
『革新的で実験的で暢有」であること
英チャンネル4が果たす公共的役割

-メテ2イア経営部中村美子

イギリスの地上テレビチャンネルの lつ，チャンネル 4はI 世界に矧のないユニーク止放送局で品

る。訓営利の公共法人で品るチャンネル 4協会によって迎営され，祝l聴者獲得を第 lの目的とはせず，

革新的で実験的な視点や表現方法を阿いて，特有なサービスを提供することが法律で義務つけられて

L、る。こうした任務を持つチャンネル 4の財源は，広告放送収入によって賄われている。

チャンネル 4は. 1974年に労働党政権によって設置されたアナン委員会の勧告に基づき 開設さ

れた。アナン委員会は，当時展開されていた公共事業体のBBCと1BA傘下の!TVによる競争の弊寄

を批判 l.新設するチャンネル 4に，思;¥!)表現の析しい形態と方法を育て上げる苗床となると共に，

析しい放送への門戸を聞くという役山lを託した。労働党政縮から保守党政権への移行の中で チャン

ネル 4はlBAの子会社として.BBCやITVとは一味辿う，革新的で実験的立祝点や去現方法を用い

て特有のサービスを提供する新しい放送サービスとして設置され.1982年11月に放迭を開始した。

イギリスは今本格的なデジタル~チャンネル11キ代を迎え，伝統的な公共サービス放送のBBC や

ITVの視聴シェアが減少する傾向にある。これに対L チャンネル 4は若者向けチャンネルとしての

個性を強化 l.10%の視聴γ ェ7を維持している。

イギリス政府は現在.BBCを含めた公共サービス放送を見直し I これを維持・発展する方策を検

討している。こうした中でチャンヰル 4はI 析しい放送通信法によって その存続が保附され 開設

当時と同級に「革新的で実験的で特有の」サービスを義務つけられ.r創造的立」サービスで晶るこ

とが新たに加えられた。時代の変化にかかわらず，チャンヰル 4は 1 公共サービスチャン不ルとして

BBCを含めたすべてのチャンヰルに創造的な刺激を提供 l.視聴者に新しい選択肢を抱供する重要

な任務を担っている。
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 はじめに

デジタル化による多チャンネル時代に句放

送が提供する公共サービスとは何か，そして，

放送による公共サービスはどのような財源で，

どのような条件で可能なのか。こうした向い

の答えを探る場合，イギリスの公共放送BBC

の歴史やそのあり方に目を向けがちだが，イ

ギリスの公共サービス放送の lつ，チャンネ

ル4という放送局に注目してみたP，

チャンネル 4は.BBCの2つのチャンネル

とITVに続くイギリスの地上テレビ放送の 4

番目のチャンネルとして.1982年11月2日に

放送を開始した。

チャンネル 4は，組織，サービス，財源の

各面から見て世界に類のないユニークな放送

局と言える。 l}チャンネル4は，株主に利潤の

配当を行う株式会社ではなく，放送法で設置

された非営平IJの公共法人であるチャンネル 4

協会によって迎営されている。そして，チャ

ンネル 4は.BBCなど他の地上テレビ放送事

業者と同様に総合編成を義務づけられている

が，その任務は，イギリスの放送界の中で，

祝聴者獲得を第 lの目的とせず，革新的で実

験的な視点や表現方法を用いて守ディステイ

ンクティブ (distinctive)なサービスを提供す

ることと句法律で規定されている。ディステ

インクティブは， I他とは区別され，それ自

体特有の性格を持つJことを意味している。

ここでは，ディステインクティブの日本語訳

として「特有」という言葉をあてることにす

る。このような任務を果たすサービスが，受

信料や政府交付金といった公的資金ではな

く，広告放送収入によって賄われている。

イギリスでは現在， 2003年放送通信法(Com
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munications Act 2003)に基づき新設された独

立規制機関であるOfcom(0節目 ofCommuni-

cations)が.BBCや商業テレビチャン平ルに

よる公共サービス放送の見直しに着手した。

この見直しを基に，放送と通信の融合時代に守

公共サービス放送の任務について，チャンネ

Jしごとに明liffiにされることになっている。チ

ャンネル4の20年余りの歴史をたどると，チ

ャンネル 4の「革新的で実験的な祝点や表現

方法を用いて特有なサービスの提供」という

任務は，多チャンネル化とそれに伴う競争の

激化の中で，イギリスにおける公共サービス

放送の使命を研究する上で，重要性が増して

Lミるのではないかと考える。

チャンネル 4は，政府が1974年に設置した

アナン委員会(放送の将来を検討する放送調

査委員会)の議論から誕生した。ここでは，

アナン委員会の議論から出発し，チャンネjレ

4がどのように成立し，多チャンネル化の進

展の中でどのように生き残ってきたか，そし

て，デジタル化による放送と通信の融合時代

に，イギリスの放送界の中でどのように位置

づけられるのかを考察してみたい。そして，

放送と通信の融合が進む中で，各国で行われ

る公共サービス放送についての議論に対し，

チャンネル 4の存在は，公共サービス放送が

果たす役割Iの lつの例示になるのではないか

と考ーえる。

革新的で実験的で特有砿

サービスの確立

チャンネル 4の約20年の歴史は，明v1sに 2

つの時代に分けることができる。前半の10年



  

は.j也上波による 4つのテレビチャンネル状

況の中で，チャンネル 4が「革新的で実験的

な祝点や表現方法を用いて特有な」サービス

の基礎を築いた時代である。後半の10年は，

1990年放送法による商業放送改革が，地上チ

ャンネル同士の競争 2)を強めさせ.しかもこ

れが，多チャンネル術星放送BSkyBの登場や

放送のデジタル化によって拍車をかけられた

競争の中で，チャンネル 4がその地位を維持

し，拡張する時代である。

この章では前半の基礎っくりのH寺代をたど

っていくこととする。

1 .チャンネル 4の誕生~理念と目的~

本論に入る前に，イギリス独特の商業テレ

ビの放送制度について簡単に説明しておきた

。
、4L
 

以下の表は，地上波のテレビ放送の見取り

図を示している。チャンネル 4が開設された

1982年以後.1990年放送法が施行されるまで.

イギリスの放送は，受信許可料という公的財

源と広告放送という民間財源をそれぞれ独占

する2つの公共法人 (BBCとlBA)がテレビチ

ャンネルを運営していた。

これは.1926年にクロフォード放送調査委

員会が，放送の持つ社会的意義の大きさを認

め.I放送を行うものは，国民の利害に預か

る受託者 (trustee)の役目を果たす公共事業

f*であること」と勧告したことが，イギリス

の放送制度の伝統として受け継がれたもので，

商業放送の導入にあたり，日本やアメリカと

は異なる制度がjpi築された。

lBA(インディベンデント放送協会)は，放

送法によって放送免許を付与され，送信設備

や送信網を所有・運営するが，番組の制作や

「革新的で実験的で特有」であること

放送は自分の子では行わず，全国14の地域ご

とに指名された番組制作会社にこれらの業務

を委託した。

これらの番組HiIJ作会社はITV(Independent 

Television)と呼ばれ.ITV各社が編成する全

国ネソトワークの放送と各地域で提供される

地域放送について.lBAは監督する役山lを持

った。ロンドンだけは，平日と週末の2つの

免許に分けられ，また1983年には籾のH寺間帯

だけの放送を行う免8!1も付与された。そして，

チャンネル 4は.ITVと同様にIBAの傘下の

チャンネルとして設立された。

1990年放送法によって.IBAは廃止され，

代わりに商業テレビの免許付与と監督を行う

規制機関ITC(インディベンデント テレビ

ジョン委員会)が設置された。 ITVの地域免

許は，人中LililJによって免許を付与されるよう

になり.ITV各社は，かつての番組制作会社

から放送免許所有者に変化した。

n方，チャンネル 4については1990年放送

法によってChannelFour Corporation (チャ

ンネル 4協会)というゴ|営利の公共法人を設

置し，この法人がITCの監督の下にチャンネ

ル4を浬蛍するごとになった。現在もこの形

態が統いている。

なお.S4Cは，ウエールズ地域向けのウエ

ールズ2百によるテレビチャンネjレとして，チ

ャンネル 4とともに開設された。

1982年~

(受信許可料を財源)

BBC (公共法人) BBCl 

BBC2 

(広告放送を財源)

lBA (公共法人) lTV 
チャンヰjレιl
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SPC (公共法人)

1993年~

(受信許可料を財源)

BBC (公共法人)

(広告放送を財源)

ITV各社(株式会社)

S4C (ウェ Jレス

第4チャンネル)

BBCI 

BBC2 

lTV 

C4C (公共法人) チャンネル 4

Welsh Authority (公共法人) S4C 

チャンネル 5(株式会社) チャンヰル 5

-チベンホル 5は1!l!i7ff".3JI級品川JIJt;

(1 )競争的なチャンネルを排除

~アナン委員会の勧告~

イギリヌでは， BBCの存立恨拠である特許

状の更新や新しい放送サービスの導入を検討

する際，放送全体の将来を検討する放送調査

委員会が政府の手によって設置されてきた。

チャン早ル 4の開設についても，この慣習に

従い，労働党のキャラハン政権が1974年に設

置したアナン委員会において検討された。ア

ナン委員会の名称は，ロンドンのユニパーシ

ティ・カレッジ学長のアナン卿が委員長に任

命されたことに由来している。

アナン委員会は， 1979年から1991年までの

放送の将来について検討する任務が与えられ

た。これは，前の保守党政権によって句 BBC

とIBAの両公共放送事業体の放送免許が1979

年まで延仲されたことによる。アナン委員会

の具体的な検討課題は，地上波による第 4の

テレビチャンネルの導入，すでに実験が開始

されていたケーブルテレビによるコミュニテ

イ・テレビの将来性，ローカルラジオ放送の

あり方を検討し，それぞれのサービスの運営
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をどのような制度的，組織的，財政的取り決

めや条件によって提供されるべきかを提案す

ることだった。

アナン委員会は， 2年半の検討期間を貨や

し， 1977年3月に522ページに及ぶ『放送の

将来に関する報告書 (Reportof the Commit 

tee on the Future of Broadcasting) jを発表し

た。委員会は，全国紙や地方紙などに意見の

募集広告を戟せ，一般の人々の意見を求めた

のをはじめ(数千通の手紙が寄せられたに

BBCやIBA等の放送事業体や放送関係組合，

広告関係団体.教育機関なと、約400の団体の

意見を求めた。また 公聴会や討論会も開催

され，あたかも国民総討議の総括のように，報

告書がまとめられた。

放送の原則

アナン委員会は，勧告の要約を，議会i[iIJ民

主主義社会におけるイギリスの放送に関する

諸原則から始めている。

「放送業務は，今後も引き続き公共的業務

として提供されるものとし，また，今後も引

き続き公共放送事業体が責任を負うこと。こ

れらの公共放送事業体は，日常の業務執行に

おいて政府から独立していること。公共欣送

事業体は 4 今後も引き続き番組内容に対して

責任を負うものとし，また，業務が公共一般

の利主主のために実施され，かつ，議会が各事

業体に課する要1'1ーおよび目的に従って実施さ

れることを確保する責任を負うことJ(勧告 1) 

そして。こうした公共放送事業体の財源に

ついて， r可能な限りそれぞれ独自の収入源

(単数あるいは複数)を持つものとし，まっ

たく同一財源をめくって他の公共放送事業体

と競争する必要がないようにすることJ(勧



 

 

   

告4)と勧告した。

これらの原則は， BBCを公共事業体に改組

することを勧告した1926年のクロフォード委

員会以後，伝統にもなったイギリスにおける

放送の考え方をあらためて確認したものであ

る。

そして第 4のテレビチャンネルの組織や性

格，財源については.次のように勧告した。

・公開放送協会 (OpenBroadcasting Author-

I句にOBA)を設立し，第4のテレビチャンネ

ルの放送業務を担当させること(勧告93)

・第 4のチャンネルが もう lつの競争的な

チャンネルへと発展すること，および商業

テレビの第 2チャンネル的色彩が著しく強

pものへと発展することは許可しないこと

(勧告94)

第4のチャンネルは 9 析しいものを新しい

方法で表明する番組の制作を奨励するこ

と。第 4のチャンネルは，公開大学向け番

組を含む教育番組， ITNを含む個々の商業

テレビ番組HiIJ作会社により制作される番組

および多種多様な独立プロダクションから

の番組(若干のものはOBAが制作を委託す

る)を包含するものとする(勧告95)

・第 4のチャンネルは，国の経済情勢が好転

して，われわれが概要を述べたような頒の

放送サービスが実現可能になるまで.山lり

当てを行わないこと(勧告96)

. OBAの経営委員のうち少なくとも 1人は，

教育界において経験を有するものであるこ

と(勧告97)

