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わゆる民業圧迫の問題の解決が，EU 法 2）の枠
組みの中でどのように模索されているかを検証
してみたい。前半部では，EU 法の中で重要な
役割を果たしている競争ルールと公共放送の関
係を整理し，後半部でドイツでの経緯を概観す
る。最後にこの問題の意義について考察したい。

II  EUの競争政策と公共放送

II-1 ヨーロッパの二元体制 :商業放送の訴え
「公共放送に対する長年にわたる過剰財源と

過小規制は，テレビ・ラジオ産業の競争力を弱
めてきたばかりか，多チャンネルテレビ，テレ
ビ番組制作，新聞，インターネット・コンテン
ツなど関連分野にも悪影響を与えてきた。その
結果生じたのは，自由市場における前例のない
水準の市場歪曲である。…他の産業分野であ
れば考えられないことであるが，不幸なことに，
これを是正する政治的意志を欠いたため，ヨー
ロッパ全体の視聴覚メディア市場が弱体化され
てきた。そしてそれは今も続いている」。

これはヨーロッパの大手テレビ・ラジオ・出
版社の業界団体が，2004年 3月に共同で発表
した「公共放送の財源と規制についての提言
書」3）の一節である。提言書は，1995年から
2001年までの15 の EU 加盟国の放送市場を
分析し，競争が激しくなる中，公共放送に必要

I  はじめに : 問題の構図

ヨーロッパでは，公共放送と商業放送が併
存する“二元体制”の歴史はまだ浅い。ほとんど
の国では，テレビ放送はその草創期から公共
放送による独占事業とされ，商業放送に門戸
が開放されたのは，ようやく1980年代半ばに
なってからのことである1）。

1990年代には，市場のグローバル化と技術
革新を背景に，商業放送は激しい競争をくりひ
ろげながら急速に成長した。そして守勢に立た
されながらも依然として大きなプレゼンスをもつ
公共放送の“民業圧迫”への批判が，各国であ
がるようになった。

これを受けて，EUの競争問題を所管する欧
州委員会が，受信料など公共放送の財源が市
場に悪影響を与えないための共通基準を策定
するにいたる。以降，この指針に沿う形で，い
くつかの国で公共放送の財源制度が改正され
ている。

この問題をめぐって事態が紛糾したのが，特
に大きな公共放送とそれを支える独特の放送
哲学をもつドイツである。約 4年半続いた長い
協議の末，2007年 4月，欧州委員会とドイツ
連邦・州政府は，公共放送の財源制度の改正
点についてようやく合意をみている。

本稿では，このドイツのケースをとりあげ，い
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以上に潤沢な財源が与えられていること，それ
をもとに公共放送が法的な根拠があいまいな
まま業務範囲を広げており，それが民間の投
資意欲を削いでいることを批判している 4）。

提言書によると，2001年に公共放送に与えら
れた公的資金はヨーロッパ全体で合計約150億
ユーロであった。産業分野別の公的資金の額を
みると，これは3番目の規模で，農業・漁業部
門をもしのぐ。しかも他分野の補助金が減少傾
向をみせる中，1997年から2001年にかけての公
共放送への補助金の伸びは第 1位だという。

また，このような豊かな財源を背景にした“民
業圧迫”の例として，次のような例が挙げられ
ている。視聴シェア確保または奪回のために商
業放送のお株を奪う番組の“娯楽路線化”を進
めていること，スポーツなど人気コンテンツ獲
得で競争するため放送権の価格を押し上げて
いること，新しい専門チャンネルをスタートさ
せ，同じようなコンセプトの商業チャンネルの
試みに二の足を踏ませていること，豊富なコン
テンツをインターネットで無料提供するため新
聞社などの収入源の可能性を狭めていること，
等々。提言書によれば，これらはいずれも公共
放送の本来の任務からは逸脱するものである。

提言書は，このような公共放送の任務範囲
の漸次的な逸脱（mission creep）5）を防ぐ制度
的なしくみは，すでに1990年代半ばからEU
の中で徐々に整ってきたはずだ，と指摘してい
る。1992年から2003年までに欧州委員会に提
出された民業圧迫に関する公式の苦情申し立
ては9 か国 14件を数える。にもかかわらず，公
共放送が各国にとって微妙な政治問題となると
いう理由で，10年以上放置されており，この状
態が続けばヨーロッパのメディア産業の活力と
多元性が危機に瀕するとして，欧州委員会と各

