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アスポーツ相は，BBC のあり方を検討するに
あたり，これまでになく大きな課題に直面して
いた。イギリスのデジタルテレビは 70% の世
帯にまで普及し，“いつでもどこでも好みの”
テレビが実感できるようになった結果，人々の
テレビに対する価値観や態度が変化している。
一方，メディア環境の広がりは，新規参入の
道を開き，BBC は市場の自由な活動を阻害す
るという批判の的でもあった。イギリス政府
にとっての課題とは，こうした変革期に，1927
年以来公共法人としてサービスを行っている
BBCという存在について，どのような国民的
合意を形成できるのか，という点である。また，
地上放送のデジタルへの完全移行を達成する
という政府の目標に，BBC の持つ機能をどの
ように取り入れることができるのか，という課
題も重要だった。イギリス政府はこの難題に，
イラク戦争報道をめぐる政府とBBC の対立に
国民が注視する中で取り組むことになった。

ジョウエル担当相はこれに対し，「人々が
信頼するニュース報道の金字塔を打ち立てて
きた BBC は，放送界にも，それを超えた国
民一般にとっても重要である」と BBC の存
在を強調し，「メディア状況の急速な変化に
対応する能力を備えた力強く，政府から完

イギリス政府は，今年3月14日に放送白書
「すべての人に公共サービスを～デジタル時
代の BBC（A public service for all : the BBC 
in the digital age）」1）を発表した。この白書
は，BBC の存立を規定した現行特許状が満
了する 2007年以後の BBC のあり方を定めた
ものである。白書では，BBC を今後も公共
サービス放送の中核に位置づけ，これまでど
おり特許状を存立法規とし，受信許可料を主
要財源とすること，そしてガバナンス・シス
テムを改革し，受信許可料を支払う人々に対
し，BBC が受信許可料に値する価値を提供し，
説明責任を果たすことが明確に示された。

この白書に示された方針は，特許状と政府
とBBCの間で結ばれる協定書に反映される。
政府は白書と同時に，この 2 つの法律の草案
を発表し，広く国民の意見を募集している。

ここでは，放送白書発表までのプロセスと
白書の内容を概説した上で，新しい BBC の
ガバナンス・システムを中心に分析する。

 1. 国民の参画 : 透明でオープンな意見形成
イギリス政府は，2003年12月11日に，BBC

の特許状の見直し議論を正式に開始した。放
送を所管するテッサ・ジョウエル文化メディ
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全に独立した BBC をつくる」ことを宣言し
た 2）。そして，幅広く国民が議論に参画し，
BBC の将来について国民的合意を作る，そ
のために十分な時間をかけ議論を積み上げ
る，という姿勢で特許状更新に臨んだ。2003
年12月から，放送白書作成のたたき台とさ
れるグリーンペーパーの発表，さらに関係
者の意見の聴取を経て，2006年3月に放送白
書の発表にいたった。この間，BBC を始め，
放送関係者や慈善団体や企業関係団体，一般
の国民からの意見が郵便や e メールで政府に
送られ，その総数は 10,000通近くに及んだ。

 2. 放送白書が示す方針
放送白書は，テッサ・ジョウエル担当相の

序文で始まる 12章による本文と 3点の付録
で構成されている。

 1.  文化メディアスポーツ相の序文
 2.  放送白書の内容
 3.  BBC の諸目的
 4.  将来への備え :デジタル完全移行の達成
 5.  明確性と確実性：BBC のサービスと
     公共的価値のテスト
 6. 競争の規制
 7. 商業サービス
 8. 番組制作と組織
 9. BBC トラストと執行役員会
 10. 財源
 11. BBC 以外の公共サービス放送の未来
 12. 今後のステップ

 付録 I ： BBCトラストと執行役員会の役割
 付録 II ： 議論の流れ
 付録 III ： 国民の関与を促す方法

グリーンペーパーから白書まで 2段階の意向
収集による国民の合意形成が図られたが，政
府はグリーンペーパーの段階で次の 4 つの基
本方針を示した。端的に言えば，この時点で
BBCのあり方の大筋は決められたと言える 3）。

① 2007 年から 2016 年までの 10 年間有効
の特許状を付与し，BBC が公共サービ
ス放送の礎石として存続するために必要
な独立性と確実性と柔軟性を制度的に保
障する。デジタル移行期に国民や産業界
が必要とする安定性を支える

②特許状有効期間を通して，BBC の財源
を受信許可料とする

③ BBC の現行サービスの規模と範囲を維
持する

④BBCが公共の利益の代表であることと，
サービスを提供する執行責任を明確に分
離するために，経営委員会を廃止し，新

2003 年 12 月 特許状見直しに関する文書を発表し，
 国民の意見を募集
2004 年 1月 政府，世論調査実施（1月～ 6 月）

3 月 政府，全国で公開ミーティング開催
6 月 政府，バーンズ卿によるパネル設置

 BBC，将来ビジョン発表
7 月 政府，国民の意見をまとめた「BBC

に対するあなたの意見」発表
 バーンズ・パネル，公開セミナー開催
（～12 月まで 12回実施）

12 月 下院文化メディアスポーツ省報告書発表
 バーンズ・パネル，報告書発表

2005 年 1月 バーンズ・パネル，最終報告書発表
2 月 Ofcomレビュー報告書発表
3 月 政府，グリーンペーパー発表，国民

の意見を募集
11月 特許状見直しに関する上院特別委

員会報告書発表
2006 年 3 月 政府，放送白書発表，特許状・協

定書草案発表

特許状更新議論の流れ



4 　JULY 2006

設される BBC トラストと執行役員会に
よる統治システムを再構築する

政府は，国民の意向や，議会や放送と
通信の規制機関である Ofcom（Offi  ce of 
Communications）の報告書，バーンズ・パ
ネルの助言などを基に，国民の総意として
BBC の必要性と重要性をこうまとめている。