-放送業務の財政は，ブロッ夕方式広告放送，

さまざまな形式のスポンサ一番組，教育資

金源からの受付金を含む各種の資金源によ

り賄うこと(勧告98)

「革新的で実験的で特有」であること

， OBAは，議会に対し責任を負うものとする

が，番組についてBBCおよびIBAと岡ーの

義務を有するのではなく，むしろ他人より

提供される番組素材の編成・送出機関〔原

文ではapublisher 1として迎用されること。

OBAがBBCなど他の公共放送事業体によ

り提供された番組および公開大学など他の

特定団体により提供された素材を放送する

場合は， OBAは番組の内容について一切の

責任を負わないものとする。一般論として，

OBAは議会が許容する用意がある最大限の

自由を享受すること(勧告99)

， IBAは，放送業務の送信を担当すること

(勧告100)

以下，ウエールズ等イングランド地域以外

に関連した第 4のチャンネルの勧告は省略す

る。

(2)第3の公共事業体OBA設置の意味

IBA/ITVの主張

BBCは， 1960年に設置された「放送に関す

る委員会 (τ'heCommittee叩 Broadcasting)J 

(ピルキントン委員会)の勧告に基づき， BBC1 

を補完する役割を持つ第 2チャン平ルの開設

が認められ， 1964年から 2チャンネルの体制

で放送を行ってきた。第 4のチャンネルの導

入にあたりIBAおよびITV各社による迎盟IT

VAは当然のことながら， BBCと同様に第4

のチャンネルを商業テレビの第2チャンネル

(ここでは以下ITV2と呼称)として与えられ

ることを強く要望した。 ITA(IBAの前身)は，

ITV各社の要求をノすソクに， ITVを補完する

ITV2の新設を政府に働きかけ続けてきた。

商業テレビの第2チャンネル開設は，ピルキ

ントン委員会以後， IBAとITVの悲願であり，
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おのずと期待が高まっていた。

IBAの主張は， ITV2によって「放送のl帽を

広げるJとともに，ピーク時間帯にもっと多

くの真面白な番組を放送する機会が得られ，

視聴者を「気晴らし的な番組からもっと知的

努力を要求される番組J(“from diverting pro-

grammes to more demanding ones.")に向け

るために使用するというものだった。また，

IBAがITVとITV2の2つのチャンネルの編成

権を持ち， 1τvに対し有n完的なサービスを提

供することを主張した。

一方 ITVAは， IBAの主張とは微妙に異な

り，番組の帽を広げてマイノリティにアピー

ルしたいと考えた。そしてITVAは，番組制

作会社であるITV各社には，析しい課題に挑

戦したいと思っている有能なプロデューサー

を数多く抱えているという人的リソースと全

国にある放送施設の余椅から，最も効率的に

新しいチャンネルを提供できると訴えた。

IBAとITVAの両者の主張は 「受信許可料

を財源とする BBCと広告放送を財源とする

IBAの二元体制が，競争しながら公共サービ

ス放送を提供し成功を収めてきた。 2つの補

完的なチャンネルを持って，平等な条何で競

争を行うことが，サービスの向上につながるJ

というものだった。「今の商業テレビは.背

中に片I1掘を縛り付けられた状態で， BBCと競

技しJ，BBCとITVの競争体制の中で， 1チ

ャンネルが2つのチャンネルを相子に競争す

るように強いるのは公正を欠く句というのが，

ITVAの本音だった。 3)

競争の弊害失われる多様性

しかし，アナン委員会は， IBA/ITVの期待

を裏切り，公開放送協会 (OBA)の設置を倒
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告した。 BBCとITVの問で行われている競争

の弊害を排除し，析しい放送サービスを発展

させるためである。

アナン委員会は， 1955年に商業チャンネル

のITVが放送を開始して以後，放送がBBCと

IBAの責任によって提供されるという放送の

複占 (duopoly)の状態が，すでにがんじがら

めに手足を締り，析しい放送サービスの発展

を抑止する兆しを見せているーとj!(況を分析

した。そして， rBBCとITV各社の競争によ

る刺激は，質の優れた番組を生み出すことに

もなっていることを国民の大多数が認めてい

るが，競争には弊害もある」りとし， ITVAが

主張するような良い競争が行われているとは

見なさなかった。

当H寺のBBC放送総局長のヒュー・ウェルド

ンは.BBCとITVの編成の激しい競争につい

て分析した文書を残している。 5)

「も L，BBCの『パノラマj[時事報道番組〕

が午後 8時に放送されるならば， ITVの『ワ

ールド・イン・アクションH時事報道番組〕

は，視聴者が選択できるように，どこかほか

の時間帯で放送されるべきだ。でも実際には，

月限の午後1011寺30分や，火11M日ないし金11M日

の午後10時に放送されてきたが.1968年以後

〔ノfノラ 7 と同じ〕月間の午後 8時に放送さ

れている。最も視聴してもらえるからだ。

『ノfノラマ』がITVの映画と同じ時間に編成さ

れていたら，あるいは『ワールド・イン・アク

ション』がBBC1の映画と同じ編成だったら，

両方の時事報道番組の視聴者は，急激に減少

するだろう。 BBC1とITVは，五分五分の地

位を維持したければ，競争的な方針を採用し

なければならなかった。どちらも 20対80の

地位に目んじる余裕はない。五分五分のポジ



  

ションは.60年代に達成され，それ以後続い

ている」

ウェルドン氏の分析が示すように，競争の

結果，編成の多様性が失われ，祝聴者が選択

できる番組の範囲が制限されることが，アナ

ン委員会が指摘した競争の弊害のlつである。

しかし，こうしたBBCとITVとの視聴者獲得

競争を除去することはできないだろう.とア

ナン委員会は述べている。 BBCの『ノfノラ 7]

とITVの『ワーjレド・イン・アクンョン』の

ような硬派の報道番組の放送は，民主主義社

会の中でさまざまな議論に参加するための情

報の提供として，公共放送事業体のBBCと

IBAに同じように課せられている任務であ

り こうした番組を国民に祝聴してもらう工

夫が，編成の重被となってしまうからである。

競争の悪影響Fを減らす方策として.BBCと

IBAによる被占体ili1Jに終止符を打ち，両者と

は異なる目的を持つ第 3の公共事業体を設け

ることによって，イギリスの放送に多様性と

柔軟性を確保しようとする。これが.IBA傘

下にITV2を設けるのではなく .OBAの設置

という提案の理由である。

競争の弊害:サービスの悪化

また，アナン委員会は，第 4のチャンネJレ

を第 2の商業チャンネjレとしてIBAに与えた

楊合.BBCの2つのチャンネルとIBAの2つ

のチャンネルが視聴者を求めて自滅的な競争

に没頭するだろうとも考えた。 BBCは受信許

可料という財源を正当化するために.BBCが

たとえ望まないことであっても，被占体制の

中で限りなく 50%に近いンエアを求めて商業

チャンネルと競争してきた。商業チャンネル

は，広告主の評価を高めるためにより多くの

rN":新的で実験的で特有」で品ること

視聴者を獲得しようとする。

ITVA (ITV辿盟)は.ITV2が開設された場

合のピーク時の視聴シェアを iITV33%， 

ITV2 11%. BBCl 24%. BBC26%Jという

予怨データをアナン委員会に提出した。委員

会は.BBCがこの地位に満足するはずがなく，

両者の聞の競争は激化するはずで.ITVAが音

楽や読書，産業ニュースなどマイノリティ向

けの番組をITV2で放送したいと希望してい

たが，競争によってそうした番組は姿を消す

ことになり，テレビ・サービスは悪化すると

考えた。

(3)視点や表現の新機軸の保障

では，新しい公共事業体である OBAの使

命は，何だろうか。アナン委員会は 9 優れた

放送の条件として 多様性をあげた。アナン

委員会が .OBAという新しい公共事業体の設

置を勧告したのは.複占休ililJによる競争の悪

影響を胡除するだけでなく.i多人極的であ

り.さまざまな価値観が存在する社会の多様

性を反映する」には，多械な公共事業体によ

る放送の提fAが必要だと考えた。しかし，第

4のチャンネルを単にもう 1つの放送表現の

場として追加するのではなく，また，放送の

「多様性」という言葉の意味を，番組編成の

幅の広さとはせず，第 4のチャンネルに，思

想表現の新しい形態と新しい方法を育て上げ

る苗床とさせ，新しい種類の放送を送出する

門戸を聞く役割を託した。それが.i第4の

チャンネルは，新しいものを新しい方法で表

明する番組を奨励すること。既存の番組制作

会社だけでなく，多積多様な独立プロダクシ

ョンからの番組を含める」という勧告につな

がっている。
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アナン委員会はまた，第 4のチャン不ルが

放送する番組を 3つのカテゴリーに大別した。

lつは.公開大学 (OpenUniversity)向けの

教育番組，次に.ITV番組ffjlJ作会社による番

組，そして，独立プロダクション制作の番組

である。

アナン委員会は，独立プロダクション制作

の番組が，多様性と新しいアイディアをもた

らすものとして，これを特に重視した。実際

に，どのような番組が新しい主題で 何が新

しい方法であるのかについて.委員会の報告

書の中でピタリと言い当てている部分はな

い。アナン委員会にとって最も重要な目的が，

1990年代までを見越した新しい放送の将来を

考える上で.BBCとIBAによる硬直的な被占

体制という桝造を改革し，新しい息吹を入れ

ることだったためである。

こうした考えに強い影響を与えたのが，

BBCの職員を中心とした放送職員辿照(ABS)

の意見を代弁するアンソニー スミス氏の

「全国テレビ放送基金 (NTF: the National 

Television Foundation) Jの提案だった。スミ

ス氏は.1960年から 1971年までBBCの時事

報道番組を制作した後，オソクスフォード大

学で 5年間の研究生活を送り 1974年に英国映

画協会 (BFI)の理事に就任していた。

スミス氏は.BBCとIBAによる放送の被占

体制について， i放送というものは，文化的

表現の支配的な形式でかつフォーラムとなっ

てきているのにもかかわらず.BBCやIBAの

主たる助機が奉仕すべき文化の強化ではなく守

自らの生き残りとなっているような機椛に放

送が押し込められている」日と批、FlJした。

全国テレビ放送基金は，放送担当相の承認

を得て任命される信託者によって運営される
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が，自ら番組ffjlJ作者を抱えず，独立プロダク

ションの制作者や，これまで自分の関心テー

7 を表現することができなかったような個人

や組織など，誰にでも聞かれた番組提案がで

きるようにする。基金は，劇場の監督者の役

割を演じ守番組の質と番組がどの立場で制作

されるのか，という点に責任を持つ。

スミス氏は，日刊紙のGuradianに寄稿しー

こうしたチャンネルが誕生することの意義

を，第 lに全国テレビ放送基金の存在と誰も

が放送にアクセスできることが，イギリスの

テレビにこれまでよりも大きな多様性の雰囲

気を作り出す。物事は 今までのような方法

でなければならないことはない，というメッ

セージを永遠に提供する，と主張した。そし

て.第 2に，全国テレビ放送基金が，専門的

なコミュニケーション者〔番組制作者]とい

う少数のエリートと，放送事業者が本来奉仕

しなければならない市民との関係を再調整す

る。この再調盤とは，放送の専門家が大勢の

市民〔視聴者〕を楽しませる，という[一方

向的な〕関係から，市民の意見がもっと実際

に反映される〔双方向の〕関係へ変えること

を意味している。テレビは，白才能'への関心

を滞れさせ，もっとコミュニケーションをと

るようになるだろう，とEEっている。 'j

(4)政権交代の中での妥協

労働党政権による放送白書

アナン委員会の勧告を受け.労働党政権は

1978年7月に放送白書81を発表し，チャンネ

ル4に関し次のような諸提案を行った。

'OBAを設置し，第4のチャンネルにおける

新しいサービスの監皆機能をもたせる(2 

項)



. OBAは，自らは番組を11副作しない(15項)

・第 4のチャンネルのサービスには，公開大

学向けの番組を含め 9 教育的な番組を含め

るべきであること。特に 現行の 3つのテ

レビサービスでは適切に要求が満たされて

いないような人々のために.少数者の好み

や関心に応、えるような番組を含むべきであ

る(12項)

・第 4のチャンネルは， 1隔の広い多種多総な

資源から生まれる番組を含むべきである。

特に守現行の放送組織以外からの番組制作

者の番組を含まなければならない。第 4の

チャン不ルは特有の析しいサービスを開発

すべきであると望まれるが，短期的には.

