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で，BBCトラストは廃止された。そしてBBCの
監督は，初めて外部機関に出され，独立規制
機関Ofcom（Office of Communications，放
送通信庁）が担うことになった。Ofcomへのガ
バナンス移行は2017年4月3日に行われた。移
行前にOfcomでは，BBCを規制する「運営枠
組み」を発表したが，具体的な量的基準を示し
た「運営免許」は，諮問機関を経て2017年10
月に確定版が公表された。

新特許状のもとでBBCのガバナンスのため
の基本文書が確定したのに合わせて，今回の
特許状更新過程でどのような議論が行われた
のか，新ガバナンス体制で何がどう変わったの
か，カギとなる主要な出来事を振り返り，整理
したい。

 1.  はじめに
イギリスの公共放送BBC存続の基本法規に

あたる「特許状」が，2017年1月に更新された。
特許状はほぼ10年に1度更新される。そのた
びにBBCの使命や業務目的・範囲，制度，財
源などが議論され，必要な改正が行われる。
今回は，2015年5月の総選挙でキャメロン首相
率いる保守党が勝利したのを受けて，更新議
論が始まった。ほぼ1年半の議論を経て，一番
の大きな変更点はBBCのガバナンス，統治シ
ステムであった。前回の特許状ではBBCの内
部に執行役員会と監督機関BBCトラストを置く

「ツーボード制」が採用されたが，今回は執行
責任を担うBBC理事会を新規に設置する一方

イギリスの公共放送 BBC 存続の基本法規にあたる「特許状」が，2017年 1月，10年ぶりに更新された。特許状
の更新を前に，毎回BBCのあり方が議論される。議論のたたき台として政府が2015年 7月に公表した「グリーンペー
パー」で示された，「BBCの使命，目的，価値」「BBCの事業範囲およびその対象」「BBCの財源」「BBCの管
理体制」の4つの主題を軸に一般から意見募集が行われた。その結果，デジタル時代に合わせてBBCが事業や
予算規模を拡大することについて69％が賛成し，60％の人が受信許可料制度の変更は必要ないとした。

こうした中で，今回の特許状更新での最大の変更はBBCのガバナンス，統治システムであった。前回の特許状
ではBBCの内部に監督機関のBBCトラストを設置したが，今回はBBCトラストを廃止し，初めて外部の独立規
制機関Ofcom（Office of Communications）が BBCの規制・監督を担うことになった。Ofcomでは，まず BBC
を規制する「運営枠組み」を示し，その後，具体的な量的基準を示した「運営免許」を2017年 10月に公表した。
OfcomはBBCの業績評価を行い，BBCが新たなサービスを計画する場合，Ofcomが決定権を持つなど，制度上
は強い権限を持つことになった。本稿は，特許状更新議論の過程を振り返るとともに，新ガバナンス体制のあり
方を整理するものである。

BBCの新ガバナンス体制
～特許状更新と新たな規制監督システム～

メディア研究部  田中孝宜
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 2.  第9次特許状更新議論の過程
今回の特許状更新議論は，2015 年5月の総

選挙後に正式に開始された。その主な動きを
まとめた。

2015年総選挙後に始まった更新議論

BBCの特許状は時の政府が起草する。つま
り，政府の意向にBBCのあり方が左右される。
前回2007年の特許状更新は，BBCを含む公
共サービスの拡大に理解を示す労働党政権下
で行われた。今回更新にあたった保守党のキャ
メロン首相（当時）は，2015年の総選挙で勝利
したのを受けて，本格的に特許状更新議論を
開始した。保守党は公共サービスを縮小し自由
競争経済を推進する姿勢から，BBCには厳し
い立場をとることで知られる。

総選挙を受けた組閣で，キャメロン首相は，

ジョン・ウィッティングデール氏をメディア担当
相に任命した。この人選から，キャメロン政権
では，BBCに対し厳しい姿勢で臨むのではな
いかという憶測が流れた。ウィッティングデール
氏はBBC民営化を目指したサッチャー元首相
の秘書から議員になった人物で，受信許可料
に批判的で長期的に維持不可能だという考え
を表明していたほか，BBCの事業の規模や範
囲を縮小させる意欲を示していたからである。