「BBC は人々に好かれ，何百万の人々に
信頼されている。BBC のサービスには価値が
認められ，楽しまれている。民主主義を維持
する上で重要な役割を演じていると見られて
いる。公共サービス放送の原則の中心に BBC
があると幅広く理解され，支持されている。
何百万の人が，デジタル放送によって提供さ
れ，急速に拡大する選択肢を利用しているが，
多チャンネルの未来においても BBC が中心
的な役割を演じるものと期待している」4）

4 つの決定は，人々が求める BBC を実現
させるための条件である。

歴代の政府は，BBC の特許状更新にあた
り，BBC を公共サービス放送の中心に位置
づけ，特許状に基づき，受信許可料を主要財
源とする方針を維持してきた。さらに，BBC
が公共サービス放送として提供している番組
やサービスを制限し，ましてや削減する方針
を示した政府はいない。それは，国民が望ん
でいないからである。つまり，今回の決定の
中で①から③は，BBC の創設以来維持され
てきた基本方針である。BBC の民営化をも
くろんだと言われるサッチャー政府も，前回
の特許状を更新したメージャー政府もしかり
である。とは言え，現行特許状の土台となっ
た前回の放送白書5）では，受信許可料制度は，
特許状有効期間の中間地点である 2001年ま
でしか保障されず，政府と BBC との間で結

ぶ協定書の中で，担当相に受信許可料を継続
するのか，技術の発達に即した代替方法を選
択するのか，検討する権限を与えた 6）。つま
り，BBC の財源制度としては，100% の保障
を与えなかった。しかし今回は，受信許可料
を「最も欠点の少ない」財源手段としながら
も，特許状有効期間を通じて継続するとし，
財政の長期的確実性を保障した。

今回の放送白書は，歴代の政府と同じ基本
方針をとりながら，時代に合った BBC の目
的を明確にし（これが，説明責任の指針とも
なる），受信許可料支払い者である視聴者と
放送業界における BBC の潜在的競争相手に
対する説明責任の強化をいかに図るか，とい
う課題に力点が置かれている。

なお，章ごとにまとめた白書の要点を文末
資料１として掲載した。

 3. 説明責任の保障
BBC の公共サービス放送は，「放送は公共

の財産である」という考えに基づき，「国民が
平等に負担する財源によって運営される公共
法人が，公共の利益にかなう公共サービスとし
て放送業務を提供する」という原理で行われて
きた。特許状はこのため，国民の財産の信託
者としてBBCの最高意思決定機関である経営
委員会を設置し，経営委員会は，公共の利益
とBBCの編集権の独立を守り，議会に年次業
務報告を提出することで国民への説明責任を
果たすとされている。これは，1927年に BBC
が法人化されて以来不変の仕組みである。し
たがって経営委員会は，これまで制度上 BBC
の組織運営や業務に全責任を負ってきた。

しかし，実際には，BBC の事業規模が拡
大するにつれ，BBC 執行部が戦略を考案し
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執行する能力に依存し，放送の専門家集団
ではない経営委員会は監督的な役割に甘んじ
る結果となった。歴代の BBC 会長の業績を
振り返ると，1993年から 2004年まで会長を
務めたジョン・バート氏と次のグレッグ・ダ
イク氏の両氏は，効率化を追求した業務改革
とデジタル時代のサービスビジョンを打ち立
て，BBC を代表する存在として，多くの人
の記憶に残っている。

制度と実態の齟
そ ご

齬をきたす状況に対処する
ため，前回の特許状更新でも，BBC の経営
委員会改革が行われている。当時の政府は， 
BBC がもっと近づきやすく，すばやく対応
してほしいという視聴者の要望にこたえ，最
高責任者である経営委員会を受信許可料の支
払者である視聴者に近づけ，視聴者への説明
責任を強化する方策として経営委員会に対
し，BBC の番組やサービスの全般的な達成
目標や個別の役割を説明する「視聴者への約
束」の公表を義務づけ，「約束」の達成状況を
評価し，視聴者に説明する義務を課した 7）。
また，2002年に経営委員会も放送・通信分
野の規制機関である Ofcom 設立に備え，経
営委員会の運営の近代化と強化に取り組むな
ど，自主的な改善を行った 8）。

しかし，それにもかかわらず，経営委員会
は，どちらかというと影の薄い存在だった。
視聴者の価値観が多様化し，BBC の業務の
拡大につれ同業者との軋轢も生じ，しばしば