国政府に迅速に行動するよう求めている。
まず，ここで言われている民業圧迫を防止す

るためのEUの制度的しくみとはどのようなもの
かを確認しておきたい。

II-2 EU法と放送
経済法としてのEC条約

欧州連合（EU）は3本の柱からなると言われ
る。第一のもっとも重要な柱は，共同市場の設
立を目標とする欧州共同体（EC）であり，その
基本法のEC条約（ローマ条約）である。ECは，
1993年に欧州経済共同体（EEC）から改称され
たが，今も経済共同体としての性格が色濃い。

第二（外交・安全保障），第三（司法・内政）
の柱があくまで政府間協力・政策調整の枠組み
を整えたものであるのに対し，この第一の柱で
は，加盟国は権限を放棄し，EC に移譲してい
る点が異なる。EUの機関が，加盟国の法律に
優先する直接的効力をもつ法令（第 2次法）を
制定できるのは，この分野だけである6）。
ECの 2つの核心 : 自由な移動と公正な競争

「共同市場の設立と加盟国の経済政策の漸
進的接近により，共同体全体の経済活動の
調和的発展，持続的で均衡のとれた拡大，
安定の増大，生活水準の一層速やかな向上，
および加盟国間の関係の緊密化を促進させる
こと」7）とは，1950年代の EEC 創設の父た
ちの大志であるが，これは今なお EU の基盤
である。

この理念を実現するための手段として，EC
条約は，国境を越えた「人・物・資本・サービ
スの自由な移動」の実現を主要な政策目標とし
て掲げている（EC 条約第 3条 c）。この4つの
自由な移動が保障された共同市場の確立，つ
まり市場統合こそ，平和で豊かなヨーロッパの



38 　 OCTOBER 2007

実現の土台と考えられた。
また，この自由移動の理念を支え補完するも

のとして，公正な競争の確保が重要視されてい
る（同第 3条 g）。公正な競争の確保は，経済
権力の発生によって起こりうる，市民・消費者
の権利の侵害や共同体の活力の弱体化を防止
することを目的にしている。公正な競争がなけ
れば自由な移動もないし，またその逆も言える8）。

こうした EC の政策分野に関しては，EC の
執行機関である欧州委員会に大きな権限が与え
られており，企業や加盟国の行動を監視・調査
し，ルール違反が確認された場合は罰金を科
したり，欧州裁判所に提訴する権限をもってい
る（同 85・88条）。

このように，EC は経済共同体としての性格
が強い。これに対し，文化の領域については，
各国の文化に寄与し協力を促進する，という補
完的役割に限定されている（同第 151条）。
放送に対するアプローチ

放送は，文化的側面と経済的側面の双方に
関して多大な影響力をもっている。しかしEU
法の枠組みでは，上記の理由から，もっぱら経
済的側面から規制が行われることになる。

1989年に放送についての初めてのEU 法「国
境を越えるテレビ指令」が制定されたが，これ
はサービスの自由な移動という観点から，放送
の共同市場の確立のために，その障害となっ
ている国ごとの放送規制の違い（広告・マイノリ
ティ保護・反論権など）を調和させようというも
のであった。

競争政策の観点からは，放送は，カルテル・
合併規制と，国家補助規制の対象となる。前
者は民間企業に関するものであり9），公共放送
の存在が問題となるのは後者のアプローチであ
る。これを次に述べよう。

II-3 国家補助の禁止と公共放送の財源
国家補助の原則的禁止

国家補助規制とは，加盟国政府による企業
支援活動（国家補助 state aid）を，共同市場の
競争を歪める可能性があるとして，原則的に禁
じるものである（同第 87条）10）。

戦後 EEC においてこうした規定が導入され
た背景には，1930年代に各国政府が取った報
復的な保護主義的措置の応酬が悲劇的結末を
招いたという苦い経験への反省 12）や，東欧・ソ
連の中央統制経済に対抗するというイデオロ
ギー的意味 13）があったものと考えられる。

ヨーロッパの公共放送に与えられる公的財源
は，受信許可料，税金，受信料など国によっ
てさまざまな形態をとっているが，欧州委員会
はこれらを総じて国家補助にあたるものとみな
している14）。