現行の資源に期待する必要がある(14項)

. IBAが第 4のチャンネルの技術支援と送信

を行う。番組制作・送信等の費用は，当面

政府が支援する (20項)

'OBAは.IBAに対し.ITVシステムに影響

を与えるような取り決めや補完的な編成の

可能性について，意見を求めなければなら

ない (24項)

政府は， OBAを設置し.第 4のチャンネル

が.現行の 3つのチャン不ル (BBC1，BBC2， 

Iτ'V)に満たされない人々に向けた番組を提

供するために.析しいサービスを誕生させよ

うという政府の意思を示した。アナン勧告で

商業テレビの第 2チャンネルを許可されなか

ったIBAやITV各社は，勧告発表以後 政府

に対しアナン勧告を無視するように働きかけ

ていた。従って，この政府案に両者が進んで

協力する意思は示さず，番組供給や広告放送

の管理という運営団での困難が予恕された。

また， OBAに公的資金を投入しなければなら

ない財政面について，労働党内部でも疑問が

「革新的で実験的で特ヰiJであること

持たれ9) 翌年の総選挙を控えて，第 4のチ

ャン平jレ設置のための法制化は中断された。

IBAの子会社としてチャンネル4誕生

1979年5月総選挙に勝利した保守党のサ y

チャ一政権は，クイーンズ・スピーチで 10)

第 4のチャンネルについて簡単に方針を示し

た。それは， IBAの放送免許を延長し， IBA 

に，第 4のテレビチャン不ルに関する責任を

与える法律を提案する，というものだった。

これによって.アナン委員会のOBA桝恕は，

完全に消滅した。

そして，サッチャ一政府は放送を所管する

内務相に.ウィリアム・ホワイトロー氏を任

命した。

ホワイトロー氏は，保守党が野党だった頃

に， I保守党としては， IBAに第 4のチャン

ネルを任せたPo効率的に第 4のチャンヰル

を誕生させることのできる11ftーの機関だから

だ。 IBAには経験があり，第 4のチャンネル

をスタートさせることは，経済的にみて他に

はできないと考えた。しかし，独立プロダク

ションやその他の利益が，そのチャンネルに

反映されることを保附するため 別個の組織

で監督されるべきであるJ11)などと保守党の

姿勢を述べていた。こうしたことから， IBA 

に第 4のチャンネルの監督権限が与えられる

だろうと予測されていたが， ITV各社はどれ

だけの既得権が認められるのか その点に関

心が集まっていた。

ホワイトロー内相は， 1979年9月にケンブ

リソジで開催されたロイヤル・テレビジョ

ン・ソサエティの年次大会に出席し，内相就

任後初めての公式的な講演を行った。この誹

演内容は，翌年の 1月に審議される放送法に
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対する事実上の政府方針と受け止められた。

fわれわれが求めているものは，チャンネ

ル自体が特有のサービス (adistinctive ser-

vice)を提供する第 4のチャンネルであると

いう立場から始めることにする。

このチャンネルで，特有のサービスが放送

されるとしたならば.それは現行のチャンキ

んでは適切に提供されていない好みや関心に

アピールし.刺激するような番組に迷いな， " 

そう煩いたい。

次に.この新たなチャンネルがニュース・

サービスを提供することを願っている。現在

ニュース・サービスは非常に費用が高くつく

ため.日月らかにリソースがあり評判の高い

ITN (蕗業テレビ向けのニュース番組制作会

社〕の仕事であろう。そして私は，第4のチ

ャンネJしがニュースに対し新鮮なアプローチ

を行う場を提供すると確信しているρ

次に さまざまな種類の教育的番組のため

の1時間を設けることは正し， " 

それでは.第4のチャンネルの番組はどこ

から来るのか。 3つの主要な資源があると思

う。ネァ トワークに番組を供給するITV各社.

地域番組を制作するITV各社.そして独立プ

ロダクションである。そして‘これらにITNと

教育機関が加えられる。しかし‘第4のチャ

ンネんは.ネットワーク各社に支配されては

右呂志い。

独立プロダクションの制作者が，最も重要

な役割iを持ち.チャンネルに価値ある番組を

供給することができる包 5!1i立プロダクション

の1M作者たちが.彼らの番組圭放送する機会

を持つことだけが重要なのではなく，彼らが

販売するものに公正に突渉を行った結果得ら

れる価格を受け取ることも重要である。
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第4のチャンネルの番組の購入と編成の取

り決めは，ITVlのものと切り離す必要があ

る。独立プロダクションの制作者に委託する

番組について適切な財源が保障されなければ

ならなP，第4のチャンネルの予算は.その

チャンネルで放送される広告奴入にょうて治

められる必要はない。JI:引

ホワイトロー内相が明らかにした政府の方

針は， BBCやIBAなどITV以外の関係者には

歓迎された。 ITV各社の中でも，特にピ y

グ・ファイ 7 とH干ばれるITV各社にとって

は，第 4のチャンネルを自らの収益を拡大す

るチャンスという期待を裏切る方針だった。

そればかりでなく，政府は逆に，独立プロダ

クションを重視する方針を示し， ITVIの影響

を抑制する取り決めを求めた。

この講演後，直ちに内務省とIBAの問で話

し合いが行われ，次のような合意に至った。

l第4のチャンネルは， IBAの子会社であり，

ITVの子会社ではない

2. ITVが提供していないテーマや形式によっ

て番組の帽を広げる編成とする

3.独立プロダクションの番組制作者による番

組について.かなりの本数を所有し，放送

する

4番組制作の上で革新性を奨励する

5.適切な畳の教育番組を提供する

6. IBAの審査の下， ITVの編成と第 4のチャ

ンネルの編成を調盤する

内務省は， IBAの子会社をTheChannel 

Four Television Company Ltd (以下チャンネ

)1.-4社と省略)としてIBAが100%所有する株

式会社とすることを決めた。この考えは，内

務省の願問弁護士から提案された。親会社と

子会社の関係は企業法で認識されるので，正



確な関係を法案の中に書き込む必要がなく，

これによって議会での批判を少なくすること

ができるだろうと考えられた。また，こうし

た関係ならば，今後IBAが時聞をかけて適切

な関係に発展させることができるとも考えら

れた。 13}

また，内務省は， ITVがサービスを犯l占し

ないようにするために，法案に次のような対

策を盛り込むことを明確にした。

・第4のチャンネルについては， ITVでは一

般的に満たされない趣味や関心にアピール

する番組や教育的な性怖の番組を適度に放

送することを義務つける

， IBAは.番組形式や内容に革新と実験を奨

励しなければならず，第 4のチャンネルが

それ自体特有の性格を持つことが求められ

るため，放送番組の相当量はITV番組HjlJf"
者以外から調達しなければならない

こうした方針を明陥にし，政府は，子会社

の役員の任命権をIBAに与えるなど，第 4の

チャンネルの組織や監督システム.番組方針

の決定を， IBAの裁量に大きくゆだねる方法

で進めた。

IBAは， 1980年に第 4のチャンネルの番組

に関する方針 1.1}を発表した。チャンネル4の

原型を示すために句少し長くなるが，紹介し

ておきたい

f第4のチャンネんは.これまで番組制作に

携わりたくても機会のなかった人キのために

場所を提供することによって，テレビにおい

て新鮮で実験的なものを育てることを期待さ

れている。形式や内容.あるいは展望であろ

うと.革新を求めることそれ自身は新しくは

ない。しかし，第4のチャンネルが加わるこ

とで追加の放送時間が可能となり，視聴率を

rlf'i析的で実験的で特有」で品ること

あまり気にしなくてすむことにより.娠しい

才能を導き出し.創造的な述携を促し，現行

の放送サービスでは今のところ送出する場所

がないようなアイディアを開発する.そうし

た機会が提供されるj

rffJ' 4のチャンネルは，現行のITVサーピス

を補完したり.逆に補完されたりすることを

呂指している。補完位は. 2つのことを意味

している。いくつもの共通の接点を持ちなが

ら， 2つのチャンネルの編成の合理的な選択

般を提供すること。そして，視聴者の最善の

ヰ11採にかなう編成を共同で調墜しあって利用

すること.であるJ

IBAは，番組編成について，教育的な番組

に放送H寺間の約15%を当てること，ニュース

とニュース解説の放送では，特有の形式を考

案すること，少数民族や職業的に社会から阻

害されている人キに向けた番組を増やす，と

述べた。そして， IBAは日、ま，高度な理想

がフアソショナブルな時代ではない。拡大や

発展よりも，生き残りに優先権があるように

思えるかもしれない。しかし，それは永遠の

ムードでは有り得な¥'0 (BBCともITVとも

明確に区別された新しい使命を持つ〕第 4の

チャンネルが，既存の 3つのテレビサービス

よりも，視聴者の知識や経験の拡大に貢献で

きるだけでなく，社会に真実の貢献を行うこ

とができるということが， IBAの信念である l
と主張した。

第4のチャンネルを開設する法律はほぼ原

案どおり， 1981年に成立し， 1982年秋の放送

開始に向けて最終段階に入った。
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図1 チャンネル4の組織図

アナン委員会からの変質と変わらないもの

アナン委員会は， BBCとIBAの複占体:IMに

よる競争と放送における閉塞状態を打破し，

析しL吋lilJ作者に表現のfJ>lを与え，開かれた放

送を目指した。このためのOBA設立構忽は，

労働党政権の下で実現されるかに見えたが 9

保守党政権はこれを否定し，第 4のチャンネ

ルをIBAの監督下で運営することを決めた。

これによって，イギリスの放送界における

第4のチャンネルの位置づけは，一見して

BBC経営委員会のもとにBBC執行部がBBCl

とBBC2の2つのチャンネルを行っているこ

とに対し， IBAのもと， ITVと第 4チャンネ

ルの 2つのチャンネルを行うという.従来の

二元休:1削を表しているようである。また， B

BCが， BBClとBBC2の補完的な関係によっ

て，祝聴者の選択肢を増やしてきたが， lBA 

も番組方針の中で， ITVと第 4のチャンネル
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の相互補完的運用を示した。こうした点は，

アナン委員会の目指した放送体制ではなく，

むしろ，表面的にはIBAとITV各社が議論の

開始当初一丸となって求めたITV2の提案に

近い。

これらの点は守新たな公的資金を投入せず

に，第 4のチャンネルを開設するためには経

済的に実行可能であったこと，第 4のチャン

ネルをIBAの監督下に置いたことによって.

ITVとの利害の調整を考慮しなくてはならな

かったことから，当時の状況で考案される合

理的な判断だったと言えるだろう。しかし.

lBAは，チャンネル 4社の役員会のメンバー

について， ITVのピ yグ・ファイプ(有力 5

tUの影響力を抑える桝成を行った。 ITVは町

役員の過半数をビソグ・ファイブの社長等経

営幹部で固めることを要求した。これに対し

IBAは， 13人の役員の中でITVからの代表を

4人に限定し，さらに社長クラスは 3人，番



  
 

 

組現場の責任者 l人という枠を設けた。この

結果.LWT (London Weekend Television). 

Scotish. Angliaの3社の社長およびYorkshire

の子ども向け番組部長を選出し，事実上ほぼ

ビッグ・ファイブ151を締め出した。逆に，

全国テレビ放送基金を唱導したアンソニー・

スミス氏やサラ・モリソン氏!olのほか，独

立プロダクションから 3人を迎え会長には，

テレビ業界には無縁だった労働党前産業相の

エドモンド・デル氏を，副会長には映画業界

で著名なリチヤード・アツテンポロー卿を任

命するというバランスをとった。

OBA設立梢想は，組織論としては認められ

なかったが，第 4のチャンネルについて「忠

怨表現の新しい形態と新しい方法を育て上げ

る苗床となると共に，新しい樋煩の放送への

門戸を聞く」という性格や任務は，議論の過

程の中で変質せず，強固な基礎を与えられた

と考えられる。

また，独立プロダクションに活躍の場を開

くというアナン委員会の勧告は，チャンネル

4を誕生させた保守党政権によって実現し

た。保守党の観点から見れば，独立プロダク

ションを活用させようという考えは. Iもと

もと休制打破の左翼的な発想から生まれたも

のだ。しかし，それを，現実的には自由市場

へ切り替える重要な挺子の lつにしてしまう，

というメリットをチャンネル4はもたらしたJ
という見方もある。 li)サ yチャ一保守党政権

は，アナン委員会後の次の改i~~で，規制緩和

の路線に沿って，商業放送制度の大改革を行

った。その中で，放送産業の拡大をねらい，

商業テレビ放送だけでなく.BBCにも放送11寺

聞の25%を独立プロダクションへ制作委託す

るという義務づけを行った。

rN!ι新的で実験的で特有」であること

しかし， Zのアナン勧告によるチャンネル

4の性絡つけは，番組を制作する意欲があっ

ても なかなか仕事をもらえない独立プロダ

クションの番組制作者にチャンスを与えたこ

とと同時に.ITV各社に属する番組制作者に

とっても，自己表現のチャンスとなった。

ITVは.ITV各社が制作する番組で全国才、

ソトワークを形成していたが，事実上ピ y

グ・ファイブと11'['ばれるグラナダなど一部の

ITV祉がililJ作した番組にネ yトワークが独占

されていた。そして，大衆志向の編成方針に

制られ，自由な発想の番組制作ができないこ

とに不満を持つ番組制作者がITVの中にも存

在していた。

初代チャンネル 4社長のジェレミー アイ

ザック氏によると，独立プロダクションの人

たちの発想は良いが，まだ11M作能力が未熟な

状況の中で.ITV内部で満足していない人た

ちが，今までにない析しい番組を制作しよう

というチャンネル 4の方針に喜んで協力して

くれ，事実上，チャンネル 4の基盤を支える

ことになった。

1981年放送法第 1部

第11条第4のチャンネJレの性格とITVとの関係(略)

