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シリーズ  世界の公共放送のインターネット展開

フランス・France TélévisionsとINA
 VOD サービスの最先端事例に見る公共放送の役割の転換

メディア研究部（海外メディア）  長井　暁

第 3 回

  1. はじめに

ヨーロッパの国々の中ではインターネット環境
が比較的整備されているフランスでは，公共放
送が早くからインターネットを利用した番組配
信を手がけてきた。そしてそれは，2005年11
月に公共放送France Télévisionsが，グループ

（F 2，F 3，F 4，F 5，RFO）全体のポータ
ルサイト「Francetvod.fr」によるVODサービス
を開始し，2006年4月に世界最大規模の放送
番組のアーカイブを有するINA（国立視聴覚研
究所）が，「ina.fr」というサイトによるVODサー
ビスを開始したことにより新たな段階に入った。
二つのVODサービスにより，フランスの公共
放送では放送直後から数十年前に放送された
アーカイブ番組までを，インターネットを通じて
視聴することが可能になったのである。

シリーズ第3回のこの報告では，フランスの
France TélévisionsとINAという二つの公共
放送機関が進める世界最先端のインターネッ
ト・サービスの事例を通じて，公共放送の役
割がどのように転換してきているのかを考察し
たい。

  2.フランス商業放送のインターネット展開

フランスではFrance Télécom（フランス最
大の通信事業者）が中心となり，早くからイン
ターネットの環境整備に取り組んできた。その
結果，2003年から04年にかけて，既存の放
送事業者と通信事業者が提携した融合サービ
スが始まった。

2003年12月にはフランスの視聴シェアで常
にトップの座にある商業放送TF 1（Télévision 
Française 1，テレビ・フランス 1）が，France 
Télécomと提携して「TPS L」というADSLに
よるテレビサービスを開始し，衛星放送TPS
の48チャンネルを提供し始めた。

映画とサッカー中継を目玉とする有料テレビ
Canal Plusも，2004年3月にFrance Télécom
と提携して「Canalsatdsl」というADSLによる
テレビサービスを開始した。

その後も参入が続き，現在では10社程度が
ADSLによるテレビサービスを提供している。そ
の結果，ADSLによるテレビサービスへの加入
世帯が急増し，2007年6月末には380万世帯に
達してケーブルテレビの加入世帯数を上回った。
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フランスの商業放送はさらに，2005年から
06年にかけてVODサービスを次 と々開始した。

Canal Plusは2005年10月に「CanalPlay」と
いうVODサービスを開始し，Canal Plusで放
送した番組のほか，数多くの映画を配信してい
る。24時間視聴可能なレンタル（先行ダウンロー
ド）の料金は，新作映画が€3.99 ～ 4.99（1€

〈ユーロ〉は約150円），旧作映画が€2.99 ～
3.99，テレビ番組が€1.49 ～ 2.99となっている。

TF 1は2005年11月に「TF1 Vision」という
VODサービスを開始した。TF 1で放送した番
組のほか，旧作映画を有料で配信している。料
金は24時間視聴できるレンタル（ストリーミン
グ）が€0.99 ～ 4.99，無期限で視聴できる購入

（ダウンロード）が€3.99 ～ 19.99である。
6番目の地上テレビ局として最後発で放送を

開始したM 6（Métropole Télévision）も2006
年2月に「M6 Vidéo」というVODサービスを開
始した。24時間，もしくは48時間視聴可能なレ
ンタル（先行ダウンロード）で，料金は新作映画
が€3.99 ～ 4.99，旧作映画が€2.99，アニメや
シリーズなどのテレビ番組が€0.99 ～1.99だが，
M 6で放送した番組を多数無料で配信している。

  3.フランスの公共放送

フランス公共放送のインターネット展開につい
て報告する前に，まずフランスの公共放送の現
状について説明する。

フランスの現行放送法は，改正・補完された
「コミュニケーションの自由に関する1986年9月
30日の法律」であり，公共放送機関および独立
規制機関の設立を定め，テレビ・ラジオ・衛星
放送・ケーブルテレビなど，映像・音声コミュニ
ケーションの全般を規定している。2007年3月7

日に「放送の現代化と未来のテレビに関する法
律」が官報で公布され，放送法が改正された。

放 送 事 業は，文 化・コミュニケーション
省（Min istère de la Cu lture et de la 
Communication）が所管し，公共放送機関に
対する業務 運営規則の制定および一部経
営委員の任命，公共放送部門の年次予算
策定などを行っている。