受信許可料の新しい取り決め

選挙から約2か月後の2015年7月6日，受信
許可料に関して，オズボーン財務相（当時）と
BBCのトニー・ホール会長とのあいだで交わさ
れた新しい取り決めが発表された。前労働党
政権時に，75歳以上の受信許可料が免除され，
雇用年金局の予算から補塡される制度改正が
行われたが，2018年から段階的に政府補塡を
減らし，2020年から全額BBC負担となること
が決まった。その代わりに，2010年から年額
145.5ポンドで据え置かれてきた受信許可料を，
物価上昇率に合わせて値上げすることや，BBC 
iPlayerを見逃しのみで利用する人も受信許可料
の対象となるよう改正されること等が決まった。

ホール会長は職員に対するメールで，「今回
の合意によってBBCの財政安定化が図れる」
と説明した。しかし，監督機関であるBBCト
ラストのロナ・フェアヘッド会長は，合意内容に
は賛成するものの，自分にも知らされないまま
密室で決められたもので「ことの進め方は是認
できない」と述べるなど，改正過程の不透明さ
が批判された。

「グリーンペーパー」

特許状更新に向け，BBCはどうあるべきか

2015年
5月 7日 総選挙で保守党勝利
5月11日 ウィッティングデール担当相就任
7月 6日 受信許可料に関する取り決め合意
7月16日 「グリーンペーパー」公表

9月 7日 ホール会長，BBCの将来計画案
「British Bold Creative」発表

9月16日 クレメンティ委員会を設置
10月 8日 BBC，「グリーンペーパー」に回答
2016年

3月 1日 「グリーンペーパー」に対する公募意
見を公表

3月 1日 クレメンティ報告書を発表

5月12日 「放送白書 BBCの将来像―卓越した放
送事業者へ」発表

9月 1日 iPlayer見逃し視聴，受信許可料対象に
9月15日 特許状の草案公表

10月26日 理事長の公募開始
12月15日 第9次特許状を公表
2017年
1月 1日 新特許状発効
3月29日 Ofcom，「運営枠組み」を公表
4月 1日 受信許可料値上げの実施
4月 3日 ガバナンス移行

10月13日 Ofcom，「運営免許」を公表
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について国民の意見を聞くためのたたき台と
なる「グリーンペーパー（緑書）」が，2015年7
月16日に公表された。ウィッティングデール担
当相は，「10年前の前回更新時から，メディ
アを取り巻く環境は大きく変わった。BBCは
iPlayerをはじめとする新規サービスを打ち出
すなど健闘しているが，BBCとイギリス放送業
界の将来のためには厳しい検証も必要だ」と述
べ，グリーンペーパーをもとに国民を巻き込ん
だ議論が促進されることを求めている。 

88ページにおよぶグリーンペーパーでは，次
の4つの主題を軸に一般から意見募集が行わ
れた。

【BBCの使命，目的，価値】視聴習慣が大きく
変わり，業界の競争も激しくなる中で，あら
ゆる視聴者に向け，あらゆる媒体で，あま
ねくサービスを提供するという従来の「普遍
性」の概念が通用するのか，サービスや視聴
者を絞るべきか。

【BBCの事業範囲およびその対象】世界最大
の公共放送としてテレビ9チャンネルとラジオ
10チャンネル，充実したネットサービスも提供
している。これは適切な規模か，民業を圧
迫していないか。

【BBCの財源】長期的な観点ではサブスクリ
プション（視聴契約） 制度も選択肢の1つだ
が，短期的には実現性が低い。そこで，受
信許可料制度の改定，世帯単位の税金化，
受信料と視聴契約の折衷案などを検討する
必要がある。

【BBCの管理体制】BBCトラストの成果は一
長一短だった。今後，次の3つの選択肢を検
討する。
①トラストを改革しつつ維持する。
②独立のBBC監督機関を新設し，BBC内

部に役員会を設置する。
③監督機能をOfcomに移管してBBC内部

に役員会を新設する。

BBCの「グリーンペーパー」に対する回答

　「グリーンペーパー」にはBBCを縮小する政
府の意図がある，と指摘された。BBCは，グ
リーンペーパーに対する回答を2015年10月8
日，公表した。103ページにおよぶBBCの主な
主張は以下の通りである。
・すべての人にあまねくサービスを届けるBBC