「経営委員会は執行部の虜になっている」と
いう批判を招いた。こうした批判が，経営委
員会ではなく，別の規制機関が必要だという
主張につながっている。

今回の特許状更新の過程で，一般の人々や
業界関係者は，監督と規制の取り決めについ

ての改革や，BBC が受信許可料支払い者に
一層の説明責任を果たすことを求めているこ
とが明らかになった。グリーンペーパーによ
ると，経営委員会は，現状では透明性とオー
プンさに欠けていることを認識して，“戦略
を考案し，サービスを提供する”ことと“戦略
を検証し，サービスの実績を測る”という 2
つの役割を遂行しろと言われるが，（1 つの
機関で）行うには，かなり無理があるという
ことを認めてもいる 9）。

そこで，政府は，今回の特許状見直しに
あたり，経営委員会を廃止して「BBC トラス
ト」と「執行役員会」によるガバナンスへと抜
本的な制度改革を行うことを決めた。また同
時に，視聴者や業界関係者に対する説明責任
を保障する方法として，第1 に BBC トラス
トが BBC の各サービスについてサービス免
許を執行役員会に発行すること，第2 に BBC
のコンテンツが他の放送事業者と異なる特徴
を明らかにすること，第3 に新たに「公共的
価値のテスト」を導入することとした。この 3
つを最高水準の説明責任を保障する 3重の安
全装置と，政府は称している 10）。以下，まず
新しいガバナンス・システムから解説しよう。

3.1　BBCトラストと執行役員会

政府が決定した新しいガバナンス・システ
ムは，これまでの経営委員会に替わって，新
設される BBC トラスト（BBC Trust）と執行
役員会（Executive Board）からなる。

BBC トラストは，公共サービスや商業サー
ビスにかかわらず BBC のすべての業務につ
いて，戦略を策定し，業績を監査し向上さ
せるという監督の役割と，一般的な法律や
BBC が独自で設ける規則を遵守する（コンプ
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ライアンス）という規制の役割を担う。一方，
執行役員会は，BBC トラストが設定した枠
組みの中で，業務を執行する（サービスの提
供）役割を果たす。
図では，特許状の草案を基に，新たに規定

される組織と視聴者との関係をできるだけ簡
略に示すように試みた。この図のように，経
営委員会が BBC トラストに置き換わり，新
たに執行役員会を設置して，経営委員会が
持っていた規制・監督と執行責任の 2 つの機

能が明確に分離され，2 つの役員会によるガ
バナンス・システムとなる。これまでの理事
会は，実際上重責を果たしてきたと言えるが，
制度上の位置づけでは，経営戦略会議と同じ
である。また，執行役員会が作成した新サー
ビス計画案など重要な事柄について，BBC
トラストが直接，視聴者や関係者の意向を吸
収する責任を持つことになる。

政府は「受信許可料支払い者は BBC の株
主である。株券を売ったり，議決権を行使す
ることで自分たちの意見を直接表明すること
はできない。このため，その利益を代弁する
機関が必要であり，その機関の目的は公共の
利益を十分に理解し，それを BBC の活動に
反映させることにある。この機関が BBC ト
ラストである。その役割は，受信許可料支払
い者の利益を守ることで，BBC 執行部の利
益を守ることではない」11）と白書で述べ，こ
れまで経営委員会に内在していたジレンマを
断ち切り，力強いガバナンスの姿を示してい
る。次の特許状に盛り込まれるそれぞれの役
割は文末の資料2 として掲載した。

なお，2006年内に新特許状が発効される
可能性もあることから，初代 BBC トラスト
会長には，現経営委員長のマイケル・グレイ
ド氏が，初代執行役員会長には現 BBC 会長
のマーク・トンプソン氏がそれぞれ就任する
ことが決まっており，体制のスムーズな移行
が図られている。

監督

現行特許状で設置

は特許状で設置される
監督・執行の統治システム

報告

監査委員会

報酬委員会

苦情処理委員会

公正取引委員会

理事会

資産運用監視委員会

経営委員会

監督

説明責任

補佐
報告

トラストが必要に
応じて設置

委員会各視聴者審議会

BBCトラスト
事務局

監査委員会

報酬委員会

指名委員会

BBCトラスト
最高意思決定機関（統治）

執行役員会
社外役員4名以上 
役員数の3分の1以上， 

半数未満

視聴者

経営戦略会議

諮問機関
スコットランド， ウェールズ， 北アイルランド
の各放送番組審議会／イングランド
地域フォーラム／宗教番組諮問委員会
／BBCワールドサービス・グローバル
ニュース諮問グループ／慈善事業
諮問委員会

●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

【現在の体制】

【新しい体制】

BBCトラスト

・会長（Chairman）と副会長を含む合計
12 人で構成される。すべての委員は，政
府の助言に基づき国王が任命する。この
際，役職はすべて公示され，公職任命に

BBCトラストと執行役員会の構成
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3.2　BBCトラストによるサービス免許の発行

BBC は現在，受信許可料を財源として，
BBC ONE や BBC TWO など 8 つのテレビ
チャンネル，10 の全国ネットのラジオ，６
つの地域・40 のローカルラジオ，そしてオ
ンラインサービスの BBCi を実施している。
BBCトラストは，これらの各サービスについ
て「サービス免許」を執行役員会に発行する。

サービス免許は，執行役員会に個々のサー
ビスの提供について説明責任を負わせるため
の重要な手段となるため，次のような項目が
記載される。
・サービスの目的（BBCの公共的価値への貢