放送事業の規制監督は，独立規制機関の
CSA（Conseil Supérieur de l'Audiovisuel，視
聴覚高等評議会）が行っている。 CSAには主
な公共放送機関の経営委員長（兼会長）の任
命権と経営委員4人の任命権がある。CSAは，
大統領と上下院議長がそれぞれ3人ずつ選任す
る9人の委員で構成され，委員長は大統領が自
ら選任した委員のなかから指名することになっ
ている。

公共放送機関の主な財源は，政府により住
民税徴収の際に一括して徴収される視聴覚受
信料（redevance audiovisuelle）という名称の
税金で賄われている。視聴覚受信料は年額116
ユーロ（約1万7,400円）である。

 （１）France Télévisions 

France Télévisionsは，公共放送F 2，F 3，
F 4，F 5，RFOの5社を傘下に置く持ち株会
社である。

フランスでは1974年に公共ラジオ・テレ
ビ（ORTF）の分割が行われ，3つのテレビ局

（TF 1，Antenne 2, FR 3）と，フランス公共
ラジオ（Radio-France）， 制 作 会 社（Société 
française de production），ネットワークを整備
する組織（Télédiffuson de France）という6つ
の新しい組織に生まれ変わった。

公共テレビの１番目のチャンネルはTF 1
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（Télévision Française 1）となり，1986年の放
送法により民営化され，1987年には商業テレビ
局となった。

公共テレビの2番目のチャンネルは，公共放
送を代表する総合編成のテレビ局Antenne 2と
なり，1992年にF 2 （France 2）と改称した。

公共テレビの3番目のチャンネルは，13の大
都市に主要な地域局を持つ総合編成の公共放
送FR 3（France Régions 3）となり，1992年
にF 3（France 3）と改称した。

1996年にドラマ・映画や劇場中継を放送す
る専門チャンネルex-Festivalが衛星とケーブル
で放送を開始。2005年の地上デジタル放送開
始にともないF 4（France 4）と改称し，地上
波でも放送を開始した。

失業問題が大きな社会問題になっていた1994
年に，知識・教育・雇用の公共チャンネルLa 
Cinquièmeが放送を開始した。La Cinquième
は2002年に通称をF 5 （France 5）とし，2004
年の放送法改正でF 5が正式名称となった。

フランスにはさらに，ヨーロッパ統合に
放送の面から寄与することを目的として1991
年に設 立されたドイツと共 同の 公 共 放 送
ARTE（Association relative aux télévisions 
européenes）がある。文化・教養を専門とする
チャンネルで，番組・予算・人員を両国の機関
が半分ずつ拠出している。地上アナログチャン
ネルでは，F 5とARTEが同じチャンネルで時
間帯を分けて放送しているが，地上デジタル放
送ではそれぞれ１チャンネルを占有している。

カリブ海，南太平洋などにある海外領土で
は，公共放送RFO（Réseau France outre-
mer，フランス海外ネットワーク）がテレビ2チャ
ンネルとラジオの放送を行っている。

1974年に分割されたフランスの公共放送は，

2002年には再統合へと向かった。2002年の
放送法改正によって，公共放送F 2，F 3，F 
4，F 5，RFOの5社を傘下に置く持ち株 会
社France Télévisionsが設立された。France 
Télévisionsは5社の株式を100％所有し，会長
は傘下の5社の会長も兼務している。

　　
 （2）INA

INA（Institut National de l'Audiovisuel，国
立視聴覚研究所）は，フランスのテレビ・ラジ
オ番組の収集・保護・デジタル化・復元・公開・
活用を主な業務とする公共放送機関であり，財
源の約66％は視聴覚受信料によって賄われてい
る。INAは1974年に行われたフランス公共ラジ
オ・テレビ（ORTF）の分割によって誕生した。
分割によって6つの新しい組織が生まれたが，
政府案ではアーカイブ部門，創造的・研究的制
作部門，育成部門がどの組織からも抜け落ちて
いた。そこで元老院が法案審議の際に，「アー
カイブの保存と，視聴覚的制作の研究，職業
人の育成」を担う第7の組織を設立するよう修正
を加え，INAが誕生することになったのである。

フランス放送法においてINAは，「国の視聴
覚財産の保存と活用を担当する」と規定され，

「番組制作と視聴覚コミュニケーションの分野
における技術革新と研究に寄与する」こと，「調
査研究と実験を行い，その目的において，現
在および将来のネットワークのための番組作品
と視聴覚資料を制作する」こと，「視聴覚コミュ
ニケーションの分野で，生涯教育と初等教育，
およびすべての形態の教育に寄与する」ことが
求められている。