ただしEC 条約は，例外として許される国
家補助もある，と定めている15）。特に公共放
送の財源に関係するのは「一般の経済的利益と
なるサービス」（services of general economic 
interest）についての例外規定である。
公益サービスの 1つとしての放送

一般の経済的利益となるサービスとは，市場
だけでは供給できない公益サービスを指す EU
法独特の呼称で，代表的なものとしては交通，
エネルギー，水道，郵便，電気通信などであ

EC条約第 87条 第 1項
この条約に別段の定めがない限り，形式のいか

んを問わず，加盟国により，または加盟国の資金
を通して与えられる補助で，特定の企業または特
定の商品の生産に便益を与えることによって競争
を歪めるもの，または歪めるおそれがあるものは，
加盟国間の通商に影響をおよぼす限り，共同市場
と両立しない11）。
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るが，放送もこれに入ると考えられる。
これらのサービスは従来，国営企業によって

独占されるのが通例であった。事業独占権はそ
もそも自由な市場という原理に反するものであ
るが，上記のような公益サービスに関する限り，
EC 条約は国家補助規制の適用から外すことを
認めている（第 86条 2項）。

しかし他地域の例にもれずヨーロッパでも，
1980年代後半から90年代にかけて，上記の公
益サービス分野に事業の効率化と市場開放へ
の要求が高まり，欧州委員会がこれを受けて，
部門ごとに自由化政策を徐々に導入してきてい
る経緯がある。総じて，競争を促進し消費者
の利益を高めるという目的のもと，国家補助が
認められる公益サービスの範囲はより限定的に
なってきている。

では公共放送も，交通やエネルギーなどと同
じように扱われ，市場の要求に合わせて任務
範囲を限定することになったのだろうか ?
アムステルダム条約付属議定書

このような事態になることを警戒したのが，
各国政府であった。公共放送は，言論・文化・
言語の多様性といった，現代の民主主義社会
を支える基本的な価値の実現に重要な役割を
担うものであり，同じ公益サービスであっても，
放送は運輸やエネルギーなど経済サービスとは

区別されなければならない，と各国政府は主
張した。

1997年にアムステルダム条約を締結した際，
加盟国はこのような主張を，EC 条約の付属議
定書 16）に盛りこむことで合意した。これは EU
法における公共放送の特別な位置を認めた条
文である。

こうして，公共放送の任務範囲と財源のしく
みを決定する権限は各加盟国にあるとされたこ
とで，各国ごとの文化的背景に応じた公共放送
の任務の“広い定義”が可能になった 17）。例え
ば，欧州委員会が，娯楽番組やオンラインサー
ビスの提供を公共サービス任務外とするような
EUの統一ルールをつくることはできなくなった
わけである18）。

ただしこの議定書も，「競争に影響を与えな
い場合に限る」として，やはり公共放送への国
家補助規制の適用の可能性を残している点に
注意しなければならない。影響を与えている
かいないかの判断の権限は，加盟国ではなく，

第 86条 2項
一般の経済的利益のための事業運営にあたる

企業，または独占的な収益を生み出す性格をもつ
企業は，この条約の規定，特に競争に関する規
定がこれらの企業に与えられている特定の任務の
遂行を法律上また事実上妨げない限り，これらの
規定に従わなくてはならない。その通商の発展が，
共同体の利益に反する程度にまで影響を及ぼして
はならない。

付属議定書第32番
加盟国の公共放送制度について

条約の締結国は，加盟国の公共放送のシステム
が，各国の社会の民主主義的，社会的，文化的
必要性と，メディアの多元性を保護する必要性に
直結していることを考慮し，以下のような解釈的
な条項について議論をした。この条項は欧州共同
体設立条約に追加されるものとする。

この欧州共同体設立条約の諸条項は，公共放
送の財源を提供するという加盟国の権限を侵害す
るものではない。ただし，その財源が，各加盟
国によって認められ，定義され，組織された公共
サービス任務を果たすために放送機関に与えられ
ている場合，また，その財源が，公共サービス任
務の実現を考慮に入れたものでありながらも，共
通の利益に反する程度にまで欧州共同体内の通
商条件と競争に影響を与えない場合に限る。
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あくまで欧州委員会にある。ではどのような場
合に，競争を歪めていると判断されることにな
るのか。
2001 年通達