献と放送市場におけるその役割を含む）
・サービスを実施する地域，実施方法，対

象とする視聴者
・サービスの構成（ピークタイムのニュース，

昼間のニューミュージックというように，
各番組の編成や予想される放送量）

・サービスの予算
・サービスの評価方法
また，サービス免許は，視聴者が BBC に

期待できるサービスを明確にするものであり，
免許の発行前に，すべてのサービスについて
視聴者の意見の募集を行うとされている。

政府は，サービスを明確にすることは，
メディア環境が変貌する中で，視聴者にも
BBC の競争相手にも重要なことであるとし，

「情報，教育，娯楽」という従来の BBC の目
的に加え，６つの新しい公共的目的を設定し
た。サービス免許は，これらの目的に沿って
起草されることになる。6 つの公共的目的と
は，白書の要点の一覧表にもあるように，「市
民性と市民社会を維持する」「教育と学習を
促進する」「創造性を刺激し，文化の育成に

執行役員会

・BBCの社内役員と社外役員で構成される
・社外役員の人数は，4 人以上あるいは役

員数の 3 分の 1 以上で，半数未満とする
・社外役員は BBC の視聴者を代表するの

ではない。執行役員会の決定に広い視
点を持ち込み，「批判的な友人」として
の役割を果たす

・執行役員会の会長（Chairman）は，BBC
トラストが任命する。会長には，社内の
BBC 会長（Director General）が就任す
るが，BBCトラストの裁量で社外役員の
間から任命されることもある

・社内役員の任命は，BBC 会長（Director 
General）と社内役員 1 人，社外役員 2
人で構成する指名委員会による提案を
受け，執行役員会が任命する

・社外役員の任命の場合，指名委員会は社
外役員が過半数で構成され，BBC トラ
ストの承認を得た指名委員会案をもと
に執行役員会が任命する

・監査委員会，報酬委員会，指名委員会の
3 つの委員会を設ける。監査および報酬
委員会は，社外役員で構成される

適用されるノーラン手順 12）が採られる
・委員は，イングランド，スコットラン

ド，ウェールズ，北アイルランドの各地
域の代表。また，放送メディア業界にお
ける競争や大企業の運営に関する財政・
法律・規制，資産管理や国際関係など
BBC の公共的目的にかかわる全分野な
どの専門知識や経験を持つ人。ただし，
地域代表以外の規定は，特許状の草案に
は盛り込まれていない

・委員の報酬は，担当相が技能や専門知識
に応じて決定し，BBC が支払う

・BBC の組織から独立した BBC トラスト
事務局が設置され，トラストを支援する
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寄与する」「全国，各地域・地方を代表する」
「イギリスと世界の架け橋となる」「BBC が
“信頼される案内役”となり，イギリスのデジ
タル移行を達成する」である。

注目されるのは，グリーンペーパーから白
書への過程で政府が新たに付け加えた点であ
る。それは，「娯楽の重要性」である。ジョ
ウエル担当相は，議会で正式に白書を発表す
る中で，「娯楽をBBCの任務の中心に据える」
という表現を用いてこの点を強調し，注目を
集めた 13）。

「娯楽の重要性」とは，いったい何を指し
ているのだろうか。1 つはっきりしているこ
とは，BBC の財源との関係である。すべて
の人が支払う受信許可料を財源とする BBC
が，幅広い視聴者を意識して番組を作るこ
とは当然であると白書は認めている。また，
BBC の番組を視聴する人の数が少なければ，
受信許可料を正当化することができなくな
る。BBC は，番組を視聴する人が少なくな
ると，受信許可料の支払いに値しないと批判
され，娯楽系の番組で視聴者数を獲得すると，
大衆迎合的だとしばしば非難されてきた。

グリーンペーパーでは，「BBC は，すべて
のジャンルを網羅し，多岐にわたるコンテン
ツを提供し，可能な限り多様な視聴者に番組
を届けるべきである。質が高く，卓越した，
娯楽性のある番組作りを目指さなければなら
ない」と述べている。これによると，「娯楽」
には，ドキュメンタリーや教育番組を含めあ
らゆるジャンルにわたって，真面目なテーマ
をわかりやすく表現し，視聴者を引き込むた
めの楽しい形式や演出をするという広い意味
を持たせている。

ところが，グリーンペーパーの提案に回答

を寄せた人たちの 4分の 1 が， BBC の公共的
目的に「国民を楽しませること」を付け加える
べきだと要望した 14）。ある回答者は，「国民
の宝（である BBC）が，熱心な信者じゃなく
なっても，神様は許してくれるよ」というコ
メントを寄せた。具体的に番組名をあげた人
もいる。たとえば，ドラマの『Dr Who』（Dr
が，時空を越えて旅をし，さまざまな難事件
に遭遇するフィクションドラマで，初回の放
送は，1963年。新シリーズが 2004年に復活
した）について，「Dr Who は，公共的目的の
どれにも当てはまらないけれど，家では 3歳
から 60歳まで，男女を問わず家族全員でと
ても楽しんでいます」と言う。確かに，この
番組は，国内のドラマ番組の中で，視聴者
数でトップの座を獲得している。また，コメ
ディー番組の『Little Britain』もその 1 つであ
る。これは，2人の芸人が主役となって，日
常社会の出来事を風刺し，普通の生活行動を
意外な落ちで終わらせ笑いを取るシチュエー
ション・コメディーで，去年大ヒットした番
組である。もともと，この番組はラジオ 4 で
放送され，次に若者向けのテレビチャンネル
の BBC THREE に格上げされ，さらに評判
をとったことで，BBC の中核チャンネルの
BBC ONE でピークタイムに編成されるよう
になった。主役の 2人は，この番組に採用さ
れる前は売れない芸人で，これが受けなかっ
たらコンビを解散するという覚悟で始めたと
いう。今では，国民的な人気を博している。

