下院
のそれぞれの予算委員会は9月初め，公共放送
機 構 CPBに 対 する2020 年 度 の 交 付 金4 億
4,500万ドルを相次いで承認した。
公共放送の将来像に大きな影響を与えてい
るのが，FCC（連邦通信委員会）による周波
数オークションである。周波数オークションは，
有限資源である電波の有効利用という観点か
ら，放送局が利用している電波を返上させて，
通 信 利用にシフトさせるための政 策である。
2017年2月までに実施され，84MHz の帯域が
合計198 億ドルで落札された。このうち100 億
ドルが帯域を返上した放送局への支払いに充
てられ，70 億ドル超が国庫に納められ，18 億
ドルが放送局の周波数変更作業（リパッキン
グ）に使われる。FCC は，特に地方都市でブ
ロードバンド網が整備され通信サービスの充実
につながる，としている。
アメリカでは1998 年にデジタル放送がスター
トし，アナログ放送は 2009 年に終了した。デ
ジタル化に伴い，多くの放送局は 2〜4つのサ
ブチャンネルを持つことになった。当初は，サー

注：
1 ）FCCのウェブサイト“Mesuaring Broadband America”
より https://www.fcc.gov/general/measuringbroadband-america
2 ）非営利調査機関 Pew Research Center のウェブ
サイト“ State of the News Media” http://www.
pewresearch.org/topics/state-of-the-newsmedia/
“Digital News Fact Sheet” http://www.journalism.
org/fact-sheet/digital-news/ など参照
3 ）NHK 放送文化研究所『放送研究と調査』2013 年
7月号「地 域における公共 放 送の役 割 第 4 回
アメリカ 多メディア時代に問われる役割」柴田
厚，参照
4 ）アメリカにおける公共放送の成立と大学の役割 」
放 送 教 育開発センター研究 紀 要第 15 号（ 1997
年）赤堀正宜
5）
「アメリカ型公共放送の誕生～その使命と限界～」
NHK 放送文化研究所年報46（ 2001年）古城ゆか
り，参照
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付表

公共放送の財源制度比較一覧

イギリス
放送事業体

BBC

フランス
France Télévisions
フランステレビジョン

ドイツ

イタリア

ARD 加盟の州放送協会（9 機
関）
，ZDF，DLR（ドイチュラント RAI（イタリア放送協会）
ラジオ）

公共放送の設立・
財源に関する主な法規

2009 年放送法
特 許 状，協 定 書，2003 年 放
第 43 条，第 47 条及び
送 通 信 法，放 送 通 信 規 則
業務運営規則，
（2004 年～）
目標手段契約

放送州間協定，放送財源州間
協 定，放 送負担 金 州 間 協 定， 協約書，
2005 年放送統一法典
各州公共放送設立法，ZDF 州 （ TUSMAR ）
間協定，DLR 州間協定

公共放送の監督機関

理 事 会（ 内 部 機 関 ）
，Ofcom
CSA（視聴覚高等評議会）
（外部監督機関）

放送評議会（ ARD 加盟の州放
送協会）
，
テレビ評議会（ ZDF ）
，
両院合同委員会（議会）
，
ラジオ評議会（ DLR ）
，管理評
AGCOM（外部）
議会（各機関）
，KEF（外部監
督機関）

主な財源

受信許可料，商業活動からの
公 共 放 送負担 税，広 告 収 入，
放送負担金，広告収入
副次収入，政府補助金（国際
政府補助金
放送実施）

受信料の法的根拠

2005 年 の 租 税 一 般 法 典 第
放送州間協定，放送財源州間
2003 年放送通信法，放送通
1938 年暫定勅令第 246 号
1605 条の規定で，受信料は税
協定，放送負担金州間協定
信規則（2004 年～）
と位置づけられる

受信料の性格

テレビジョン受信機設置に対す 公共放送の維持を国民が負担 放送サービス総体を利用できる 受信機の保有にかかる義務的
る許可
する税
ことに対して払う負担金
な支払い

受信料の徴収根拠

受信料の料金体系

世帯の私的利用のために，テレ
テレビ番 組サービスの受 信 機 ビ受像機またはテレビの受信が
住居の占有・事業所の所有
（無線・有線を問わない）
可能とみなされる装置を所有して
いること