(1) IBAはI 第.jのチャンヰルで放送される帯組

について I 次のことを確保する義務を持つ。

(1)-(a) ITVでは一般的に要求を訓たさない哨好

や関心に訴える番組を提供する

(1)ー(b)教育的性格を持つ番組をJJW¥する
(1)-(c)放送番組の形式と内容の而で，中折的で

品り実験的で品ることを奨励する

全般的に第 4のチャンネルに特有の性格を与

えること

(2) IBAは.ITVと第4のチャンネルを提供する

に当たり 次のことを確保する義務が品る。

(2)-(a)それぞれのサービスが 主題における泊

切なパランスや!隔の広さを臨保する
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(2)ー(b)2つのサービスの問で 題材について迎

切なパランスを確保する

第12条第4のチャンネル向け番組の提供

lBAは 第4のチャンネルの放送番組選定に当た

って.次のことを雌保する義務が品る。

(3) ー (b) 第 4 のチャンネルの放送番組の相当な~M

合 (asubstantial proportion)は ITV番組制作

会社やその傘下に品る会社以外から供給される

2. チャンネル4のサービスの原型

チャンネル 4の財源は，広告放送収入とす

ることに決定された。 ITV各社がチャンネル

4の広告放送時間をそれぞれの免許地域内で

独占的に販売する見返りに， ITV各社は

IBAが毎年決定する「サブスクリプション」

と呼ばれる拠出金をIBAに納め， IBAを通じ

てチャンネル 4社に資金が供給されることと

した。この方法によって，放送の財源である

広告放送収入をITVとチャン早ル4が奪い合

うという競争も回避することができると考え

られた。

こうしたチャンネル 4のセイフガード的財

源の取り決めは，財政的保障と同時に，チャ

ンネル 4の編成を広告販売と切り離し.放送

で規定された任務を遂行する編集権の自由を

保障した。

(1)チャンネル4の編集方針

チャンネル 4は， 1982年11月2日に放送を

開始した。

では守チャン平ル 4は， I革新的で実験的

な視点や表現方法を用いた特有のJサービス

任務をどのような編成方針で臨んだのだろう

か。初代社長 (ChiefExecutivelジェレミ

ー・アイザック氏が語った一文をここで再掲

したい。 18)
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1. ITN (インディベンデン卜・テレビニュー

ス社)の提供により，イギリスで初の1時

間ニュースをデイリーに編成する。単なる

，]r件の後追いに終わらず高級紙に負けな

L、突っ込んだ背景分析に力を入れるほか，

従来怪視されてきた労使関係，科学技術，

芸術，外国報道機関の論調の紹介，などを

精力的に行う。

2非主流的な立場や少数的意見の持ち主たち

の観点を反映するニュース報道番組を，

ITN以外の独立プロダクションの手で制作

提供させる。

3. o/エークスピアから不況問題まで，家庭内

紛争からセ yクスまで，園芸からコンヒ。ユ

ータまでと，広い意味での成人教育番組を

多彩に編成する。

4インターナショナルなテレビを目指し守ハ

リウッド制作だけでなく，第三世界の作品

を含めた世界中の外国映画を放送するほ

か，聴力障害者サービスを兼ねて字幕付き

の原語版放送にも力を入れる。

5.既成のテレビに背を向けている 15歳以上の

若者たちのために，彼らの関心や好み，生

活スタイルを反映する番組映画音楽

を，彼ら自身の制作によるものを含め，多

数放送する。

6.イギリスが多くの人組・民族・文化からな

る多元的社会であることをかんがみ，黒人

やアジア人のコミュニティー向け番組を編

成するとともに，カリブ音楽紹介やアイル

ランド人の歴史など，多様な文化遺産や多

元的な物の見方を紹介する番組を放送する。

7体制やコンセンサスの外にあって，フィル

ムやビデオを作っている人たちからの作品

提供も含め.既成のテレビ会社や映画会社



 

  

 

  

  

  

以外の独立プロダクション.中小プロダク

ションからの作品調達や番組委嘱を重視す

る。

8.政治的主流に属する人たちだけでなく，非

主流や非中道の立場，既成の価値問に挑戦

し異を唱える人たちの意見や視点にも日を

向ける政治番組，オピニオン番組を用意す

る。

この編成方針が20年以上前に苦かれたもの

とは考えられないほど，今に通じる新鮮さを

持っていると感じられないだろうか。アイザ

yク氏は当時をJ辰り返り，放送法が非常に幅

広い言葉で表現をしていることにより 放送

法で規定されたチャンネル4が示す特有なサ

ービスをITVとは述うものを目指すと解釈し

自由に編成できたと言う。 191

(2)チャンネル4の番組編成

こうした編集方針は，番組で具体的にどの

ように表現されたのだろうか。放送開始第 l

週の編成表を別表で掲il世した(表 1)。

初日の番組について，それぞれ紹介しよう。

Countdown :クイズ番組。出場者が決めら
つづ

れた時間内にアルフアベットの綴り変えを競

L、合うゲーム。教育的要素を持った娯楽番組

で，午後 4時台のティータイムに，母親や子

どもたち，高齢者向けの番組を放送するのは，

当時としては新しいアイディアだったという。

この番組は，現在も月11Mから金曜まで毎日午

後4時15分から放送されている長寿番組であ

る。

Preview Four :チャンネル 4を紹介する番

r !'I'i新的で実験的で特有」で品ること

組。

The Body Show :すべての年齢層を対象と

したフィットネス番組で，チャンネル 4が放

送した初の教育番組。放送に関辿したリーフ

レットを希望者に無料提供した。

People's Court :アメリカからの輸入番組。

ロサンゼルスの地方裁判所で裁かれるはずの

実際に起きた事件を原告と被告の同意を得

て，テレビの中で解決するという番組。この

番組フォーマットは成功し，ヨークシャーテ

レビがその後 この番組のイギリス版を制作

した。

Book on Four 文学について議論をする教育

教養番組の lつ。初回では，戦争に関する著

作の価値と危険性を議論した。

Channel Four News 月限から木昭にかけて

毎日放送する50分のニュース マガジン番組。

現在も同じ時間に編成されている。当時，

BBClとITVが30分のストレート・ニュース

を放送していた中で，アイディアは画期的な

ものだったが，低予算とストレート・ニュー

スしかffilJ作したことのないITNの経験不足で

視聴者をひきつけることはできなかった。 l

年後に立て直しを図った。

Channel Four Comment :国会議員や一般の

人々などが.11寺事問題についてコメン卜する

ミニ番組。 ITNには，視聴者に信頼されるニ

ュースは，決してコメン lで汚されてはなら

ない純粋さを保つべきだ，という哲学があり，

この番組の制作当初は，チャンネル 4の方針

NHK欣送文化研究所年制的 1 193



表 1 放送開始第 1週番組編成表(1982年11月2日-11月B日)

火 水 木 金 土 目 月

13時
Nacline Gordimer 
(インタビュー)

14時

Hel1's Angels 
Matin巴e(rom 

(映削)
15時 thcMet: 

Idomeneo 
(ニューヨークの

メトロボリヲンー

オベラからの

16時 '1'椛)

Passwonl 

Countdown 111(' Mun~!c円 (クイズ)

(クイス)
Counldown Countdown (広からの Countdowll 

l出入*.ラ-':/'1-;7:)

17日寺
Previcw Four [Cア，mニ""メnのtvloftT咋，，'】 Carloon Worlrl 

srooksicle 
Carloon World Prcview 

Tho トBネouスy( 51101V Everybody Hcrc 
官1CBody 5how Ivlaking the Most 

フィッ 拍fi) (子ど也向け) U S Football of (レジ十一)

Peop!c's Court 111(' Cul Pric(.' 111cTut】E
Union Wor・lu

(スポーツJ、イライト

ComcオdyコSメhow People's Court (-;'i'出マガン/) (1tl コ"'，メデVUf1ー"ドqラマ)

18時
(教斑娯!!In (スFジデ" ('Ji'働相合問題)

Book on FOllr I..uck拍Y(Fヨf凹1f3F，ltlt骨I咋Ar). lq Inr TOI(n文hk化ehaぷltcmrt何g Ron A Wcck in FJCl' 1111." rr('~~ Coping 
(鞄育主主i'k) 文) Politics(政治) [ヲfプ.(ン7ビュー) (京協問題)

Channcl Four Prcvicw Four 
Chann巴IFour Ch日nnclFour Chunnel FOllr News Channcl four 

19時 News (ニュース) Ncws News Doble Bil1 Nicholas News 
Thc Fridav (う|とパラ工テ(-) Nicklcby 

Channel Four Comment Altcma山c(開祖)
Baryshnikov (ロイヤルー

Brooksid巴 Family Spccial 00 Broadw8v シェークスヒ7・

Brookside 
(シリース'ドヲマ) Ma't soyce 1¥'I('elS Dcep Roo¥s Music (脱却) カンパニーの

Basl{巴tball
20時 純白rI'f{t)

刊 ePaul Hogan 1WentyTwenty Ihe Dall且sCowboys (トキュメンヲ1)-)
An Evening 

(スポーツ)

Show {コメディー) Vision (冊泊) (ドキュメンタリー) withM拙 ¥Vall

Sx renioしi f氷たrr，映の，c小師o説)u mを円
(1味合巾判1;)

Opinions 

Film Four: First Love : 
IJ1+E 17 lニ

p，巴asurcPlaccs τO11e I1eIU(tlEg|1I1匹iClEnt 
Follow Up to (視 r~~者聖加)

21時
Wnltcr P'tangYang 11Fnt12E l旧l制'.111限r円] 可 (ドキュメンタリー) 高 the Animals Film 

Going Out (筒
(討拍)

(1*岡) Kipperbang 
百leAnim日lsFi1m

見I!I人のヨ抗) (シリーズドラマ)

(映耐)
1曲物量袖に1%する

r'nI"，lico 
百lCPnul Hogan iプ '.h'JL からもり枯人口 ~lil

111p Comic SRtrvlE p 峡間) Show Scarfacc Whatcver 
22時 rr~ ，;rnt;..... . Fi，.c Go 

(映画) YouW日n!M~~ in D日開ct(品ií~)
Woodslock {， .. ラエティー)

官官 Raving Voiccs (60年代のロック

se8uties (日t，li市) ブェヌティ1¥)[...0)

in the Pi山 ，ieM吹岡) Network 111e Eleventh 
23時 (フィルムドラマ) ( ，，1)ウyドIりI!I国) HoUl" 

Sleeve Notes 
(剛悶)

crr.出}

24時
The Aveogers 

(ドラマ)

t'II~処rBROADCASTJ ]!ltl2(下1IJ! IIIり
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と対立した。しかし，結果的には， Iつのア

クセヌ番組として画期的な存在となった。初

回の放送は，王立国際問題研究所のデヴイツ

ド・ワ y 卜所長が出演した。このミニ番組枠

は現在も続いていて，例えば， 18年ぶりに労

働党が政権に返り咲いた1997年の総選挙の前

には， WThather's ChirldrenJというミニ番組

シリーズを編成し，サッチャ一政権が誕生し

た1978年に全国で生まれた若者たちが社会に

対する考え方を語る番組を放送した。

Brookside リノtプールの郊外に住む一家の

生活を描くシリーズドラマで，週 2回の放送

で始まった。 BBCIのrEastEnderdやITVの

fCoronation StreedとL、った看板シリーズド

ラ7 に並ぶもので，徐々に人気を憎した。

2003年10月まで放送が続いた。

The Paul Hogan Show :地元のオーストラ

リアでは，常にトップ10をキープする人気コ

メディ一番組。ポール・ホーガンはその後.