こうした公共サービス放送らしくない番組
に人々がなぜこうも愛着があるのか，という
疑問を解くには，深い考察が必要である。と
は言うものの，イギリスの人々は，テレビで
視聴したい番組に，ニュースや映画に次いで，
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コメディーやドラマ番組をあげ，こうした番
組を好んで視聴する傾向がある 15）。また，「コ
メディー番組は，イギリスの生活を非常に大
衆的な手法で描き，人々とつながっているか
らだ」という見解もある 16）。また，テレビ放
送が開始して以来，BBC ONE と商業テレビ
の ITV（広告を財源とした第2 の公共サービ
ス放送）が，ニュース，ドキュメンタリー，
ドラマ，コメディーなど幅広いジャンルで，
常に互角の戦いを行ってきた結果，番組の質
が向上し，良質の娯楽番組が提供されたとい
う歴史的な背景も考えられる。

グリーンペーパーでは，政府が娯楽を広い
意味で言及していたのに対し，国民は，BBC
がコメディーやドラマといった娯楽番組を提
供し続けてほしいとはっきりと意思表示をし
た。このことが，ジョウエル担当相の公式発
言を導き出したといえる。

しかし，ドラマやコメディーは，BBC で
はなくても，他の放送事業者がすでに提供
し，今後も開発する可能性のあるコンテンツ
である。特許状更新の議論の中でも，BBC
は娯楽分野から撤退し，放送市場の営利志向
では制作されないおそれのある文化・芸術や
教育などの番組に限定すべきであるという主
張が放送界やオピニオンリーダーの中からあ
がっていた。こうした主張も考慮し，政府は，
BBC が娯楽を提供する際，他の放送事業者
の真似をしたり，二番煎じのようなやり方で
番組を制作して，視聴率競争に走ってはなら
ないと釘をさしている。

3.3　他と区別するコンテンツの 5つの特徴

説明責任を保障する 2 つ目の安全装置は，
BBC のコンテンツと他の放送事業者のコン

テンツとの区別を示す 5 つの特徴である。
質 の 高 さ ： BBCの番組は他局のものとは

一線を画す（という評価を視聴
者から受ける）

挑　　　戦 : 視聴者の思考を促進する

独　創　性 : オリジナル作品を目指す

革　新　性 : 新しい考えを提示し，番組に
新機軸を導入する

視聴者を引きつける : 興味深く楽しいテーマを通じ
て視聴者を引きつける

BBC のコンテンツには今後，これら 5 つ
の特徴のうち少なくとも 1 つの特徴が盛り込
まれなければならない。

3.4　公共的価値のテスト

説明責任を保障する最後の安全装置が，「公
共的価値のテスト」を導入することである。
これは，特許状期間中に起きる技術的・文
化的変化や視聴者の姿勢の変化に対応する
ため，BBC の現行サービスの重大な変更や，
新サービス提案について，BBC トラストが
実施する。

BBC トラストは，変更事項や新サービス
が，市場に与える商業的・非商業的影響と「公
共的価値」を天秤にかけ，提案を承認するか
どうか判断するのだが，このテストは，市場
影響評価と公共的価値の評価の 2 つで構成さ
れる。前者の市場影響評価は，BBC のサー
ビスが市場における革新や開発を抑制し，利
用者の選択の幅を制限するおそれがあるかど
うかを検討する上で重要な材料となる。

新規の BBC のサービスは，すでに市場に
存在するサービスとバッティングする可能性
が非常に高い。BBC は現在，衛星やブロー
ドバンドを利用したローカルニュース情報
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サービスの実験を行っている。本サービスの
段階では，全国60 か所までサービスを広げ
ることを計画している。また，すべてのテレ
ビ番組を放送後7日間，家庭のパソコンでダ
ウンロードして視聴できるというキャッチ
アップ・サービス計画があり，これは実験を
終了している。これらが，最初の評価対象に
なるだろう。

こうした新サービスの提案の市場影響評
価は，放送通信の規制機関である Ofcom が
実施する。この際， Ofcom と BBC トラスト
の委員は合同運営グループを結成し，Ofcom
の作業を監督する。また，既存サービスの変
更が市場に与える影響評価は，BBC トラス
ト自身が行う。

このように，BBC の外部規制機関である
Ofcom が公共的価値のテストに関与するこ
とを，BBC の独走を阻止する歯止めとして，
業界関係者などから歓迎の意向が示された。
しかし，この点について，文化メディアスポー
ツ省の放送政策課長のジョン・ゼッフ氏は，