の能力を損ねるような，目的や事業範囲の変
更はすべきでない。

・ BBCは，イギリスの創造産業の成長エンジン
として投資の呼び込みやコンテンツの品質向
上に役立っており，民業を圧迫していない。

・受信許可料制度は，原則を維持しつつも，
技術革新や視聴形態の変化に合わせて変更
されるべきである。受信機の有無にかかわら
ず一律に聴取する選択肢も利点があると考
える。

・ BBCのガバナンスについて政府が見直しを
検討していることは歓迎する。急激に変化す
るメディア環境に対応するため効率的な意思
決定の仕組みが必要だが，BBCの「政治か
らの独立を守り，受信許可料を支払う市民
の利益を守る」という原則は維持すべきで
ある。

 3.  BBCガバナンス変更を提言
～クレメンティ報告書～

BBC改革をめぐる意見

イギリス政 府は2016年3月1日，グリーン
ペーパーをもとにBBC改革について行った意
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見公募の結果を公表した。過去最大規模の約
19万件の意見が寄せられた。また，300を超
える組織・機関への意見聴取が行われた。主
な結果は以下の通り。

【BBCの目的】BBCの目的や価値については，
ほとんど意見が寄せられなかった。

【サービスの規模と範囲】デジタル時代に合わ
せたサービス拡充のため，事業や予算規模
を拡大することについて69％が賛成し，反
対意見は6％であった。

【財源】60％の人が受信許可料制度の変更は必
要ないとし，15％はネットサービスBBC 
iPlayerも受信許可料の対象にすべきだと
答えた。受信機の設置にかかわらず全世
帯から一律徴収すべきという意見は4％で
あった。BBCは受信許可料に見合った価
値を提供していると答えた人は76％にのぼ
り，74％がBBCのコンテンツの質や独創
性は十分に高いと評価した。

【企業統治と規制】BBCの監督機関として，新
たな独立機関の設立に賛成が5％，Ofcom
が良いが4％，BBCトラストが監督する現
状維持が2％であった。一方で85％の人は
BBCの統治や規制については意見を述べ
ず，関心は低かった。

クレメンティ報告書

特許状の有効期間の満了が近づくと，政府
はBBCの将来のあり方を検討するための有識
者による委員会を設置するという慣習がある。
委員会は，次の特許状期間のBBCのあり方を
検討し，政府に助言する。政府はそれをもとに
放送政策をまとめ，「放送白書」で示す。

政府は2015年9月16日，BBCのガバナンス
のあり方を検討する独立委員会を設置し，委員

長にイングランド銀行元副総裁のデビッド・クレ
メンティ卿が就任した。

クレメンティ委員会は，約半年の検討期間を
経て報告書を発表し，BBCの規制監督機能を
Ofcomに完全に移管し，執行責任を担う単一
の理事会をBBC内部に新設する案を提示する
など，政府に対し，BBCのガバナンスシステム
の抜本的な改革を勧告した。

クレメンティ報告書では，BBCトラストの問
題点として，失敗に終わったBBCのデジタル
プロジェクトを例に挙げた。問題を把握しなが
ら百数十億円もの資金をつぎ込み，プロジェク
トを中止できなかった責任は，BBCトラストに
あるのか，執行役員会にあるのか，ツーボー
ド制では責任体制が不透明であると指摘した。
そのうえで，新たな独立規制機関を作るので
はなく，商業放送の規制監督を行ってきた経
験を持つOfcomの監督下にBBCも置くべきだ
と結論づけた。

また，BBCの業務執行責任を担う単一の理
事会については，12 ～ 14人からなり， 過半数
をBBCの外部の非執行理事が占め，全理事
の約半数を政府が指名することを提案した。