映画『クロコダイル・ダンディ』で俳優とし

て人気を陣した。イギリスでは，アメリカの

コメディ一番組が人気だが，革新的で特有な

サービスという条件を満たすためにオース l

ラリアの番組を輸入した。

Film Four 初年度20木の制作を委託した映

画作品の第 l回は， rWalted。知的|棺害の青

年にのしかかる現代社会のさまざまな問題を

描く野心作。両親の愛の助けと本人の努力で

生きてきた主人公ウォルターだったが，両親

の死後，彼の行動や言動は.医療・ソーシャ

ルワーカーには理解されず，精神病院に収容

されるという結末を迎えるストーリーである。

「市析的で~験的で特有J であること

The Comic Strip :若者向けの漫才番組。ロ

ンドンの劇場で実演されている辺才を放送す

ることで，全国的な漫才スターを生み出した。

In the Pink 有名女性の輝かしい人生を描く

番組で，年齢の異なる 3人の有名女優が演じ

た。劇場で上演された内容のテレビ版。

こうした番組のラインナソプで夜11時50分

に初日の放送は終了した。翌朝の新聞も「思

い出に残る一夜J(Guardian)， Iチャンネル 4

の親しみのあるイメージJ(Daily Telegraph) 

と肯定的な記事を掲載し，当日の視聴シェア

は6目6%を獲得した。しかし，その後低迷し

翌年の83年2月には3.7%にまで減少した。

チャンネル 4の「革新的で実験的な視点や

表現方法を用いた特有な」サービス任務の遂

行は，ともすると， 1981年放送法第4条(1)ー

(a)一般的規定「品位に背く事柄，犯罪や秩序

を奨励したり公衆に不快感を与えたりするよ

うな事柄が，番組に含まれなL、」に舷触する

危険を常にはらんでいた。

日常の生活を描くrBrooksiddや若者向け

番組では放送祭止用語が頻繁に使われ，批判

を浴びた。また.イギリスの黒人社会の世論

や話題を彼らが取材して報道する fBlackon 

BlackJに対しては，単に黒人は見たくない，

という投書や電話による苦情が寄せられたと

L、う。

チャンネル 4の放送開始ま也ない頃は，視

聴シェアは伸び悩んだ。だが，チャンネル 4

の番組は評価されなかったのか，放送界にイ

ンノfクトを与えなかったのか，というとそう

ではな1'，イギリスの商業テレビが放送を開

始してから50年を記念して出版された IBrit-
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ish TelevisionJ仰を見ると，チャンネル 4の

作品の中から，初年度の1982年では 7つの番

組が取り上げられている。rBlackon Blackj 

rBrooksidd rηle Comic S廿ipjKountdownj 

rThe Life and Adventures of Nicholas 

Nickleby j [ロイヤル・シェイクヌピア カ

ンパニーの 9時間にわたる芝居)fThe Snow-
manj [アニメ)rηle Tubd [ライブ演奏を入

れた若者向けロック音楽の7 ガジン番組〕ロ

翌1983年の番組としては， 6本の番組が掲i披

された。ごの中には， fTreasure HuntJ [ 2人

の出場者が協力して， 45分以内にパズルのか

ぎを 5つ探し出し，正解を見つければ1，000

ポンドの賞金を獲得するというクイズ番組〕

が含まれ，このフォ -7'1トはその後，口V

のUnterceptorj ， BBClのrChallenge Annekaj ， 

r Children in Needjや rPassportjに取り入れ

られた。

この他，チャンネル 4は1987年には，ナチ

の収容所生活を生き抜いた人々の証言で構成

された rShoahjを2日にわたり 9時間，広告

放送を入れずに放送するといった画期的な放

送も試みている。

1988年に就任したマイケル・クレイド社長

の時代には，放送開始10周年を控え， 1991年

4月にrBannedJと名づけ.過去に検閲にか

かり，完全に放送禁止になった物も含め65本

の作品を，監管機関のIBAのアドノマイスを得

て，一部修正し放送した。

この放送の目的を，ノンフィクション番組

の責任者だったジョン・ウィリス氏は， I検

閲は，すべての文化に浸透している。ほとん

どの人は，見せられたり聞かされたりするこ

とに何らかの制限があるべきだと容認してい

るだろう。しかし，ジャーナリストや芸術家
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が自分で見たものを表現する能力に，どんな

制限があるのだろうか。われわれは，視聴者

の皆さんに，検閲された作品をお見せして，

世界中で行われている検閲の原則や実践につ

いて句議論をI喚起したL、J21)と挑戦的な姿勢

を示した。放送された作品の中には， rSecret 

Society:CabineU [放送禁止になったBBCのド

キュメンタリ一番組)， rSex in Our Timej 

〔テムズテレビが1976年に制作した教育番組]

などがある。

(3)チャンネル 4における教育的番組

ここで，チャンネル4が義務つけられた「教

育的性絡を持つ番組を提供すること」につい

て，触れておきたい。チャンネル 4の任務を

規定する放送法の中で句「教育的」がl唯一規

定された番組ジャンルである。 BBCの創設者

ジョン・リース氏の時代から 放送を教育的

に利用することは，放送が提供する公共サー

ビスとして重視されてきている。この原則が

チャンネル 4に義務つけられることは，チャ

ンネル 4が公共サービス放送として存在する

ことの保障でもある。

チャンネル 4は，監督機関のIBAから，全

放送時間の15%を教育的番組に当てることを

義務つけられた。当初， 15%の時間を埋める

ために公開大学用の番組をOpenCollegeの名

前で放送するというアイディアもあったが，

BBC2が公開大学の番組を定時放送Lている

ことで，ダメージを受けているという判断が

監管機関のIBAにあった。 22)教育的性絡や教

育的目的を持った番組で，しかも，視聴者に

見てもらえる魅力的な番組を制作しなければ

ならない。この目的で考えられたのが，チャ

ンネル 4の初代社長アイザ yク氏の番組方針



  

 

 

  

    

  

  

 

の3番目にあげられていた「広い意味での成

人教育番組」である。当時は， adult educa-

tionだが句生涯教育番組と言っても良いだろ

う。そのテー7 は，次のとおりである。

. The Arts and History (芸術/文化，歴史，

考古学)

. Basic Skills (識字，計算，模写技術，消費

者教育)

・TheEnvironment (建築環境，自然環境

自然史，産業考古学，都市問題)

-Health and Family (事故回避，子育て教育，

陣害者問題，退職前後の人々にとっての人

間関係，家族関係，保健教育)

. In and Out ofWork 

. Leisure (レジャー活動，クリエイティヴな

レジャー)

-Science and Technology (新技術のインノfク

ト，技術，エネルギ一保存)

. Social & Political (多文化と開発教育，政治

的経済的教育，社会学研究，女性問題研究，

教育的課題，メディア研究)

・Children'sProgramming 

また， ITVで放送していた学校放送番組が，

1987年秋からチャンネル 4に移行した。この

背景には，朝の時間帯の競争があった。 1983

年2月からTV-amが開局することが決まって

おり， BBCは，刺のニュースワイド番組に続

く編成をより娯楽性を高めるように変えるた

め，その時間帯に放送していた学校放送番組

をBBC2に移行させるという計画を決めてい

た。これに対し， ITVも学校放送番組をチャ

ンネル 4に移行したいと IBAに要望した。し

かし.1983年の段階でチャンネル 4の全国到

達率は低かったため，学校放送番組の移行は，

チャンネル 4の全国到達率が99.2%に高まっ

r #i新的で実験的で特有」であること

た1987年秋から実施された。

融放送の自由化
競争時代の生き残り

サソチャ一政権は， 1985年に， BBCの受信

許可料制度の抜本的見直しを意図した放送調

査委員会.通称ピーコソク委員会を設置した。

しかし，ピーコック委員会は，サ yチャ一首

相の期待とは裏腹にBBCの財源について段階

的見直しを勧告するのにとどまった。しかし，

委員会勧告の基調となったJ;ll.fljlJ緩和政策によ

る放送の市場化は，ピーコック委員会の主張

を取り入れた1990年放送法施行以後，ますま

す激しさを増した。チャンネル 4の1990年以

降の時代は，まさに，生き残りのための競争

の時代だと言える。

， .自立への道

チャンネル4の運営やサービス提供は， IBA

傘下にあるITV各社からの拠出金て、日1iわれる

という，セイブガード的財源の取り決めによ

って支えられてきた。しかし，規制緩和策を

とるサッチャ一保守党政権の放送改革によっ

て，自ら広告販売を行う方向へ変化した。

(1 )独立規制機関による商業放送の規制へ

地上i皮でチャンネル 4が放送を開始した

1980年代にイギリス政府は句直接放送術星

(DBS)の計画と実施，国営通信事業者だっ

たブリティッシュ・テレコムの民首化に伴う

広帯域ケーブルシステムの制度化と，放送メ

ディアの多様化を推進した。こうした技術の

進展による放送の多メディ 7・多チャンネル
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化の可能性を背景に，サ yチャ一政権はBBC

の財源の将来を検討するピーコソク委員会を

1985年に設置し，その勧告を基に， 1990年の

放送改革を実施した。「視聴者への選択の拡

大とJJ131耐震和による産業の活性化，新規参入

の促進」を政策目的として，イギリス政府は

商業放送システムのあり方を大幅に見直す放

送政策を採用し， 1990年放送法を制定した。

90年放送法による商業放送システムの構造

変革とは，これまでBBCと同様に商業テレビ

とラジオの免許の主体であったIBAを解体

し， ITC (インディベンデント・テレビジョ

ン委員会)とRA(ラジオ・オーソリティ)の2

つの独立規制機関を新設したことである。

ITCは 商業テレビサービスに関する免許を

付与し，そのサービスを監督する役割を持つ。

これに伴い.IBAの編集責任の下に，これま

で番組制作会社と呼ばれていたITV各社は放

送事業者となり，競争入札WIJにより ITCから

免許を付与されることになった。

(2)チャンネル4の見直し

商業放送改革は，当然守チャンネル 4の組

織や財源の取り決めにも波及した。 1988年に

政府が発表した放送白書 190年代の放送 競

争と選択，そして番組の質 (Broadcastingin 

90's:Competition， Choice and Quality) Jは，

「チャンネル 4の放送任務は.目を見張るほ

ど成功したものである。こうした任務は，完

全に維持されなければならないH民間部門

によって提供される放送の質の高さ，幅の広

さ，多様性を再強化する必要がある」とした

が.1チャンネ)1.-4の構造的な取り決めは変

化しないままであるべきということにはなら

ない」と述べ，白書の中で次の 3つの選択肢
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を示した02)

チャンネル 4をITVと同級に， ITCが免許

を付与する民間会社とする

-これまでどおり，非営利組織のまま，広告

放送ぞ有料放送，スポンサーシップを通じ

て，資金を調迷する。しかし，チャンネル

4の任務を弱めるようなことに対しセイフ

ガードを提供するために，最小限の収入を

保証する

・チャンネル 4と今後開設される予定のチャ

ンネル 5の聞に，何らかのリンクを設ける

これらの選択肢の間で，保守党問僚の内部

でも意見が分裂していた。放送担当のダグラ

ス・ハード内相は「チャンネル 4を別個のオ

ーソリティーとして設立し，非蛍利会社とす

るJことを提案し，これに対しサッチャ一首

相は，急進的でないと拒否したと報じられて

いる。 2.1)

最終的に，チャンネル 4は.1990年欣送法

によって，現在のような公共サービス放送を

提供する非営利の公共法人のチャンネル 4協

会 (ChanneI4 Corporation)として設置され，

財政的な保障も与えられることになった。ま

た，ここで.81年放送法で規定された， ITV 

との補完的な編成の義務つけもはずされた。

なぜ，商業政送の大改革の中で，こうした

決定がなされたのかを充分説明する資料がな

い。だが，イギリスの商業テレビ史の著者で

あるポール・ボナー氏のインタビューに

チャンネル 4の2代田の社長7 イケル・グレ

イド氏は， 1サ yチャーは守商業放送すべて

を民営化したがっていた。われわれは，チャ

ンネjレ4が自ら広告を販売するごとに満足し

ているが，われわれを株主に渡さないような

機桝が必要だ。なぜなら，株主と公共サービ



 

 

 