受信料，広告

テレビ受信機の保有。 同一世
帯の2 台目以降の受信機や別
荘の受信機は対象外

世帯はすべて住居ごとに1 件分
・事業所は従業員数と車の所有
2017 年度
消費者物価指数に連動して自 台数に応じて漸増
年額
動 的 に 決 定，2017 年 度 は ・公益施設は従業員数にかかわ 2017 年の年額は90ユーロ
カラー147.0ポンド，白黒 49.5
138ユーロ
らず3 分の1の額
ポンド
・宿 泊施設は客室ごとに3 分の
1の額

・ARD：総 収 入 は67 億 90 万
2016 年度
ユーロで，放送負担金収入が
総収入 49 億 5,400 万ポンド，
85.5%
受 信 許 可 料 収 入 37 億 8,720 2016 年度
・ZDF：総 収 入は21 億 9,550 2016 年 実 績： 総 収 入 28 億
全体予算，および公的 万ポンド，政 府 補 助 金（ BBC 総 収 入 28 億 7,180 万ユーロ，
万ユーロ，放送負担金収入が 950 万 ユーロ（うち受 信 料は
財源が占める規模
World Service ）2016 年 から 公 共 放 送負担 税 23 億 7,110
68% ）
87.3%
4 年 間 で2 億 8,900 万 ポンド， 万ユーロ, 公的財源は82%
・DLR： 総 収 入 は2 億 3,980
受信許可料収入が占める割合
万ユーロで，放送負担金収入
は約 76％
が 89.7%
・受 信契約はなく，住居の占有
および事業所の所有でただち
受信契約は特になし。テレビ受
・不払いの場合，普通契約者は
に支払い義務が発生
像機の非保有を申告しないかぎ
・全国の自治体の住民登録デー 200 ～ 600ユーロの罰金
り保有者とみなされる。 受像機
・受 信機設置について虚偽の
タを利用可能
非保有が虚偽申告の場合 150
・不 払い者には行政上の強制 申告は刑事罰
ユーロの罰金
徴収のほか，1,000ユーロ以
下の罰金

受信契約・罰則

・原 則として年払い。 週払いや
月払いなどの分割払いもあり
・不 払いの場合は1,000ポンド
の罰金
・テレビ販売 / 賃貸事業者には
通報義務がある

受信料徴収機関・
徴収方法

・ARD，ZDF，DLRが共同で設
・徴 収 責 任 はBBCにあるが， 経済財務省の税務総局が住居 立する「負担金サービス」
が徴
歳入庁が民間電気会社に委託
Captaを中心とした複数の会 税とともに徴収，収納経費とし 収
（電気料金と一括徴収）
社に徴収業務を委託
て1%を政府が天引き
・振 込みのみで，3か月払いが
基本

支払免除

・75 歳以上の年金生活者は全
額免除
・登 録視聴覚障害者は50%の
割引
・施設に居住する心身障害者は
年額 7.5ポンドの支払いに割引

・免 除：生活保護，失業保険，
住居税が免除の場合公共放送
連邦奨学金，職業教育援助 75 歳 以 上 の 単 身 低 所 得 者，
負担税も免除。 減免の対象は の受給者，および盲ろう者
NATO 加 盟 国の外 国 籍 軍 人，
高 齢 者，低 所 得 者，障 害 者，・割引：視覚と聴覚のどちらかに 互恵条約を結ぶ大使館員・領
傷痍軍人等
障害のある人や重度障害者は 事館員など
3 分の1の額

現行放送サービスなど

・デジタルテレビ9（双方向を含
む）
・全 国向けラジオ11（国際放
送 World Serviceの国内向け
放送を含む）
・これらのチャンネルを衛 星・
ケーブルの各プラットフォームで
も提 供（ ケーブルマストキャ
リー，衛星マストオファーあり）
・インターネットサービスiPlayer