その基準を示したのが，欧州委員会が2001
年に発表した「公共放送への国家補助規制の
適用についての通達」（以下「2001年通達」）19）

である。この通達は，以下の3 つの基準を満た
している場合に，公共放送の公的財源は，国
家補助ルール適用外として，つまりEC 条約に
違反しない公益サービスへの補助として認めら
れる，とした。
①公共サービス任務の明確な定義

任務の定義は，実際に提供しているサービ
スが任務内に入るかどうかということについて，
あいまいさを残してはならない。その判断は公
共放送の裁量に任されてはならず，監督機関や
市場プレイヤーが客観的に判断できるものでな
ければならない。純粋な商業活動が公共サー
ビスとして定義されている場合は EC 条約違反
とみなされる。ただし商業活動を行ってはなら
ないということではない。
②公式の任務委託と監督

定義された任務は，法的行為（法律や事業契
約など）により，事業者に公式に委託されなけ
ればならない。任務が委託された通りに達成さ
れたかについて監督する機関は，事業者の外
部にある独立の機関であることが望ましい。
③財源の比例性と透明性

公的な財源が，委託された任務に必要な額
を超えないような制度上の措置を設けなければ
ならない。また，公共放送が商業活動を行う
場合，公共・商業活動の会計は分離していな
ければならない。また公共放送やその子会社
が行う商業活動は，市場原理に照らして適切な

行動でなくてはならない。
この2001年通達が示した条件は，サービス

や財源の実質的な内容について規定しようとす
るものではなく，あくまで手続きの明確さと透
明さを求める点が特徴だといえる。

以上のような指針をもとに，欧州委員会は，
2003年以降，各国で提訴された“民業圧迫”問
題について判断を下している。

III  ドイツの公共放送 : 放送の自由と
　   競争は調和するか?

III-1 ドイツ商業放送の苦情
2005年 3月，欧州委員会は，2001年通達の

基準に照らし，ドイツの公共放送の財源のしく
みは，共同市場の競争を歪めるおそれのある
国家補助にあたり，EC 条約違反であるとの公
式の見解を示し，ドイツ政府に対し適切な制度
改正措置を取るよう求めた。

欧州委員会のこの判断は，ドイツの商業放
送通信連盟（VPRT）をはじめとする商業放送
数社が，公共放送 ARDとZDFによる民業圧
迫について2002年から数回にわたって申し立て
た苦情を受けてのものであった。商業放送は，
ARD・ZDFの新しいデジタルサービス（オンラ
インサービス，携帯端末向けサービス，デジ
タルテレビチャンネル），スポーツ放送権獲得，
番組制作子会社との不透明な取引などの活動
を取り上げ，これらは公共放送の任務範囲を逸
脱するものであり，市場の公正な競争を歪めて
いると主張していた。

したがってこの苦情は，直接には主に90年
代後半以降の新しいデジタルサービスの展開を
問題にするものであった。しかし欧州委員会が
下した決定は，ドイツにとっては，民業圧迫の
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可能性があるサービスの提供をやめれば済む
というような単純な問題ではなく，公共放送制
度の根幹にかかわる問題を提起するものであっ
た。そのため改正措置をめぐる欧州委員会との
意見交換も紛糾を極め，一時は欧州裁判所行
きが確実視されていた。

それほどまでに深刻な波紋を引き起こした理
由を検討する前に，ドイツの二元体制の現状を
確認しておきたい。

III-2 ドイツ公共放送のプレゼンス
先に紹介した欧州商業放送団体の政策提言

書のなかでも指摘されているが，大きな公共放
送をもつ国が多いヨーロッパのなかでも，ドイ
ツの公共放送の規模は最大級である。以下が
その概要である。
ドイツの公共放送

ドイツの公共テレビ放送には，ドイツ公共放
送連盟（ARD）と第 2ドイツテレビ（ZDF）がある。

1950年に結成された ARD20）は，ドイツの連
邦制を反映し，ドイツ各州が単独または共同で
設立する州放送協会の連合体であり，現在は9
つの州放送協会からなっている。ARD は共同
で全国向けの第 1テレビを放送するほか，1960
年代から各州放送協会がそれぞれ第 3 チャン
ネルと呼ばれる州域向けのテレビ放送を行って
いる。ZDFは，1961年に全ての州が共同で設
立した第 2 のテレビ放送である。