スは一致しないからだ。ある日， 1つのフレ

ーズが頭にy宇かんだ。 BBCと競争する公共サ

ービスがなくてはならない。われわれは350

人で公共サービス放送を行っている。 BBCに

は2万3，000人もいる。われわれはBBCより
まと

もJI寄っているのだ。この言葉がサッチャーの

耳に入り，それこそ彼女が聞きたかった言葉

だった」と目目している。

1980年代は， BBCの報道をめぐり，サソチ

ャ一政権とBBCとの聞にいくつもの対立が生

じ，両者の関係が悪化したl時代だった。 1982

年のフォークランド戦争の報道では， I政府の

姿勢を報道せず，フォークランド戦争そのも

のに疑L、を抱くような偏向報道を行った」と

政府から批判を浴びた。また， 1984年から

1986年にかけて放送されたドキュメンタリ一

番組では， 1984年 l月放送の fMaggie's

Militant Tendency jが，保守党内の極右的思

考を検証したことを，保守党議員らが中傷番

組であると裁判所に訴え， BBCは慰謝料の支

払いを命じられたロさらに 1985年の fReal

LivesJシリーズの lつ rAt the Edge of the 
Unionjが，イギリスの北アイルランド統治に

反対し武装闘争を行っていたlRAの指導者の

生き様を取り上げることが，サ yチャ一首相

の耳に入り政府はBBCに放送禁止を求めた。

この政府の介入に， BBCだけでなく民放関係

者も含めた241時間ストライキが実施され，こ

の番組は一部の手直しが行われ放送された。

BBCの報道は反政府的であると嫌悪感を強

めていったサソチャ一首相は 今回の放送改

革をBBCにダメージを与える好機ととらえ， B

BCの受信前可料制度の廃止をもくろんでピー

コソク委員会を設置したが，望みどおりの答

えを得ることはできなかった。グレイド氏の

「革析的で央験的で特イIJで品ること

発言は，こうしたサソチャ一首相の苛立ちに

うまくっけいる意見だったということだろう。

しかし，チャンネル 4が民営化されず，公共

サービス放送として生き残った理由は，チャ

ンネル 4の生みの親と呼ばれるホワイトロー

内相やハード内相.それに続く放送法を議会

で成立させたデヴイ 'j 1、・メロ一国民文化住1

25)ら保守党問f).tの聞に，イギリスの伝統的

な公共サービス放送仰が恨っき，公共サービ

ス放送には，支援すべき，保殺すべき何かが

ある，ということを理解していたためと考え

るほうが良いだろうom

(3)セーフガードからセーフネットへ

一方ーチャンネル 4を迎営する財源である

広告放送は， 1.次送法の改正によって，チャン

平ル 4協会自らが販売することになった。し

かし，これまでと同様に安定した財源を確保

する方策として 次のような取り決めが1990

年放送法第26条で規定された。それは， Iチ

ャンネル 4協会のその年の収入が，全商業テ

レビ放送収入の14%を下回る場合，チャンネ

ル4協会の実収入と全テレビ放送収入の14%

に当たる額との差額をITCがITV各社から徴

集してチャンネル 4協会に供給する」という

ものである。ただし，チャンネル 4協会への

表 2 チャンネJレ4のITVへの分配金
{lOO万ポンド)

チャンネル4からITVへの 広告総収入に対する

支払い チヤノネル4の占有率

!DD3il' 38，2 17 % 

189.1 57.3 19 

1D% 7.1.0 20 

19Du 8i.l 20 

1907 89.9 20 

1~N8 66.0 ワワ

IM1rfチtンネ)1-.' l!J99:r-;，入冊自由」
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こうした補償額は，全テレビ放送収入の 2

%を超えてはならないとされている。

しかし，この赤字対策とは逆に，放送法第

27条では，チャンネル 4協会の収入が全商業

テレビ放送収入の14%を超えた場合は，超過

額の半分をチャンネル 4協会はITCを通じて

ITV各社に支払わなければならないとされた。

この措置は，チャンネル 4が赤字になった場

合に財源を保障する見返りというもので，

「ブランコと回転木馬 (swings and round-

abouts) J協定と表現されている。

(4)財源の独立

セーフ不 y トが採用された1993年以降，チ

ャンネル 4の広告放送収入は14%の境界値を

毎年上回り， 6年間で総額4億1，250万ポン

ド(約820億万円/1ポンド 199円換算)が

ITV各社に支払われた。ただし，最終年度の

1998年度， ITVへの配給は，超過した金額の

半分ではなく 33%と減少されている。いずれ

にしても，当時ITVの3大放送事業者と呼ば

れていたカールトン・コミュニケーションズ，

グラナダ・グループ，ユナイティッド・ニュ

ーズ&メディアの 3社が受け取った金額は句
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合計 31臣、6，420万ポンドにも上った。

チャン不ル 4協会は，イギリス政府が地上

テ'ジタル放送導入を目的とした1996年放送法

の国会審議の過程で，このセーフネットを撤

廃させるためにロビー活動を盛んに展開した。

その結果， 1996年放送法第83条は， I国務大

臣〔文化 メディア・スポーツ相〕が1997年

以降に， 14%の基準値を 0%へ変更すること

も含めた改正を行うことができる」とした。こ

れを受けて， 1997年7月クリス スミスメデ

ィア相は， Iチャンネル 4は十分国民の聞に

定着した放送事業者のため，チャンネル 4の

財源安定策を継続する必要は何也なLリと述

べ， 1年間の移行期間を経て，チャンネル 4

のセーフネットを撤廃することを発表した。

これによって， 1999年以降句チャンネル 4

の財政は完全に独立したものとなった。

1990年放送法

第 1部第2章

25条 チャンネル4免許条件

(1) -(a)チャンネル4の番組は 一般的にチャン
ネル 3(ITV)によって満たされない証叫ミや関

心に訴える事柄について適切な訓告を合む



 

r11'-t新的で~~J!的て寸守有」であること

ント・テレビジョン委員会)27)の調査による

と，地上波，衛星，ケーブル.ADSLの各デ

ジタル伝送路で受信している世帯i数は合計で

1，170万世帯を超え.2003年末には全世帯の

50%がデジタル受信すると見られている。お)

これらの世帯は，地上波では30チャンネル，

術星やケーブルなら200チャンネル以上のテ

レビチャンネjレに按f仙していることになる。

アナログ放送で術星ケーブルの多チャン

ネル化が行われていた最後の年に当たる 1998

年の視聴シェアでは(ITC調査).BBCなど地

上チャンネルのンェアの合計が86.8%に対

し，術星やケーブルで提供されているチャン

ネルシェアの合計は.13.2%だった。しかし，

これが.2002年のデジタル受信世帯の視聴状

況を見ると.56%対44%に変化し，確実に地

上チャンネル:~Itれが起きている。自)

(l)-(b)そうした番組について.形式や内容に

おける析機相11と実験を劉励する

そして，一般的にチャンヰル 4は それ自身

特有の性格を持たされる

(2)-(.)チャンネル4は ti1j-報 I 教育 I 娯楽を広く

伝えるための公共サービスとして提供される

(b)ー([)チャンネル 4の番組は.すべての点で

高い!J;申告維持するが I 特に番組の内容と

質において 高い水憎を維持する

(b)ー(0)全体として I 題材における帽の広さを

維持する

(c)チャン不ル 4の番組の適切な訓告が，教育的

性絡を持つ

(d)チャンネル 4の番組の中で，一|分な11キ聞が質

の高いニュース番組とH判F帯組に与えられる

(e)チャンネル4の干詳細に合まれる題材の適切な

四j告が，ヨーロッノミIllIHドで品る

(f)毎年，チャンネル 4で「算定対象番組」の放

送に山Iり当てられる総時間盈の少なくとも

「規定の制合」が，一定の幅と多様性を持った

独立プロダクションの放送に品てられる

チャンネJレシェアデジ1J}レ視聴①図 3多チャンネル化の生き残り競争2. 

ロデジタル畳1，11世帯

間
聴
シ
ェ
ア
{
%
)

(1 )視聴者の地上チャンネル離れ

イギリスの術星放送は1990年11月にルパー

ト・ 7 ードック氏の衛星放送BSkyBに一本化

され.93年にはイングランドのサ yカー・プ

レミアリーグの独占ライブ放送を中核にスポ

ーツ・チャンネルを有料化L-.本格的な有料

図4 デジ空Jレ視聴②
デジ1J}~受信世帯におけるシェアの減少率

ぷ止ぷ〆/♂
認さ争認総会予3

:;1日目当日
ω-b2 58-D 口公共サービス(/~lIfW

Five Other 
111拠 sARs

Ch1 ITVI BBC2 SSCl 

放送をスター卜した。

98年 9月に地上デジタル放送が開始したの

に統き. BSkyBも衛星デジタル・サービス

Sky Digita1を開始したが，この時点ですでに，

約50チャンネルの多チャンネル・サービスを

受信している世帯は.600万世帯に上ってい

た。つまり，全世帯の約30%が多チャンネル

有料放送を受信していることになった。

そして句デジタルサービス開始から 5年

後の2003年 9月には.ITC (インディベンデ

NHK放送文化研究所叩捌 1 201



 また.番組ジャンJレ別に見ると，デジタル

受信世帯では，宗教番組や報道番組それにド

キュメンタリーなどの公共サービス的な番組

と言われるジャンルの視聴シェアが激減して

いるという調査結果も示されている。四)

多チャンネルを柿成しているのは，映画や

スポーツ守ニュース，娯楽，音楽，歴史，シ

ョッピングなどの専門チャンネルであり守分

散化した視聴者の特定の関心に焦点、を当てた

チャン早ルの集まりである。

方， BBCやITV，チャンネル 4，チャン

不ル 5といったイギリスの地七放送免百lを与

えられた放送事業者は公共サービス放送事業

者として， 1つのチャンネルで報道娯楽教

育教養による総合編成を義務づけられてい

る。受信前可料という財源を保障されている

BBCであれ，広告放送を財源としている商業

チャンネルであれ，財源確保のためには，視
いヤ"ウ

聴者獲得競争に否応もなく組み込まれている。

(2) ITV， BBCの動き

デジタル多チャンネル化は， BBCやJTVに

もそれぞれ大きな変化をもたらした。

ITVは.ネソトワークを柿成する 2大放送

事業者のカールトンとグラナグが，地上デジ

タルテレビの有料放送プラ y 卜フォームITV

Digitalに投資したが， 2002年にはついに倒産

に追い込まれた。その後BBCと送信事業者の

クラウン・キャ yスルが共同で後継免許を獲

得し， 2002年10月末からFreeviewの名祢で無

料の地上デジタルテレビ放送が行われている。

カールトンとグラナダはITVDigi旬lに両社あ

わせて 8f.ii!:から 9億ポンドの投資をしたと言

われるが.その結果がITVの番組制作費の削

減となったと見られている。
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また，祝聴率競争が激しくなる中で ITV 

は， 1955年の放送開始当時から夜1011寺に放送

してきた看板ニュース番組を， 2000年9月に

夕方 6時台と夜11時台に移した。映画など娯

楽番組を夜 9時から 2時間枠で放送し，視聴

者数を稼ごうとしたのがその理由だったが，

これは功を奏さず.逆にBBCが干支9時のニュ

ースをITVが空けた10時に編成怯えしてしま

った。スポーツの放送でも失敗があった。

ITVはサソカー・プレミアシソプのハイライ

ト放送権 (2001年から 2003年のシーズン)を

BBCと競った末獲得したが，二|ニ11M日の午後 7

Hね0分に編成したため，視聴者にそっぽを向

かれてしまった。男性を中心としたサッカ

ー・ファンは，パブでライブ巾継を楽しんだ

iO: ，自宅でハイライトを見るという視聴パタ

ーンをJTVがつかんでいなかったためである。

この 2つの例は，ヒ yト映画や人気サ yカ

ーの試合を放送すれば，祝聴者を獲得できる

だろうという安易な編成が，多チャンネjしの

中で分散している視聴者をとらえることがで

きないことを示したと言えるかもしれない。

こうしたいくつものことが重なり， ITVの視

聴シェアの落ち込みが一番激しい。 ITVの立

て直しは， 2004年に完了するカールトンとグ

ラナダの企業合併による経営の合理化を待つ

しかないようである。

一方， BBCは， 2000年 l丹末に就任したグ

レッグ・ダイク新会長の下で，デジタJレサー

ビスの見直しが行われた。ここでは，テレビ

サービスだけに限って言及するが，現在6つ

のテ'ジタノレチャン平JレをI'i'.って.アナログl時

代からのBBC1， BBC2 そしてBBC3 (若者

向けに BBC4 (40歳代を中心とした文化芸

Wil， Cbeebies (就学前児童向けに CBBC



 
 

 

(小・中学生向け)， BBC NEWS 24 (24時間

ニューヌ)， BBC PARLIAMENT (議会中継)

の8つのサービスを行っている。 6つのチャ

ンネルで 8つのサービスになっているのは，

BBCが与えられたデジタル周波数に|浪りがあ

り， BBC 3とCBBC，BBC 4とCbeebiesがそ

れぞれ午後 7時を墳に lつのチャンネルを分

け合っているためである。

デジタル新チャンネルが年齢層別の祝聴者

を対象としたチャンネルとして新設されたの

は，デジタ)~多チャン不 jレ受信也帯の中で

過去 4年の間に視聴者の大幅減少が起きたた

めである。平均して 10成から15歳の子ども

の視聴者が36%減ったのをはじめ， 4歳から

9歳の子どもの視聴者は31%， 25歳から 44

歳の問でも 17%の視聴者数の減少が起きてい

るという調査結果を基にしている。 31)