 4.  「放送白書 BBCの将来像―
卓越した放送事業者へ」

イギリス政府は2016年5月12日，次期特許
状期間のBBCのあり方を示す「放送白書 BBC
の将来像―卓越した放送事業者へ」を発表し
た。その中で，内部監督機関BBCトラストを
廃止し，監督機能を外部のOfcomに移管する
ことや，新たに内部に単一の執行責任機関とし
て理事会を設置し，理事の約半数を政府が任
命することなどを提案した。
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BBCの使命として，白書は「公共の利益に
基づき活動し，すべての視聴者に情報・教育・
娯楽を与え，不偏不党で，品質が高く，卓越
したメディアコンテンツとサービスを届けるこ
と」とした。

監督と規制

白書で示された主な政府提案は次の通り。
・ BBCの執行責任を担う理事会（BBC Board）

を新たに内部に設置する。
・ 理事会の構成は12～14人で，理事長（Chair）

と副理事長（Deputy Chair）および4つの
地域代表の非執行理事の計 6人は，公的任
命制度に基づき政府が任命し，残りの理事
はBBCが任命する。

・ OfcomがBBCの規制監督を行う。
・ OfcomがBBCに対し「運営免許」を付与

する仕組みと権限を持つよう変更する。
・ 英会計検査院（NAO）がBBCの監査を行い，

BBCの経費や，受信許可料に見合ったサー
ビスを実施しているかなどの監督権限を強
化する。

・ 現在の執行役員会会長（BBC会長）は，引き
続き「最高編集責任者」としての役割を担う。

・ 編集判断は各業務執行理事が行い，非執行
理事は放送前の個別番組の編集判断には関
わらない。BBCの独立性は特許状において
明記される。

BBCの監督と規制のあり方については，2016
年3月にクレメンティ卿の独立委員会が，現在
の監督機関BBCトラストは大幅な改革が必要
で，特に責任の分担を明確にすべきだとする検
討結果を発表したが，白書の改革案は概ねク
レメンティ報告書の内容に沿ったものとなった。

また理事会の人選については，クレメンティ報
告書は約半数を政府任命と提言したが，白書
では，BBCも半数は任命できるとしている。

このほか，10年を基本とする現在の特許状
期間を，5年ごとに行われる総選挙とタイミン
グが重ならないよう，11年とすることも盛り込
まれた。

受信許可料

新特許状においては，受信許可料制度を維
持し，さらに時代に合った持続可能な財源モデ
ルを確立するためとして，変更点が示された。
主な内容は，以下のようなものになる。
・2010年から145.5ポンドで据え置かれてきた

受信許可料を2017年から5年間，インフレ率
に合わせて値上げする。

・その後は5年ごとに見直すこととし，料額は
独立委員会が政府に勧告する仕組みを検討
する。

・75歳以上の受信許可料免除について，2020
年度からBBCが負担することとし，75歳以
上の自発的支払いを可能とする。

・受信許可料の抜け穴との批判があったネット
サービスBBC iPlayerで見逃し視聴のみ利用
する場合も，支払い義務の対象とする。
このほか，受信許可料による「ブロードバン

ド普及支援」と「ローカルテレビ支援」は2019
年度でそれぞれ終了する。

「放送白書」に対する反応

BBCに批判的だとされるウィッティングデー
ル担当相のもとで今回の白書が作成されるた
め，BBCの事業規模や範囲を縮小したり，政
府が BBCの編成に介入したりするのではない
かと危惧する声が高まっていたが，政府との交
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渉でBBCが押し返した形となった。
しかし，新理事会の人選など，BBCの規制・

監督のあり方に疑問の声も上がった。ガーディ
アン紙は社説で「BBCの勝利，ウィッティング
デール氏の敗北に見える。しかし，重要な細
部が明らかになっておらず，喜ぶにはまだ早い」
として，新理事会の任命プロセスやOfcomの
権限が明確でない点を指摘した。また，フィ
ナンシャルタイムズは社説で「BBCの事業規
模や範囲の縮小など，ウィッティングデール氏
の要求は取り下げられた。しかし，BBCは今
も厳しい経費削減に直面している」として課題
を挙げた。