ARDとZDFは共同で専門チャンネルを2 つ
（子供向け，時事・ドキュメンタリー），さらに
外国の公共放送と共同で，文化・教養に重点
をおいたテレビチャンネルを2 つ放送している。
このほかデジタル専門チャンネルをARD・ZDF
それぞれ3 チャンネルずつ放送している。さ
らにバイエルン州放送協会が単独で教育専門

チャンネルを1つ実施している。
総計 21あるこれら公共放送チャンネルを，

衛星やケーブルのデジタル放送の視聴者であれ
ばすべて視聴できる。また地上デジタル放送で
は，10～12 チャンネルの公共放送チャンネル
が視聴可能である。

ARDもZDFも受信料収入のほか，広告放
送など商業収入も認められている。総収入の内
受信料が占める割合は，ARD で83%，ZDF
で85%である21）。
商業放送

現在ドイツでは全国向けの商業テレビチャン
ネルが50 ほどあるが，視聴シェアの上位を占め
るものは ProSiebenSat.1 か RTL Group のど
ちらかの商業放送グループの傘下である。
規模の比較

以下の表は，2004年の公共放送と商業放送
の代表的なチャンネルの視聴シェアと収入の比
較である。公共放送は，視聴シェアの半分弱
をおさえ，収入は商業放送の2倍以上の規模
である。

出典：Sechzehntes Hauptgutachten der Monopolkommission
 2004/2005
* ProSieben， Sat.1， Kabel 1のシェアをまとめたもの 
**RTL，RTL2，VOX，Super RTLのシェアをまとめたもの

公共放送と商業放送の視聴シェア（年間平均）と
収入比較（2004 年）

視聴シェア
（%） 収入（€）

公共放送 41.7 69 億 6,290 万

ARD1 14.0
52 億 7,590万

ARD3 13.9

ZDF 13.8 16 億 8,700万

商業放送 46.4 33 億 4,680 万

P7S1* 21.3 16 億 9,600万

RTL Group** 25.1 16 億 5,080万
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二元体制の歪み ?

先にあげた商業チャンネルは，広告収入を財
源とする無料放送である。各州の商業放送の
監督機関の連合体 ALMの見解によれば，こ
の従来型のビジネスモデルは多チャンネル時代
には頭打ちになっており，今後の増収は望めな
い。商業放送が発展するためには，今後は有
料チャンネルの展開がどうしても必要になってく
るという22）。しかしながら公共放送の無料チャ
ンネルの豊富さが，有料テレビのビジネスチャン
スを阻んでいる，とALMは指摘している。「特
に公共放送と専門チャンネルが競合することに
よって，有料テレビの発展の決定的な阻害要因
となっている。英米モデルにおいて有料テレビ
の割合が高いドキュメンタリー・スポーツ・子ど
も向け・ニュースなどは，ドイツでは無料放送さ
れている。無料テレビが魅力的で豊富なために，
有料テレビの需要が抑えられてしまっている」。23）

III-3 公共放送の特別な任務と地位
グランドデザイナーとしての憲法裁判所

ドイツでこのように大きな公共放送が社会に
根づいている理由には，ARD が分権的組織で
あることもあるが，なによりドイツの連邦憲法裁
判所が過去10回もの「放送判決」を通じて，公
共放送のいわば守護者としての役割を果たして
きたことが大きい24）。
放送の自由と公共放送

ドイツの憲法（基本法）では，第 5条で意見
表明の自由を保障しているが，ここに放送とい
う文言も入っている。憲法裁判所はこれを，「個
人的および社会的な意見形成に奉仕する自由」
であると解釈している。

つまり放送の自由とは，検閲や政治的介入を
受けないという放送事業者の権利（防御権）に

尽きるものではない。放送の自由の核心には，
放送の特殊な社会的影響力を考慮しつつ，個々
人と社会の意見形成機能を最適化するための
制度を作り保持するという立法者の義務があ
る，と解釈されてきたのである。

さらに憲法裁判所は，個人と社会の意見形
成機能を最適化するという目的は，放送が市
場の力だけに委ねられた場合は十分に実現で
きない，とした。市場は，社会の意見の多様
性を十分に反映できないからである。こうして
憲法に基づいた価値を実現するための制度とし
て，公共放送が求められることになる。
放送評議会 : 内部的多元性の原理