「市場への影響に後ろ向きな結果が出たとし
ても，公共的価値の評価が市場への影響をし
のぐものであれば，BBC トラストは提案さ
れたサービスを承認し，サービスは実施され
る」と述べ，Ofcom の権限に対し BBC トラ
ストの優位性を言明した 17）。

もう一方の公共的価値の評価は，市場影響
評価ほどまだ明確でない。「公共的価値」の
概念が何であるのか，どのように公共的価値
を評価・測定できるのか，多くの議論が費や
されたと言われるが，白書の段階では，次の
観点をあげることにとどまった。

①受信許可料支払い者がサービスに見出す
価値

② BBC の公共的目的や優先事項への貢献
を通して，BBC のサービスが社会全般
にもたらす価値（具体的には，BBC の
番組を視聴して，ボランティア活動に積
極的に参加するようになった事例など）

③サービスが支払う料金に見合った価値
（受信許可料の引き下げには，受信許可
料支払い者に利点があるかどうかの検討
も含む）

公共的価値評価を含めた「公共的価値のテ
スト」の詳細は，現行経営委員会が現在意見
募集を行っているが 18），体制移行後の BBC
トラストが決定する予定である。

 4. 受信許可料の料額改定をめぐって
特許状更新議論も大詰めを迎え，政府と

BBCとの間では，2007年以後の受信許可料の
値上げについて交渉が行われている。BBCは，
2005年10月に，2007年度から 2013年度まで
毎年，小売物価指数（RPI）プラス 2.3% の率で
値上げする案を政府に提出した 19）。今年まで
の政府との取り決めは，RPI プラス1.5% であ
ることと比べ，大幅値上げを要求した。

BBC の説明によると，値上げの根拠とし
て，デジタル基盤整備7億ポンド（1,400億
円），アナログ放送中止に関する情報提供2
億ポンド（400億円）や，BBC がロンドンか
らマンチェスターに番組制作拠点を移行す
る費用などに 6億ポンド（1,200億円）など合
計60億ポンド（1兆2,000億円）の財源が必要
だが，効率化の自助努力を 39億ポンドと見
積もっても 21億ポンドの原資が依然として
不足になる。これを補うには，1世帯あたり
毎年3.14 ポンド（約600円）の値上げを行い，
2012年度には，年額で約150 ポンドに達する



11JULY 2006

という。これには，RPI の上昇率は考慮され
ていない。ある試算では，受信許可料は最終
的に 180 ポンドになると報道されている 20）。

政府は，新特許状期間中に完了するデジタ
ル移行過程で，BBC に視聴者にとって「信頼
される案内役」になることを求め，BBC に特
別な任務を課している。それは，デジタルネッ
トワークの拡大，国民への情報提供，デジタ
ルにとり残されそうな高齢者や重度の障害者
など弱者に対する支援である。BBC は，こ
うしたデジタル移行支援策に前向きに取り組
む姿勢を示している。一方，弱者支援策を受
信許可料でまかなおうとする政府案に，反対
の声が強い。上院の特許状見直しに関する特
別委員会報告書21）では，受信許可料ではなく
アナログ放送中止後に開放される周波数帯使
用料を使うべきだと政府に勧告している。下
院文化メディアスポーツ常任委員会の委員長
であるジョン・ウィッティンデール氏も，筆
者の取材に対し「福祉政策であるから，政府
は税金で負担すべきである」と語っている 22）。

政府は去る 5月6日に，特許状更新の政策
アドバイサーであるバーンズ卿が主催する受
信許可料の値上げを検討する公開セミナーを
開催した。政府は，特許状更新議論の終了ま
で，関係者が参画した透明性の高い議論を続
けている。値上げは，7月までに決定される
のではないかと見られている。

放送白書は冒頭，「世界のどこの国を見て
もBBCのような存在はない。質の高さ，規模，
視聴者への到達度（多くの人が利用してい
る），そして国民の信頼と，どれをとっても他
に類を見ないユニークな存在である」と述べ
ている。この“ユニーク”という表現は，白書

の随所に登場する。グリーンペーパーでは一
度も使用されていないが。また，筆者がイギ
リスで白書発表直後に実施したインタビュー
でも，市場経済主義者であろうと，古典的公
共サービス放送擁護論者であろうと，立場が
違うはずの人たちがユニークという形容詞を
使って BBC を表現した。どこか誇りを持っ
ているようなニュアンスが伝わってきた。

今回の特許状更新議論は，このユニーク
な BBC をユニークな方法でデジタル時代に
も存続させるための議論だったと言えるだろ
う。イギリス国内で，BBC を存立させてい
る特許状も受信許可料も，ガバナンス・シス
テムもすべて BBC のために作られたユニー
クなものである。しかし，大きく変更された
点がある。それは，BBC トラストを通じて，
視聴者の利益を中心に据え，視聴者に直接的
説明責任を果たすことを明確に打ち出し，そ
のための手立てにまで踏み込んだことであ
る。そのための手法の中心が公共的価値のテ
ストである。BBC がユニークであり続けら
れるかは，BBC トラストが，誰からも信頼
を勝ちえ，任務を果たすことができるのかに
かかっている。

なお，議論の過程で国民から強く要望され
ていたことが 1 つ実現する。それは，新特許
状と協定書が，古典的な法律表現をあらため，
誰にでもわかる平易な文体で作られることで
ある。　　　　　　　　     （なかむらよしこ）
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白書の要点