BBCのトニー・ホール会長は「白書は受信許
可料とBBCサービスの規模と範囲を次の11年
間保障するものである」と評価した。一方，新
理事会について，約半数を政府任命にすべき
とのクレメンティ報告書が出されたあと，BBC
のトニー・ホール会長は，3月8日にロンドンで
開催されたメディア会議でのスピーチで，「単
一理事会となれば BBCの編集の方向性を決
定することになり，その半数が政府指名の理
事だということに懸念を感じる。BBCは公共
サービス放送事業者であり，国営放送ではな
い。政治的な影響・干渉・圧力の疑いすら生
じえないような運営構造が必要だ」と批判し
た。白書では半数はBBCが任命するとして，
クレメンティ報告書より改善されていたが，ホー
ル会長は，「政府案は正しいと思わない。独立
が完全に守られることはBBCにとって死活問
題だ」とするコメントを発表し，BBCの独立
がより明確にされるよう訴えた。

 5.  第9次特許状
「放送白書」をベースに，政府，BBC執行

部，BBCトラスト，Ofcomなど関係者による協
議を踏まえて，改定を加えた特許状の草案が，
2016年9月15日に公表された。草案をもとに議
会で審議は行われるが，議会の承認は必要な
い。12月15日，女王から渡される確定版の特
許状が公表された。

BBCの第9次特許状では，BBCの公共的
目的として以下の5 項目が示された。

【第1の目的】

「不偏不党のニュース・情報を提供し，国民
が周りの世界を理解し，関わる手助けをする」

【第2の目的】

「すべての年齢の国民の学習を助ける」
【第3の目的】

「最も創造的，高品質で，卓越したアウトプッ
ト・サービスを見せる」

【第4の目的】

「すべての国民，地域コミュニティーを反映
し，クリエイティブ・エコノミーを支援する」

【第5の目的】

「世界にイギリスの文化，価値を反映する」

前の特許状の6 項目にあった「デジタルテレ
ビへの移行を達成するうえで先導的な役割を
果たす」という目的は，地デジ化完了を受け
て削られた。

前特許状からの主な変更点は以下の通り。
・特許状の期間を11年とし，2027年12月31日

までとする（2条）。
・BBCトラストを廃止し，BBCの運営を担う理

事会を新設する（19条）。
・理事会の構成は14人とし，理事長（Chair）
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をはじめ10人を非執行理事，BBC会長を含
む4人を執行理事とする（21条）。 

・理事長と4人の地域担当理事は，公平かつ
オープンな選任過程を経て政府が任命する

（22条）。理事会の残り9人をBBCが任命する。
・英会計検査院（NAO）が，商業部門を含む 

BBCの全事業を監査する（39条）。 
・受信許可料の額は，BBCからの情報をもと

に担当相が定める（43条）。 
・規制監督機関はOfcomとする（44条）。

理事の人選に関して，最終的に政府案が後
退し，BBCが過半数を任命することになった。
BBCでは草案が出た時点で，「特許状はBBC
の勝利である」と歓迎する旨の声明を発表した。
BBCホール会長の声明の主な内容は，次の通
りである。
・特許状の期間が11年になり，受信料制度も 

11年間は保障されることになった。
・新理事会の構成については，5月の政府白

書で示された案に対して強く改善を求めたか
いがあり，非執行理事を含めて半数以上を
BBCが任命できることになった。BBCは国
営ではなく公共放送であり，これで独立性が
保たれる。 

 6.  新理事会
第9次特許状を受けて2017年4月3日から，

新理事会がBBCの業務執行の監督業務を担う
ことになった。それを前に2016年10月から理
事会メンバーの選考が行われた。公募にあたっ
ての告知文によると，理事長の条件として，公
的機関，または民間企業で役員を務めた経験
があることや，公共・商業放送が抱える課題を

理解していることなどを挙げている。また，少
なくとも週に2 ～ 3日は勤務できることとし，年
俸は10万ポンド（約1,300万円）で，4年を上限
とする１期の契約で，再任もありうるとしてい
る。2017年1月17日，新理事長にBBCのガバ
ナンス変更を提言したクレメンティ卿が就任する
ことが決まった。

このほか，最高執行理事にはトニー・ホール
会長が継続して就任するなど，2017年12月時点
での新理事会のメンバーは以下の通りである。

任期については，ホール会長とブルフォード
氏に対しては定められていないが，執行理事の
うち，デイビー氏とマックアリー氏については2
年となっている。その他の非執行理事は2 ～ 4
年の任期となっている。