また これらのチャンネルの番組は，メイ

ンチャンネルと位置づけられているBBC1と

BBC 2にリンクする編成上の工夫がとられて

L、る。 fylJえは" CBBCは， BBC 1とBBC2で

放送されている子ども向け番組の総称に使わ

れていたもので，今でも CBBCは，両チャン

ネルの子ども向け番組の放送にも使われてい

る。また， BBC 1の若者向け番組の lつ，

iFame Academy J [10週辿統て、勝ちtftきした

若者がプロの歌手になるスター誕生番組〕は，

放送中に若者向けチャンネルのBBC3でお馴
じ

染みのプリゼンターや批評家による，一味ift

った評価を抑入する，あるいは， BBC 2で放

送した映画の後に，ストーリーに関辿した教

養番組をBBC4で編成するなどが，そうした

例である。

このデジタル新サービス言|画を発表する前

に， 2000年6月にカナダで開催されたテレビ

「革新的で実験的で特有」であること

祭で，当時のBBCのテレビ総局長マーク・卜

ンプソン氏が講演した。

「デジタル多チャンネル時代に 人々の価

値観が多様化!-，伝統的な公共サービスの番

組と見なされていたものが，一部の視聴者の

価値観しか代表していないと受け止められる

時代である。視聴者は多チャンネルの選択肢

の中で瞬時にチャンネルを切り替える傾向が

あり，救護教育的な番組の前後に， ドラ 7 や

コメディーの人気娯楽番組を編成して.真面
;jL、也ぅ

目な番組を見せて祝聴者を啓蒙しようとして

も，そうした編成手法は通じなくなる。 ηVO

などデジタルt史術に支えられたノ、ードディス

クを使った録画機やEPG(電子番組ガイド)

の普及により，その傾向は強まる。」

また， トンプソン氏は， I商業メディアの

何値が大きく変動しているH寺代にあって，一

定の質の高さと普通的なある砲のゴールド

スタンダードであることが公共サービス放送

だと考えている人にとって， BBCの番組編成

去に少しでも変化があると，悪い方向に行っ

たのではないかとあら探しをするものだ。し

かし，デジタルH村tlこ存在意義のある放送局

として生き残るのなら，根本的な変化が必要

である」と主張し 批ドIJがあろうとも大きな

変更を試みる姿勢を示した。

トンプソン氏は， BBCのサービスがどのよ

うに変わろうとしているのかを明らかにしな

かったが， I公共サービス放送は，テレビが

世界をもっと良くすることができるという信

念を持って，リスクを恐れず変わって行かな

ければならなLリと語った。

いま， BBCは伝統にとらわれない公共サー

ビス放送へ転換途上にあると言えるのだろう。
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(3)若者向けチャンネルへのシフト

1988年にチャンネル 4の2代自社長に就任

した7 イケル・グレイド氏は.多チャンネル

時代を前に，より競争を意識した編成方針を

とった。

その lつの例が，人気シリーズドラマの

[Brooksiddを週 3回の放送に拡大したこと

である。人気ドラ7 を週に複数回放送する編

成は， lTVの rCoronationStreeUを週 4回，

BBCが [EastEndersjを週 4回に放送を拡大
じkうとう

するなど，視聴者数獲得のための常套手段と

なった。

また，アメリカの人気ドラマ rFriendsjや

[ERjを衛星放送のBSkyBや1997年春に放送

を開始した地上波のチャンネル 5と競い合い，

放送権を獲得した。アメリカでHjlJ作された番

組はイギリスでも人気番組となる，という定

説を無視する形で，オーストラリアのコメデ

イ一番組を輸入したという放送開始当時の方

針から，大きく変化した。そして， 1992年 9

月からは， BBCやlTVによる朝のニュース番

組に対し，著者向けの rTheBig BreakfastJ 

の放送を開始したomプリゼンターの l人の

クリス・エヴァンス氏は，有名なラジオのD]

だったが，地上波のテレビに出演するのは初

めてだった。エヴァンス氏のカリスマ性だけ

でなく，フアソションや芸能ネタを取り上げ，

また女性プリゼンターのポーラ・イエイツさ

んがダブルベソドの上でポ yプスターにイン

タビューするコーナーなどが若者の聞で大い

に支持された。エヴァンス氏がプリゼンター

となった夜の娯楽番組fDon'tForget Tooth-

brushjも大成功となり，チャンネル 4が初

めて10%の視聴シェアを獲得するのに貢献し
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た。このあたりから句チャンネル 4の「特有

な」性格は若者向けのチャンネルであるとい

う色彩を強めていった。

(4)多チャンネルの中のフランドイlニ

Big Brother 

グレイド氏のf去を継ぎ1997年に社長に就任

したマイケル・ジャクソン氏は，チャンネル

4の若者路線を更に強化した。ジャクソン社

長は，わずか 3年余りしか在任しなかったが，

在任中の2000年に，リアリティ一番組という

新しい番組ジャンルの草分けとなるfBig

Brotherjの放送を開始した。

[Big Brothedは，見知らぬ男女の若者10

人が lつの家で9週間にわたり共同生活を送

る様子を多数のカメラでとらえ，視聴者の電

話投票で毎週 l人ずつ家から追い出し.最後

に残った若者が:llt・金 7万ポンド(約1，300万円)

を獲得するという番組だった。インターネッ

トでもホームページが作成され，進行状況の

紹介や，視聴者のチャットコーナー，投票

が行われた。最終回の放送には750万人以上

が投票に参加し，大成功を収めるとともに，

優勝者の男性が，姪の心臓手術の費用に賞金

全額を寄付するという逸話まで提供した。

チャンネル 4は， [Big BrotherJをシリー

ズ化し， 2003年夏には 4シリーズ目を放送し

た。この番組のフォ-"7")トは海外に輸出さ

れ，アメリカ (CBS)，ドイツ (RTL)，スペイ

ン(Telecinco5)，ポルトガル (TVl)，ベルギ

ー (KanaaI2)，スイス (TV3)，オランダ

(Veronica) ，イタリア (CanaI5)などで， 2003 

年に放送されている。

チャンネル 4のrBigBrothedのヒットに

よって，リアリティ一番組が次々と登場した。



 
 

 
 

   

 

 

BBCはrCastawaysj[29人の男女が孤島で 1

年間生活を送る様子を放送J，ITVは rSur-

vivod [男女十数名が孤島で展開する生き残

りゲーム〕守衛星放送のBSkyBは若者向け娯

楽チャンネルSkyOneで也米Foxテレビ:lilJ作の

rTemptation Islandj [数組の男女の恋人同士

がカリブ海のリゾート地で，魅力的な男女26

人に固まれて 2週間過ごし，男女が別れずに

リゾート地を離れることができるかを試す]

などは，その一部である。

テレビカメラを使って若者男女の生活を観

察する「のぞき見主義」と，投票で脱落者を

選ぶゲーム感覚に加え，人間の性行為も思か

なものに見せてしまうかもしれない尊厳の無

さという従来であったら負の要素も多い。し

かし，結末の分からないストーリー，意外な

展開による驚き，番組作りに一役買っている

という視聴者参加などの番組形式上の新機軸

という，正の要素が相まって 若い視聴者を

引き付けた。

有料放送チャンネルFilmFourとE4

チャンネル 4は， Film Fourを放送開始当

初から編成の柱の lつに据えてきた。当時は，

海外販売をねらいながらも，基本的にチャン

ネル 4で放送することを目的とし，イギリス

人の子による低予算の映画ilill作だった。しか

し， 1994年にはヒュー・グランド主演の rFour

Weddings and a FuneraUが大ヒットし， 96 

年にはカルト映画のrTrainspottingjがヒソ

トするなど.ハリウッド映踊とは一味述った

英国映画を世界市場に送り出した。炭鉱の廃

坑や企業の業組不振でリストラにあった男性

たちがストリップショーで復活する rFull

Montyjにもチャンネル 4は出資している。

riW析的で'J.i日史的で特有Jであること

こうした業制を背景に当時のジャクソン社

長は，独自制作の映画や，海外の英語以外の

言語による映画の秀作，映画監督のドキュメ

ンタリーで柿成したFilmFourを97年秋に立

ち上げ，有料放送チャンネルとして衛星・ケ

ーブルで配信を開始した。これに統き，若者

向けの娯楽専門チャンネルE4を2001年末に

新設し.アメリカから l愉入した rER~ や

rFriendsJを地上無料放送よりも先に放送し

たほか， E4のオリジナル番組rBanzaiJをiliiJ

作し，デジタル多チャンネルの中で，チャン

ネル 4の若者チャンネルとしてのブランド

イメージの強化を図った。

(5)チャンネル4の再構築

2002年にマイケル・ジャクソン社長の後任

として， BBCのテレビジョン局長だった7 ー

ク・トンプソン氏がチャン平ル 4の4代目社

長に就任した。 BBCのダイク会長の片腕とし

て，新デジタルテレビサービスを計画したB

BCの中級的人物の 1人である。

皮肉なことに， トンプソン氏が取り組まな

ければならない初仕事が， Film FourやE4を

新設したジャクソン氏の拡張路線による職員

数の肥大化と初めて広告収入が減少した悪状

況の下で，人員削減と組織の縮小を行うとい

う課題だった。チャンネル4は，職員数が100

人に満たない休制で放送を開始したが.グレ

イド氏の時代に650人にまで増え.ジャクソ

ン氏の時代には1，100人に拡大した。チャン

ネル 4は，放送法上，番組制作機能を持たな

L、組織であることを考えると効率の悪さを批

判されてもおかしくなP，

トンプソン氏は，チャンネル 4開始H寺の初

心に戻って直ちにFilmFourを低予算のイギ
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リス映画制作の方針へ転換し，小会社化され

ていたFilmFourを本体の一部に組み込むこ

とによって， 122人の人員を削減した。人員

削減や組織の縮小は 後ろ向きな行助だが，

lンプソン氏のこの取り組みを，放送業界で
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は正しいことと評価している。

デジタlレ多チャンネル化による競争で，チ

ャンネル 4の広告収入がテレビ広告収入全体

に占める割合は20%前後を維持し，祝脱者数

によるシェアも 10%にF古みとどまっている。



  

 

  

このことから.チャンネル 4の運営は安定し

ていると評価できるだろう。これは守デジタ

ル化の中でチャンネル 4の荷者志向が正解だ

ったことの裏付けと言えるかもしれない。

BBCのデジタル新チャンネlレBBC3は，チャ

ンネル 4やE4の存在を強く意識して検討さ

れたことは岡逃いないだろう。

ジャクソン氏の時代に チャンネル 4は

視聴者数が100万人程度だが制作費のかかる

fChanne14 Newsj を週 7回の放送に噌やし

た。 BBCやITV，チャンネル 5といった地上

チャンネルが，メインニュースのH寺聞を変更

する中で，チャンネル 4だけは 午後 7時に

メインニュースを編成する方針を堅持してい

る。

その一方で.アメリカ制作のヒット番組で

ある fFriendsJfERJ rthe West WingJ fThe 

Simpsonsj [アニメ〕などの放送に，視聴率

中心の娯楽主義に走っているのではないかと

批判lの声もあがった。広告業界からはー「チ

ャンネル 4は，革新的であるという任務から

外れ， 16歳から34歳という年齢層に焦点を合

わせすぎたと感じている。広告主には，若い

視聴者をターゲットとするチャンネルがほか

にたくさんあり.そこから選択できる。チャ

ンネル 4に期待しているのは.ほかとは何か

ちょっと述うものだ」却という意見が出てい

る。

初代のチャンネル 4社長のアイザソク氏は，

rBig Brother jが代表するリアリティー番組
子"

を槍玉に上げ， Iチャンネル 4はある特定の

視聴者層を捕まえることに没頭しすぎてい

るj川とJ比'PlしてL、る。

またライバルのITVからは， Iチャンネル

4は，ジャクソンの拡張路線でテeジタル世界

rN":新的で実験的で特有Jであること

の中でメディアブランドという地位を得た。

しかし，今は状況が述う。チャンネル 4は，

本来の創造的な目的に再び集中すべきだ。リ

スクを恐れず，革新的で，しかし競争的では

ないところにJ35)という，励ましのような批

判もある。

トンプソン氏は守 2002年8月23日に，エジ

ンパラテレビ祭で，社長就任後初めて行った

講演で次のように述べた。

「チャンネJl<4のE]{t，Jは.かつてIBAが設

定したことだと信じているρ イギリスのテレ

ビの中で創造的な空間になるρ 新しい考えや

ジャンル.新しい極績の番組が開発できる場

であるρ 新しいタレントや新しい意見を自分

の言葉で見つけることができる場であるρ 線

開lを破ったり.図習1H症を唱えたりする人の

fh自に立つ。おそらく.日常生活て、は出会った

ことのない考えや人々でもって挑戦する。

これは BBCが提供するものとは迷った公

共サーピスである。情報教育，娯楽のドラ

ムビートに対し.実験と別の選択妓になる担'fJ

興のリズムである。 BBCI;t言語nllらしい仕事を

しているが，公共サービスはチャンネJl<4な

しでは改革されなlリ

社長就任から l年たち トンプソン氏は

fERJのような確実に視聴される番組を利用

しすぎて，新しいアイディアや企画を省みな

かった，と反省の言葉を口にし始めた。彼の

考えに基つく新しいチャンネル 4のビジョン

は.2004年からの編成に表れる。

おわりに~公共サービス放送の中核~

2003年 7月に， 12003年放送通信法 (Com-

munications Act 2003) Jが成立した。この法

律は，デジタル技術によって放送と通信のイ
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ンフラが融合する状況に対応し，世界で最も