BBCの目的
・「市民性と市民社会を維持する」「教育と学習を促進する」「創造性を刺激し，文化の育成に寄与

する」「全国，各地域・地方を代表する」「イギリスと世界の架け橋となる」「イギリスのデジタ
ル移行を達成する」という 6 つの公共的目的を新しく定め，情報・教育・娯楽で構成されるアウ
トプットを通じて，目的を遂行する

・BBC のコンテンツは，「質の高さ」「挑戦」「独創性」「革新性」「視聴者を引きつける」の 5 つの
特徴のうち少なくとも 1 つの特徴が盛り込まれる

・BBC トラストは，公共的目的を達成するために，「目的別任務（purpose remit）」を国民に提示
して意見を募り，戦略的優先課題を設定する

将来への備え : イギリスのデジタル完全移行の達成
・完全デジタル移行の中で，BBC は技術の発展において先導的役割を果たす
・BBCは，ネットワークの拡大，国民への情報提供，弱者に対する支援という3 つの貢献を果たす
・BBC はデジタルラジオの推進のために，引き続き貢献する

明確性と確実性 : サービス免許と公共的価値のテスト
・ BBCトラストは，執行役員会に対し各サービスのサービス免許を発行する。サービス免許の中で個々

のサービスを評価する指標が盛り込まれる。トラストは，指標を目安に達成度を判定する
・サービス免許について国民の意見を募り，トラストは免許の定期的見直しを行う
・現行サービスの重大な変更や新サービス実施の提案は，公共的価値のテストを実施する。提案

の重要度は，トラストが判断する
・公共的価値のテストを実施する際には，Ofcom（放送通信庁）が市場影響評価を行い，その結果

を公表する。Ofcom によるこの調査は，トラストと Ofcom から選ばれた委員で構成する合同運
営グループが監視する

競争の規制
・BBC が公共的目的を達成する上で生じる競争の問題に関し，トラストは特別な義務を持つ
・公正取引規制体制を見直す
・トラストとOfcomが協議の上，競合が起きる懸念がある分野について新しい事前的コードを策定する
・苦情処理体制を刷新する

商業サービス
・BBC は今後も商業サービスからの収入によって受信許可料値上げの圧力を緩和すべきである。

しかし，商業サービスは，「BBC の公共的目的に合致する」「商業的効率性」「BBC ブランドの保護」
「市場を歪めない」の 4 つの原則を遵守することをトラストが保障する

・受信許可料支払い者が，BBC の部門間の資金の動きに関する情報を入手できるようにする。また，
公共サービスと商業活動の経理を完全に分離し，取引条件を明確にするなど安全策を設ける

（資料 1）
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番組制作と組織
・「創造的競争の窓口」（BBC が発表した新しい委託制度）を通じて，BBC 本体の制作能力を維持し

つつ，テレビ番組の制作における競争を促進させることが，最良の番組を提供するための最善の
方法である。トラストは，制作と委託の機能が適切に分離され，委託制度に誰もが公平にアクセ
スできることを確保する

・テレビと同様にラジオやオンラインの制作にあたり，独立系の制作者が全面的に参加できる機会
を確保する

・業界全体の研修および調査研究や開発において，BBC が主導的役割を果たす
・制作業務のかなりの部分をロンドン以外の諸都市，イングランド北西部のマンチェスターとその

周辺へ移転するという BBC の提案を基本的に歓迎する。移行費用と現地における経済的効果に
ついて，受信許可料値上げ案と勘案して詳細に検討する

BBCトラストと執行役員会
・経営委員会を廃止して，BBC トラストと執行役員会の 2 つの組織を設置する。トラストは，

BBC の内部に設けられ，最高意思決定機関である
・BBC トラストは，受信許可料を支払う視聴者に対し直接的に責任を負う責任系統を構築する。

トラストと執行役員会を明確に分離し，過去に類を見ない開放性と透明性を義務づけ，責任系統
を強化する

・トラストには，適切な専門知識を有する人材及び，イングランド・スコットランド・ウェールズ・
北アイルランドの各地域を代表する委員が構成員となる

・執行役員会は，BBC の内部出身役員で構成し，最低4人以上の社外役員がこれを補佐する。執
行役員会の長は内部出身の会長が務めるが，場合によってはトラストの裁量により，社外役員の
1人が務める

・トラストと会計検査院との関係を強化する

財源調達
・現行受信許可料割引制度は変更しない
・トラストが，受信許可料徴収業務を委託する TV ライセンシング社の活動に直接的責任を持つ
・新特許状の期限が満了する 2016年以後の BBC の財源調達方法について見直しを行う。見直しは，

2012年のデジタル移行完了を目途に行う

BBC以外の公共サービス放送の未来
・BBC 以外の放送事業者に，受信許可料を含む公的資金の配分を検討する。検討は，デジタル移

行完了時期に合わせて実施するが，2010年より前に行う可能性もある
・広告放送収入による公共法人であるチャンネル 4 は，中長期的に公共サービス放送に貢献し続け

るために，BBC がチャンネル 4 のデジタル移行費を一部負担することなど支援方法を検討する
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BBC トラスト 執行役員会
「目的別任務」について意見を求める。それぞれの目的の範囲内でトラス
トの戦略的優先順位を決定し，成否の判断基準も決める。