 7.  Ofcomによる規制監督
新理事会の発足と同じ4月3日，BBCトラス

トが廃止され，BBCの規制監督機能がOfcom

〈理事長〉
デビッド・クレメンティ（元イングランド銀行副頭取）

〈最高執行理事〉
トニー・ホール（BBC会長）

〈非執行理事〉
サイモン・バーク（小売業界役員歴任）
タンニ・グレイトンプソン（元パラリンピック選手）
イアン・ハーグリーブズ

（カーディフ大学デジタルエコノミー教授・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）

〈地域担当理事〉
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）
イングランド：アシュリー・スティール（元企業経営）
ウェールズ：未定
北アイルランド：未定　

〈BBC執行理事〉
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）
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に移された。業務移行を前にBBCトラストで
は，3月末，最後の業務報告書を公表し，そ
の中で，視聴者の強固なBBC支持は続いてい
るが，BBCが直面する課題として「リーチの維
持」「ネットサービスの開発」「コンテンツの卓越
性」の3つを挙げた。

Ofcomの運営枠組み

「運営枠組み」は，Ofcomの規制範囲と規

制の方法について大枠を定め，
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BBC規制のポイン
トは次の3点である。

① コンテンツ規制

・Ofcomは視聴者保護のため，
BBCのコンテンツがすべての
領域で高い編集基準を維持す
ることを保障する。とりわけ，
Ofcomは「ニュースの正確さと
不偏不党，そして政治的な論
議を呼ぶ諸問題や現在の公
共政策を報道する番組すべて
の不偏不党」について責任を
持つ。

・ BBCの受信許可料でまかな
われる放 送サービスやBBC 
iPlayerのようなオンデマンド・
サービスのすべてに，Ofcom
の放送コードが適用される。

・ BBCの番組に関する苦情対
応は，BBCがまず苦情を扱
う‘BBC First’で行われるが，

制度上，「公正な取り扱いとプライバシーの侵
害」については，Ofcomが直接苦情を受理す
る。視聴者は，BBCの対応に満足しない場
合，Ofcomに苦情を申し立てることができる。
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。

新特許状下の BBC 統治システム
（2017 年 4 月～ 2027 年 12 月）

BBC

BBC理事会（理事 14 人）
　 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）

執行委員会
（会長・副会長・各局長など）

監査リスク
委員会

国会

Ofcom

NAO
会計検査院

政府
デジタル・文化・
メディア・
スポーツ省

指名委員会

報酬委員会

子会社

各部局
（職員）

各視聴者審議会
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

・個別事項報告（会長）
・執行委員の理事会出席

・戦略的方向性の設定
・職務執行の監督

・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
 

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

・BBC年次報告書提出
・NAO長官報告書提出

・特許状草案，
  理事長人事案審問

・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
  財務諸表提出

・年次報告書
  提出
・会計検査院
  報告書提出　

情
報
公
開

受
信
許
可
料
・
意
見
等

代 

表

・特許状作成
・理事長と
  地域担当
  理事任命　

国民・視聴者
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② BBCの業績評価

特許状は，BBC理事会が戦略的に任務を
設定し遂行するという業務執行上の独立性を
保障しているが，Ofcomはその執行状況を検
証し，BBCに説明責任を果たさせる任務を負っ
ている。またOfcomは，BBCの各公共サービ
スについて運営免許を決定し，業績評価の対
象とする。

Ofcomは規制機関として，「BBCの任務の
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
ランド・ウェールズ・北アイルランドの視聴者の
期待に応える」というBBCの任務が必ず遂行
されることを保障する義務がある。これらが，
Ofcomが BBCの業績評価を行う場合の主な
観点となる。

③競争アセスメント

Ofcomには，受信許可料を財源とするBBC
のサービスが“公正で効果的な競争”を阻害し
ないことを保障する義務がある。
・ BBC理事会は，新サービスの導入や現行サー

ビスの大幅な変更を計画する場合，自ら「公
共の利益審査」を行い，その結果を公表す
ると同時に，Ofcomに提出する。これを受け
Ofcomは，「BBC競争アセスメント」を行う。