社会の意見の多様性がバランスよく番組編成
に反映され，特定の政治的・社会的勢力に偏ら
ないために，公共放送の意思決定・内部監督
機関として“放送評議会”（ZDF では“テレビ評
議会”）が設置されている25）。

放送評議会は，さまざまな文化的・社会的グ
ループの代表者から適切な割合によって構成さ
れ，その人数は大きい公共放送機関では70名
を超えるところもある。

憲法裁判所は，公共放送内部の多元的構成
をもつ評議会が，会長の選出，番組基準の作
成，番組の監督，予算・決算の承認などの権
限をもつことで，放送の自由を実現する前提が
満たされるとみなしている。
番組編成の自律

放送判決によると，公共放送は，番組編成
について自由に決定することができる。これは
番組の内容や形態についてだけではなく，番組
の数や範囲についてもあてはまる。法律は，公
共放送の果たすべき任務の範囲を限定すること
はできるが，何を提供すべきかということを具
体的に規定することはできない。それはあくま
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で公共放送の権限である26）。
公共放送は，法律に定められた任務を

どのように具体化し，どのようなサービスを
提供するかについて自主的に定めた“約束”

（Selbstverpflichtung）を，2年に1度，視聴者・
市民に向けて公表する義務がある27）。
存続と発展の保障

また憲法裁判所は，公共放送の財源について
も，広範な保障を与えている。それによれば，公
共放送は，その存続のための財源が保障される
だけではなく，新しい技術や新しい形態の放送
を利用して，より積極的に意見形成の自由に貢献
できるだけの財源が保障されなくてはならない。

受信料の額は，独立委員会である「公共放送
の財源需用の審査のための委員会」（KEF）が，
公共放送が提出した必要額の申請を審査し，
各州政府に答申する。州政府は，公共放送
と議論し十分な理由づけがなされない限りは，
KEF 答申の額を変更することはできない28）。
補完的地位におかれた商業放送

公共放送は，以上のような制度上のしくみに
よって保障されているがゆえに，国民にあまね
く情報を伝え，意見を形成する機会を与えると
いう，放送の“基本的供給”の任務を担うこと
ができる。

一方，商業放送は，検閲を受けないという
意味での放送の自由は享受するが，個人と社会
の意見形成に奉仕するという放送の自由の核心
については副次的な役割しか割り当てられてい
ない。1980年代に商業放送が誕生した後も，
憲法裁判所は，放送の本質的役割は公共放送
が担うことを期待したのである29）。

こうした憲法裁判所の判決にもとづいて発展
してきた公共放送の特別な地位について，前述
の商業放送の監督機関は，市場の現状に照ら

して批判的に評価しつつ次のように述べている。
「財源付与，包括的な憲法裁判所判決そして放
送法によって，公共放送はすべてのプレイヤー
の中でもっとも安楽な位置に立っている」30）。

III-4 欧州委員会の指摘と改正案の合意
欧州委員会の指摘

すでに触れておいたように，欧州委員会は，ド
イツ公共放送の財源のしくみについて，2001年
通達の3 つの基準に照らして詳細に検討し，EC
条約に違反する国家補助にあたるとの判断を下
した 31）。その要点をまとめると以下のようになる。
①任務定義の明確さについて

● デジタルチャンネルとオンラインサービスに
ついての任務定義が不明確。特に後者に
関して，オンラインショップなど純粋な商
業活動まで含む可能性がある

②任務委託と監督について

● デジタルチャンネルとオンラインサービスに
ついての定義が不明確なため，監督が有
効に機能しない

③財源の比例性と透明性について

● 分離会計が行われていない
● 州会計検査院と，受信料の値上げ額につ

いて州政府に答申を行う独立委員会 KEF
の財務監査権限が限られているため，受
信料を商業活動のコストに補てんする内部
補助の疑いを排除できない

● 市場では市場原理に適した行動をするよう
定める規則がない

● スポーツ放送権について，不使用のものを
適切な値段でサブライセンスするという規
定がない

以上の点から，現時点で競争阻害が起こって
いるという明白な証拠はないが，将来，共同市
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場の競争を阻害する可能性がある，として，欧
州委員会はドイツ連邦・州政府に対し，改革案
の提示を求めたのである。