トラストが設定した枠組みの中で BBC の公
共サービスを提供する。提供したサービスの
成否やトラストが決めた優先順位の遵守につ
いて，トラストに対し説明責任を負う。

執行役員会に BBC のサービスやその他の活動実績について説明責任を負
わせる。必要に応じて見直しも行う。

トラストの優先順位に従い，日常の運営・
予算に関する決定を下す。

公共サービスの提供に関するサービス免許を執行役員会に対し発行する。
明確な原則に基づき，どの活動を免許の対象とするかを決定する。

トラストに対しサービス免許を申請する。

提案された新規サービスや既存サービスの変更も含め，すべての活動に対
し適切な精査を確実に行う。

新規サービスや既存サービスの大幅な変更
をトラストに提案する。

必要に応じて「公共的価値のテスト」を実施する。疑義が生じる場合には，
重要性を見極める基準を設定し，真摯に実施する。市場影響評価の方法論
の合意に向け，Ofcom と協力する。Ofcom の責任の下で，この市場影響評
価を実施するが，共同運営グループがこれを監督する。

「公共的価値のテスト」に基づき，執行役員会が提案した新規サービスや
既存サービスの大幅変更を承認あるいは却下する。

公正取引に関する声明を採択し，発表し，継続的に検討する。

この声明を受けて執行役員会が作成したガイドライン（指針）を承認する。

Ofcom などの意見を聞いた上で，具体的な活動分野に適用する事前的コー
ドを作成し，執行役員会にこれを遵守させる。

トラストの任務の範囲にある番組水準・割り当てを規制する（現在 Ofcom
が担う責任のバランスを侵さない）。

BBCトラストと執行役員会の役割
（放送白書付録 I）

監督機能とチェック機能

商業サービス
BBC トラスト 執行役員会

BBC の商業サービスが 4 つの基準に沿って確実に運営されるように執行
役員会に責任を負わせる。4 つの基準とは，公共的価値と合致，商業的効
率性，公正な取引，ブランドの保護である。

商業サービスに関し提案された事業計画や
商業戦略，目標，予算を承認する。

商業サービス承認のガイドラインを決定し運用する。ガイドラインに基づ
き，提案された取引を承認あるいは却下する。

BBCの商業サービスに関する業務および会
計報告書を公表する。

BBC の商業戦略について，執行役員会が設定した目標などを承認し，執
行役員会には執行責任を負わせる。

財務管理や経営・リスク管理上の取り決め
を確実に遵守し，特許状と協定書や一般法
の条件を遵守する。

執行役員会が用意した業務および会計報告書を承認する。 トラストの方針に従い，公正な取引を行う。

BBC トラスト 執行役員会
執行役員会が，効率性と料金に見合った価値を提供することを保障する。 料金に見合った価値を確保する最良の方法

で，BBC の財務運営を実践する。

執行役員会が提出したマクロ予算を承認する（マクロ予算の承認とは，BBC の目的
達成に影響があると思われるサービス免許やその他重要な活動のレベルでの承認）。

財務上の経済効率性や透明性，料金に見
合った価値を実践する。

執行役員会の年次報告書・会計報告書を精査し批評する。評価を付けて議
会に提出する。

年次報告書および会計報告書を作成・署名
し，トラストに提出する。

会計検査院を含め，BBC の一部活動について料金に見合った価値の調査を委託する。
執行役員会の会計報告書が，現在の最善の慣行に従ったものであることを保障する。
目的別任務の遂行や BBC の全般的財務状況に重大な影響を及ぼすと思わ
れる個別・戦略的提案や財務上の提案を承認する。

財務，効率性と料金に見合う価値

（資料 2）
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国民に対する説明責任と意見の募集
BBC トラスト 執行役員会

透明性が高く，開放的で，かつ受信許可料支払い者の利益にかなうように，事業を運営する。 適切と認められる場合，まず最初に苦情処理にあたる。
受信許可料支払い者との説明責任契約書 (a contract of accountability) を発表す
る。契約書には，トラストが受信許可料支払い者を参画させる方法を明記する。
トラストと執行役員会の日常的なやりとりの流れなどを定めた規約を作成し，公表する。
トラストが透明性と開放性について高い水準を維持する方法を示した計画書を発表する。
BBC に対する苦情処理の枠組みを作り，最終裁定者となる。ただし
Ofcom など他の機関が責任を負う場合はこの限りではない。
十分な情報を得た上で決断できるように，調査を委託し，視聴者の意見募集を行い，専門家の意見を求める。
トラストが監督する条件に一致しないという疑いがあるようなBBCの活動に対し調査を実施する。

BBC トラスト 執行役員会
正確さと不偏不党の原則を遵守しているかどうかを監督する。 現行の水準・割り当てを遵守する。

BBC 報道において，正確さと不偏不党を最
優先することを確保する。
BBC の編集および創造的なアウトプットの
方向性に責任を負う。

指名権
BBC トラスト 執行役員会

執行役員会会長を指名する。 BBCや子会社の執行部を指名し，説明責任を負う。
執行役員会への社外役員の指名を承認する。 執行役員会の社外役員を指名する。

コンテンツ