・デジタルテレビ13（地上およ
・テレビチャンネル20（ ARD・
び無料衛星プラットフォーム）
2016 年 9月，放送とネットの同 ZDF 合計）
・全国向けラジオ10
時配信チャンネル開始，テレビ ・ラジオチャンネル71（ ARD・
・インターネットサービスRai.tv
は6チャンネルに，
オンラインサー DLR 合計）
（7日間の見逃しサービスRai
ビスは無料の見逃し再生と，有 ・インターネット：全ラジオ・テレ
Replayを含む）
ビチャンネルの同時配信とオン
料のVODサービス等
・国際放送（テレビ，
インターネッ
デマンド配信，HbbTVなど
ト）
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スペイン

韓国

台湾

アメリカ

RTVE（スペイン放送協会 ）
ほ
KBS
か地方公共放送が 80 局ほど

公共テレビ（ PTS ）
，また公共放
送グループとして公共テレビの傘
下に中華テレビと少数派住民向
けの客家チャンネル，テレビ国際
放送の宏観チャンネルがある

テレビ：PBS（メンバー局は約
350 ）
ラジオ：NPR（メンバー局は約
990 ）

2010 年視聴覚コミュニケーショ
ン一般法，2006 年国有ラジオ・
放送法第 43 条，56 条，57 条
テレビ法，2009 年 RTVE 財源
法

公共テレビ法

1967 年公共放送法

CNMC（ 市 場 競 争 委 員 会 ）
， 韓国放送通信委員会
一部自治州の視聴覚評議会
（ KCC ）

文化部，NCC（国家通信放送
FCC（連邦通信委員会）
委員会）

RTVEは，政府交付金，公共電
波準備税（電波利用料）
，放送事
業者と通信事業者が拠出する公 受信料収入，広告放送収入
共放送負担金。地方の公共放
送は地方政府の交付金と広告料

政府交付金

寄付，
企業協賛金，
政府交付金，
自治 体・大 学などからの交 付
金，財団からの基金など

―

放送法第 64 条～ 68 条

―

―

―

受信機の保有にかかる義務的
支払い

―

―

―

放送法第 64 条（テレビジョン受
信機の登録と受信料の納付）
テレビ受信機の保有

―

―

―

2017 年
月額 2,500ウォン

―

―

RTVEの2017 年 予 算 の 総 収
公共 放 送 全 体で28 億 3,438
2016 年
2017 年予算 20.9 億台湾ドル，
入は9 億 7,500 万ユーロ（うち
万ドル（2013 年度 ）
，このうち
総収入：1 兆 4,866 億ウォン
うち公的財源 18.4 億台湾ドル
交付金 3 億 4,360 万，公共電
政 府 交 付 金が 占める割 合は
（うち受信料収入 6,333 億ウォ
（約 88% ）
波準備税 3 億 8,000 万，事業
14.9%
ン，42.6% ）
者負担金 1 億 9,700 万）

―

放送法第 66 条
不払いの場合は，受信料の100
分の5の範囲内で大統領令が
定める比率に相当する加算金を
追加

―

―

―

放送法第 67 条
韓国電力公社が，電気料金と
合わせて徴収

―

―

―

放送法施行令第 39 条，第 44
条（受信料の免除）
：生活保護
対象者，障害者，国家に功績
のあった者

―

―

RTVEはデジタルテレビ8 チャン
ネル（うちHDは3 ）
，
ラジオ5チャ
ンネル，インターネットサービス
（ HbbTVを含む）
，テレビ国 際
放送（スペイン語）
，ラジオ国際
放送（7 言語）

地上デジタルテレビ：3チャンネ
ル
国際放送：KBS WORLD TV
ラジオ：AM，FM，短波の計 7
チャンネル（ラジオ国際放送を含
む）
インターネットサービス：
「 my
K 」，著作権をクリアしたドラマ
等の番組は，一定期間，無料
で視聴可能

公共テレビは3チャンネル，中
華テレビが 2つの国会チャンネ
ルを含め5チャンネル，他に客
家チャンネルとテレビ国際放送
の宏観チャンネルがある

地上デジタルテレビのチャンネル
数はメンバー局によって1 ～ 4。
インターネットサイト（ pbs.org，
npr.org ）
を通じて，番 組 情 報，
経営情報などの提供，各地のメ
ンバー局サイトへのアクセス，
VODやストリーミングサービスな
どを実施

※本文中のポンド，ユーロ，ウォン，台湾ドルの円換算は
その都度の為替レートによって計算した。
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