・  Ofcomは，BBCが現在行っているサービス
についても競争の観点から検討する（「BBC
競争レビュー」）。

これらのOfcomによる評価・検証作業は程
度の差はあるものの，受信許可料でまかなわ
れる国内公共サービスだけでなく，BBCの商
業活動にも及ぶ。

「運営免許」

Ofcomは，2017年10月13日，BBCが公共目 
的を達成するために守るべき基準となる「運
営免許」を発表した。これはBBCを規制監
督するための具体的な基準となるもので，素
案を2017年3月末に公 表し，一般からの意
見募集を経て決定されたものだ。運営免許
は，受信許可料でまかなわれるBBCの9つの
テレビチャンネル，10のラジオチャンネル，そ
してBBC iPlayerを含むオンラインサービス 
を対象とした運営免許である。しかし，内部監 
督機関のBBCトラストがチャンネルやサービス 
ごとに免許を発行していたのに対して，Ofcom
の運営免許は「BBCの公共的目的」ごとに， 
Ofcomが量的な規制を行うという，まったく 
異なる形態をとっている。たとえば，公共的目
的の「報道・情報の提供」の項目に関しては，

「BBC Oneでは，全国ニュースは年間少なく
とも1,520 時間放送する」，あるいは子ども向
けチャンネルのCBBCでは，「1年間に少なく
とも85 時間をニュースに割り当てる」といった
ことが免許条件として規定されている。

そのほか主な量的基準としては，
・テレビの主要チャンネルでは，全放送時間の

75%以上を，特にBBC One，BBC Twoの
午後6時から10時半までは90%以上を，イ
ギリス制作のオリジナルコンテンツとする。

・スコットランドやウェールズなど，各地域の人
口比率に合わせた予算で番組を制作する。

・ 2020年までに職員の15％を人種的マイノリ
ティー，50%を女性職員・管理職とし，毎年
改善状況を報告する。

など，約100 項目にわたって数値目標が掲げ
られている。

Ofcomは，BBCから年次報告書の提出を受
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け，運営免許の実施状況等レビューを行い，独
自の報告書を作成し公表する。また，Ofcom
は少なくとも年に2回は，業績評価を行う義務
があり，また，いつでもレビューすることができ
る。BBCが運営免許に違反したとOfcomが判
断する場合，Ofcomは最大25万ポンドの罰金
をBBCに科すことができる。

 8.  まとめ　
本稿では，BBCの特許状更新をめぐる議論

を振り返った。特許状を起草するのは時の政府
であり，BBCの将来像は政府の影響を少なか
らず受ける。前回は公共サービス拡大に理解を
示す労働党の下で特許状更新議論が進められ
たが，今回は自由競争経済を重視する保守党
が政権に就いており，より過激なBBC改革が
行われるのではないかとの憶測も流れたが，最
終的には受信許可料制度など公共放送制度の
根幹部分は維持され，BBCの政治からの独立
も明記された。

そうした中で，今回BBCをめぐる最大の変
更は企業統治（ガバナンス）のあり方であっ
た。BBCの規制監督は外部の独立規制機関
Ofcomが担うことになった。ガバナンス改革を
リードしたクレメンティ卿は報告書の中で，改
革の理由として，デジタルプロジェクトが失敗し
た際の責任体制のあいまいさや対応のまずさを
挙げた。Ofcomが BBCに対して制度上は強い
権限を持つことになったが，実際にどのような
影響をもたらすのかは，今後の具体的な事象
の中でOfcomの対応を見る必要がある。

今回の特許状更新過程で議論が終わったわ
けではない。当初グリーンペーパーでは「長期
的には，有料視聴（サブスクリプション）や受

信料と有料視聴の組み合わせ，世帯単位の税
金化なども検討すべきである」と問題提起をし
ており，より抜本的な制度改正が議論される
可能性も残されている。

次の特許状更新までには，新ガバナンスの
評価や受信許可料制度のあり方をめぐる議論
が行われると考えられる。ホール会長も，「受
信許可料制度は，原則を維持しつつ，技術革
新や視聴形態の変化に合わせて変更されるべ
きである」と述べている。

本格的な放送・通信融合時代を迎え，BBC
が何を守り，何を変えるのか，BBCはこれから
も変革の中にある。

　　　　　　　（たなか たかのぶ）
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