すでに述べたように，この欧州委員会の決定
は直接に法的な拘束力をもつため，ドイツがこ
の要請に従わない場合，委員会は欧州裁判所
に提訴することになる。
合意案の内容

2005年 3月にこの欧州委員会の見解が伝え
られてから，さらに数回にわたる意見交換が行
われた。当初は年内にも決着がつくものと思わ
れていたが，最終的に合意の見通しがついたの
は，2006年も暮れになってからであった。

2006年 12月にドイツが提案した公共放送の
財源制度の改正案の骨子は以下のようなもので
ある32）。
○任務定義の明確化と委託手続きについて

● ARD・ZDF が新しくサービスを提供する
場合，公共的価値の審査が実施される。
審査は公共放送の内部監督機関が行い，
第三者も意見を述べる機会が与えられる。
審査の結果を各州政府が法的監督の観
点から承認した後に，サービスの提供が
可能になる。審査では，そのサービスが
①社会的・民主的・文化的要請に対応し
ているか，②ジャーナリズムの質を競う
競争に貢献するか，③財政的負担はどの
程度か，が問われる。また市場および世
論形成に与える影響も勘案される

●「情報」「文化」「教育」という現在の法
律上の番組編成カテゴリーがさらに詳細
に設定される。ARD・ZDF はこのカテゴ
リーを用いて“約束”のなかで，デジタル
チャンネルの性格を明確にし，各州がこ
れを法律監督の観点から承認する

● オンラインサービスについては，公共放送
が担うべき公共的価値が法律に明記され
る。電子商取引など，提供できないサー
ビスのリストも例示される

○財源の比例性と透明性について

●公共・商業活動の会計分離，子会社の適
切な市場行動の遵守の規定，州会計検
査院と独立委員会 KEFの監査権限の強
化などの措置が法律で規定される

●スポーツ放送権に関して，スポーツ番組が，
年間の番組放送時間の10%を超えないこ
と，不使用の放送権の第三者へのサブラ
イセンス義務が法律で定められる

欧州委員会は2007年 4月，この措置が競争
阻害の可能性を排除するのに適切であると正
式に承認し，4年半にわたって続いてきた調査
手続きを終了すると宣言した。ドイツ各州政府
は，今後 2年以内に上記の規定を法制化する
ことになる。

III-5 問われる放送評議会の機能の実質化
対立の焦点① : 任務委託手続き

2006年 12月15日に伝わった改正案合意の
ニュースは，関係者には驚きをもって迎えられ
た。その直前まで，ドイツ州政府・公共放送
側は，欧州委員会の要求の中でどうしても受け
入れ難い点があるとして，欧州裁判所への決
着の持ち越しを覚悟していたためである。

ドイツ側と欧州委員会の間で，最後まで折り
合いのつかなかった争点は，先の2001年通達
で示された2点目，すなわち任務委託の手続き
と監督についてのものであった。

欧州委員会は，公共放送の任務は，法律行
為（法律や事業契約など）によって公式に政府
から事業者に委託が行われなければならない，
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としていた。「公共サービスとは，公共放送が
定義するサービスのこと」33）というような同義反
復的な定義が通用してはならず，はっきりとし
た任務委託関係とそれを事後チェックするしく
みを確立するよう求めているわけである。

しかし，これがドイツの憲法裁判所が示して
きた公共放送の「番組編成の自律」という理念
に抵触し，憲法違反となる可能性が高い。な
ぜなら憲法裁判所の判決によると，どのような
番組を提供するかという決定権はあくまで公共
放送になくてはならず，政府が番組編成に関し
て何らかの決定を下すとなると，公共放送の自
律的な活動に重大な制限が加わることになるか
らである。この点について，ARD 会長（当時）
のグルーバー氏は「欧州委員会が要求している，
具体的な番組編成計画を国家が承認するとい
う手続きは，ドイツの公共放送の核心的な要素
を，競争という祭壇上で生贄にささげることだ」
などという強い言葉で批判していた 34）。

だが，また「番組編成の自律」という標語の
もと，公共サービス任務の漸次的な逸脱が正
当化されてはならない，というのが欧州委員会
の立場である。

したがって，新しいサービス導入時に，公共
放送の内部監督機関が行う公共的価値の結果
を，最後に州が法律監督の立場から確認する，
というドイツ側が提案した手続きは，いわば苦
肉の策であった。欧州委員会の競争政策担当
委員クレース女史はドイツ側のこの案を受け入
れ難いと見ていたようだが，最終的に欧州委員
会委員長バローゾ氏がこれで合意するよう促し
たということである35）。
対立の焦点② : 監督機関の機能