ダイナミ yクでnJl.争のあるコミュニケーショ

ンとメディア市場を創造する一方，市民と消

費者の利誌を保諮するというイギリス政府の

政策実現在目的としている。

この法律の最大の特徴は，規HilJ監皆機関と

してOfcom(0箇ceof Communications守放送

通信庁)を設立し，融合する放送と通信分野

l二一貫した政策をとることだが，放送通信の

融合時代においても，伝統的な公共サービス

放送を維持することを明確にした点で意義が

ある。

この法律によって， BBC， ITV，チャンネ

ル 4，チャンネル 5を公共サービスチャンネ

ルと定め，今後も引き統き教育的素材や子ど

も番組，宗教番組，科学，国際問題などをテ

ー7 とした番組による総合編成による公共サ

ービス放送を行うことを義務つけている。

一方，この法律によって，チャンネ)1，.4は，

2014年まで有効な免許を付与され.その存続

が保障された(第231条(6))。この法律はま

た，チャンネル 4の運営が，これまでどおり

公共法人のチャンネル 4協会によって行われ

るとし，チャンネル 4の民営化論を排除して

いる(第199条)。さらに，公共サービスチャ

ンネルの免許保有者に対する公共サービス任

務について， ITVJ山城免許保有者やチャンネ

ル5の免許保有者には， r質が高く多様な放

送を幅広く提供すること」という任務を課し

たが チャンネル 4の公共サービス任務は，

上記の条件に加え，次のように規定した(第

265条)。

(a)番組の形式や内容において，革新的で実

験的で創造的であること
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(b)文化的に多様な社会の庖昧や関心に訴え

ること

(c)免許を付与された公共サービスチャンネ

ルが，教育的な性質を持つ番組や教育的価

値を持っその他の番組を放送しなければな

らないという必要性に大きく貢献すること

(d)特有の性絡を示すごと

これら 4つの公共サービス任務は，アナン

委員会の勧告を基に放送法で規定された任務

と比べ内容的にほとんど変化していない。し

かし，視点や表現方法について「革新的で実

験的で創造的」なサービスの提供が，放送法

上初めて筆頭に位置づけられたことに注目し

たい。ここまで.チャンネル 4の形成と生き

残りの姿を検証してきたが，新たに規定され

たチャンネル 4の任務は，イギリスの公共サ

ービス放送の構図の中で 9 大きな意味がある

と考える地主らでーある。

アナン委員会における公共サービス放送議

論は， BBCによる 2チャンネルとlBAによる

lチャンネルの合計 3チャンネルしか提供さ

れていないI時代に，ほかのチャンネルではで

きない新鮮で実験的なものを期待され，チャ

ンネル 4の任務が規定された。少数チャンネ

ルの時代でさえ，広告放送を財源としながら，

「革新的で実験的で，特有の」サービスの提

供は理想論だという意見も聞かれた。今回の

任務は，当時と大きく状況が変化l.-，チャン

ネル 4の任務迷成がさらに容易ではない環境

の中で規定された。

放送のデジタル化によって，多チャンネル

サービスが広く家庭に普及し，視聴者のテレ

ビの見方は大きく変化し，すべての放送事業

者が視聴者獲得競争に否応なく身を投じる状



 

況へと変わっている。乙の時代を踏まえ，新

しい放送通信法では，公共サービス放送の規

制を緩やかな (lighttouch)規制に変更し，ニ

ュース報道番組のピークタイム時編成の義務

つけを取り除くなど.放送事業者の自由度を

高め，自主規制を導入した。

伝統的な公共サービス放送の維持について

手綱を緩め始めたことは，視聴者獲得競争の.め
あげく，どのチャンネルも金太郎飴のような

画一的な番組を放送する可能性をはらんでい

る。チャンネル 4による「革新的で実験的で，

特有のJ，そして今回加えられた「創造的な」

サービスの提供は，こうした可能性の歯止め

であり，チャンネル 4は，広告放送を財源と
とりで

する公共サービス放送の最後の砦的存在にも

見えてくるようだ。

また，これまでBBCに対抗してきたメジャ

ーな商業チャンネルのITVの存在が多チャン

ネル競争の中で弱まりつつある現在，チャン

ネル 4は，公共サービスチャンネルとして，

BBCに対し創造的な刺激を与えるごとが期待

され，その重要性を増している。

チャンネル 4はBBCと述い，イギリスの放

送界の中で，広告放送収入をITVなど商業テ

レビチャンネルと競争する一方，その番組の

質やアイディアではBBCと競争するという，

厳しい立場に置かれていると言える。新設さ

れたOfcomは現在，放送通信法に基づき，イ

ギリスの放送界の中で将来にわたって公共サ

ービス放送の質の高さを維持し，強化する方

法を探るため，公共サービス放送義務が課せ

られたBBCや商業チャンネルの業績を見直し

始めている。

チャンネル4の 2代自社長マイケル グレ

イド氏は， トンプソン新社長に向けて， Iチ

rll~新的で実験的で特有」であること

ャンネル 4の公共サービス任務は，生き生き

としたチャンネル 4を維持するために，数年

ごとに再解釈しなければならなLリと述べて

いる。今後，チャンネル 4がどのような新し

い「特有の」公共サービスを示すのだろうか。

20年経っても変わらないチャンネル 4の実験

は，デジタル多チャンネル時代に入った今，

放送の公共サービスを考える上で， 1つの例

示になるだろう。

3主

初日3年放送通信法

第3部 テレビとラジオサービス

第265条免許保有者の公共サービス任務

(3)チャンネル 4の公共サーピス任務は，質が

高く，多様な放送を幅広く抱供すること。特

に，次のような放送を行うこと。

(a)番組の形式や内容において，革新的で実験

的で創造的で品ることを示す

(b)文化的に多様な社会の証明辛や関心に訴える

(c)免許を付与された公共サービスチャンヰル

が，教育的な性質を持つ番組や教育的価値を

持っその他の番組を放送しなければならない

という必要性に大きく貢献する

(d)特有の性格を示す

このほか，ロンドン以外の地域での番組制作

プロダクションへの制作委託の義務づけ(第288
条)，学校放送番組の義務づけ(第296条)止ど

が盛られている。

(なかむらよしご)

※[ )は筆者注釈

1 )デンマークのTV2がチャンネル 4にやや近い。

そのTV2は， 2003年には民嘗化される方針が決定

した。

2 ) 1997年3月には，地上波の最後のチャンネルと
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してチャンネル 5が放送を開始。

3) Report of the Committee on Future of Broad-

casling Cmnd. 6753 London HMSO 1977， r英アナ

ン放送調査委員会(放送の将来に関する委員会)

報告由JNHK総合放送文化研究所訳

4 )向上第11車24項-26項

5 ) Anthony 5mith， British Broadcasting， David & 

Charles Sources for Contemporary lssues series， 

1974， p.l35 

6)5仕phenLambert， Channel Four， bfi， 1982， p.47 

7) Paul Bonner， Lesley Aston， lndependent Tele-

vision in Britain vol.6， palgrave macmillan. 2003， p.6 

8 ) BROADCASTING， CMND. 7294 1ρndon 1978 

9) 5hirley Littler， The Making 01 Channel .1 

Establishing the Regulatory Framework of 

Channel4， 1999， CA55 p.61 
10)クイーンズースピーチには その年度に時の政

府が成立させたい法律と目的が発表される。

11) Broadcasting Press and Guildの講演 1977年II月

9日OndependentTelevision in Britain vo1.6所収)

12) Paul Bonner， Lesley Aston， lndependent Television 

in Britain Volume 6 palgrave macmillan p.15-16 

13) 5hirley Li凶er，The Making 01 Channel 4 Estab 

Iishing由eRegulatory Frame、Norkof Channel4， 

1999， CAS5 p.65 

14) lBA， The Fourlh Channel: The Authority's pro 

posals， November， 1980 

15) LWTはビッグ・ファイプの lつだが，ロンドン

地区の土日だけの放送を受け持つ。

16) GE社長兼ボランティア組織全国委員会委員長で，

アナン委員会のメンバ一巳

17) Pe恒rGoodwin，担levisionundel' the tories Broad-

casting Policy 1979目 97bfi 1998 p.3'l 

18)大谷堅志郎「既成テレビへの挑戦H放送研究と

調査j1983年 I1月号， flndependent BroadcastingJ 

1982年10月号

19)筆者によるアイザソク氏のインタヒ'ュ- 2003年

8月18日実施

20) b日編集 OxfordUniversity Press 1996年発行

21) Paul Bonner， Lesley Aston， lndependent Tele-

vision in Britain Volume 6 palgrave macmillan， p.80 

22) John Willis Channel4 Press Release 25 March 

210 

1991 

23) Broadcasting in出e'90s: Compeution， Choice and 

Quality， The Government's Plans for Broadcasting 

Legislation， Cm.17 London HM50 6.23 -25 

24) Paul Bonner， Lesley Aslon， lndependent Tele 

vision in Britain Volume 6， palgrave macmillan， 

p.238 

25) 90年欣送改革で放送の所管は内務省から新設の

国民文化省に移った。

26)準者によるアイザソク氏のインタビュー 2003年

8月18日実施

27) 商業テレビの IJl~JilJ~1i督機関。 2003年放送迎信法

により.2003年12月末に新設の独立規iI問機関Of

comにI吸収された。

28) BBCプレスリリ ス 2003年12月17日発表

29) Robin Fosler 2003年 4月23日 放送文化研究

所主催シンポジウム講演

30)同じく Foster講演

31) BBC広報紙Arie12001.9.11

32) 2002年に放送を終了し. [Rl:5Ejに変更

33) Guardian 2002.7.15 

34) Television 2003.10その他

35) Guardian 2002.7.15 



   

  

PI!i析的で実験的で特有」でめること

表3 2∞3年10月Channel4番組表(ピーヲヲイム)

月 火 水 木 金 土 目

百leSalon 
(li:35ー)

(リアリティー)
1l1e Salon TheS日lon 百leSalon 官官 Salon French Leave Scrapheap 

Challenge 
18時

Hollyoaks Friends 
(若者向け Hollyoaks (米コメディー Hollyoal，s Hollvoaks Channel4 News 

シリースードラマ) ドラマ)

Entcrprise 

Channel 4 News 
The First Channel4 Ncws 

(ニュース)
Ch日nne14News Channel4 News Channel4 News World War 

19時
Conversations (歴史ドキュメ

、叶Ih ンタリー) Channel 4 News 
Rowan Williams 

Building of the Year (RI8A'J1'畳 rt悦 ~UO)lli拘特出) (討論)

T日le，仕om
Supercities UK 

River Cottage 
(紀行) Dcath 

5peeu Machines Property Ladder 
Other Peop!e's {紀行) Tony Robinson's 。la Scientisl : 

20時
(ドキュメンタリー} (即時、 住宅)

Houses Romans the David Kelly 
(ライフスタイ，，) French Leave (歴史 Affair 

(料恩)
Friends 

ローマ帝国)

Wife 5wap Grand Designs Cutting Edge: 
Wi1l and Grace 

SAS- (リアリティー. Revisited Child 5ex Trade 
(ドラマ)

Derren Brown 
21時 the Real 5toγ 12のま族が ( 般祝由者の (ドキュメンタリー. Plays Russian 

(ドキュメンタリー) 析しい母親を 住宅也括 11--7ニア
Scrubs 

Roulette Live 
迎えて ) アrJ ¥イス) の児:mう己千手間咽}

(ドラマ) Hitler: 
the町田 ofEvil

(ドラ 7)

Russel1 Crowe's Magick 

22時
AVe叩 British Teachers Greatest Fights 
UFOHo日 {学世コメデイ Sex and the Citv 

(融持kn梨) ドラマ)
(俳I唖ラ yセ"
クロウの紫飢)

Dogma 

(剛画)

Sex anu the City 百leSalon: 

(米コメディー Mler Hours Heroes 

23時 ドラマ)
Peep Show olComedy 50 Greatest 
(アニメ} (コメテ'ィーショー) Magic Tricks 

8rookside 
(ンリ ズドラマ) Outside 

(開地主t鋭の

下京などを紹介) Wife Swap The Osbournes 

24時 Party Monster 
、NorldRally 

Q Awards 2003 Fashion House (スポソ)

(昔却)
百1e5ecret (ドキュメンタリー)
Life ol Us World Rally 

(オーヌトラリアの
恥dB0叫T2cmmRY叫cdcm Btn MBM mE5 

シリーズドラマ) Freespoはson 4 

11¥拠 rRadio1imcsJ ，t -10 Octobcr 2003 
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