また欧州委員会は，委託された任務の達成
について評価し監督するのは，公共放送の外

部にある機関が行うのが望ましい，としていた。
しかしながらドイツの提案した公共価値の審査
のモデルでは，審査と評価を行うのは公共放送
内部の機関である放送評議会である。

しかし放送評議会は，公共放送の大きな戦
略について，理念的な側面から検討を加え，
助言したり承認することを任務としており，これ
まで実務レベルで番組編成やサービス提供の
プランに関与するということはなかった 36）。

したがって，公共的価値の審査手続きを導
入した際に生まれる実務レベルでの膨大な業
務を，評議会がきちんと果たせるかどうかにつ
いて，懸念が生まれている。欧州委員会は，
新しい監督機関の設立を提案していたが，ドイ
ツ側はこれを拒否している。

現在のところ，ARD は，公共価値の審査と
いうしくみをいち早く開発して実行に移している
BBCトラスト37）から人を招き助言をもらうなどし
て，放送評議会の機能強化に向けて具体的に
動き出しているようである38）。

IV  おわりに
放送・通信技術の発展やますます進行する

経済のグローバル化により，市場からのチャレ
ンジが激しくなり，これまで当然とみなされてき
た公共放送のあり方が問い直される，という傾
向は世界共通のものであろう。しかし，これは
必ずしも公共放送の任務範囲の縮小に直結す
るわけではない。

今回のドイツ公共放送への EC 競争法の適
用のケースでも示されているように，問われて
いるのは，公共放送と，その制度を作る責任
のある国民の双方が，自国の文化や政治経済
的哲学に立ち返りつつ，公共サービス放送の
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任務をより説得力のある言葉で明確にし，自
覚を深めること，そして市場からのチャレンジ
に説得力を持って応えられるだけのガバナンス
のしくみをつくることである。

公共放送という，政治的，経済的，文化的
価値がぶつかりあう分野について，激しい政
治的対立・交渉の長期化というリスクを引き受
けながら，明確な理念のもと，国境を越えて
共有できる明確なルールを練り上げ，強い意
志をもってそれを実行に移しているEU に見習
うべき点は多いように思える。

（すぎうち ゆうすけ）

注：
1）例外として，イギリス，フィンランド，ルクセ

ンブルク，イタリアではこれ以前に商業放送が
あった。

2）EC 条約（ローマ条約）や EU 条約（マースト
リヒト条約）など共同体の設立・目的・組織を
定めた基本条約を第 1 次法と呼び，EC の機関
が政策分野ごとに制定する法令を第 2 次法と呼
ぶ。本稿で EU 法といった場合，これらの総称
もしくは法体系の意味である。

3）Association of Commercial Television（ACT）, 
Association Européene des Radios（AER）, 
European Publ i shers Counc i l（EPC）, 
Safeguarding the Future of the European 
Audiovisual Market: A White Paper on the 
Financing and Regulation of Publicly Funded 
Broadcasters, 2004, 3-4

4）ヨーロッパの二元体制を概観・分析したものと
して，越川洋「放送制度と市場」『放送メディ
ア研究』Vol.1（NHK 放送文化研究所，2003 年）

5）Stefaan Depypere & Nynke Tigchelaar, 「公
共放送の関連市場における活動についての欧
州委員会の国家補助政策」， Competition Policy 
Newsletter no.2 Summer 2004, 19

6）EU 法の概論としては，入稲福智「EU 法講義ノー
ト」（http://eu-info.jp/r/index.html）を参照。

7）1957 年調印時の EC 条約（当時 EEC 条約）第
2 条。現在はこれに，雇用と社会的保護，男女
平等，環境保護などの項目が加わっている。

8）しかし現在，EU 憲法条約の修正版として，
EU・EC 条約を改正する「改革条約」を起草
する政府間会議が行われており，条約本文の
EU の目的を定めた条項から「公正な競争」の
文言を削除し，代わりに「域内市場と競争」と
題された付属議定書をつける方針で合意が行わ
れた。これを強く求めた仏サルコジ大統領は「競
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