INAのアーカイブは商用アーカイブと法定納
入アーカイブから成り立っている。商用アーカ
イブは基本的に1995年より以前に公共放送局
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が制作・放送した番組で，INAが商業的な利
用権を有している。法定納入アーカイブは，放
送番組の納入義務を定めた法律に基づいて
INAがアーカイブ化している1995年以後に放
送された番組で，国立図書館内に設置された
INAthèqueで研究者に公開されるなどしてい
る。2007年末現在，INAのアーカイブの総数
は約400万時間で，その内訳は商用アーカイブ
がテレビ約73万時間，ラジオ約77万時間。法
定納入アーカイブがテレビ約110万時間，ラジ
オ約140万時間となっている。

  4.フランス公共放送のインターネット展開

 （1）「Francetvod.fr」 
France Télévisionsは，2005年11月 に グ

ループ（F 2，F 3，F 4，F 5）の番組をインター
ネットで配信するポータルサイト「Francetvod.
fr」によるVODサービスを開始した。このサイ
トを利用するにはユーザー登録（フランステレビ
ジョンクラブの会員になる）をしてパスワードを
取得する必要がある。

当初はニュース，定期番組（趣味・育児・環
境・語学など）だけを無料とし，フィクション，
シリーズ番組，ドキュメンタリー，子ども番組な
どは有料で配信していた。サービス開始から10
ケ月，「Francetvod.fr」の利用はあまり進まず，
ユーザー登録者数は2万5,000人，レンタルま
たは購入された番組数は10万番組にとどまっ
た。利用が多かったのは無料のニュースと，
F 5の定期番組であった。France Télévisions
は「Francetvod.fr」の利用を促進するために，
当初は有料で提供していた番組を徐々に放送後
7日間は無料で提供するようになった。現在で
は，一部の番組（映画・ドラマ）を除いてほと

んどの番組を放送後7日間は無料で配信（スト
リーミングのみ）するようになっている。その結
果，ユーザー登録者数は急速に増大し，2008
年1月現在150万を数えるまでになった。

2008年1月現 在，「Francetvod.fr」には 無
料番組が常時約600本あり，毎日80以上の番
組が更新されている。ニュースは7日間，全国
ニュースのほか，25の地域ニュース，F 3の45
のローカルニュースを視聴することができる。ま
た，定期番組（趣味・育児・環境・語学など）
は14日間無料で提供し，その後は提供してい
ない。多くの番組は放送後8日間以降，有料で
提供されている。提供期間は番組の著作権の
状況により異なるが，最長で放送後3年間であ
る。有料視聴の方法はレンタルと購入の2種類
がある。レンタル（ストリーミング）は24時間視

図１　「Francetvod.fr」のホームページより
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聴可能で,料金は€0.99 ～ 4.99。購入（ダウン
ロード）は無期限に視聴可能で，料金は€4.99
～ 12.99となっている。支払いはクレジットカー
ドのほか，電話料金・インターネット料金と一
緒に支払う方法や，フランスで広く普及している
カルトブルーと呼ばれるプリペイドカードを利用
する方法などがある。2008年1月現在，有料
番組は約280タイトルの約1,200番組である。

France Télévisionsでインターネット関 連
事業を担当しているのはFrance Télévisions 
Interactive（FTVI）というFrance Télévisions
の関連会社である。

France Télévisions Interactive は2000年の
設立以来，公共放送のインターネット展開を担って
きた。2002年にグループのチャンネルを全て自動
的にデジタル収録し，ファイル化するシステムを導
入した。2008年1月現在の社員数は150人である。

France Télévisions Interactiveは2008年8
月の北京オリンピックの際には，約2,200時間の
映像をインターネット配信。France Télévisions
のオリンピック関連サイトへのアクセスは400万
回を超え，延べ3,650万ページビューを記録し
た。オリンピック期間中，毎日20万人がインター
ネットのライブ配信を視聴したという。
「Francetvod.fr」のVODサ ービ スに 関 連

した著 作 権の処 理は，France Télévision 
Distribution（FTD）というFrance Télévisions
の関連会社が一括して行っている。

フランスとドイツと共同の公共放送ARTEの
フランス側の機関ARTE France も，2006年
2月から「ArteVod」というVODサービスを行っ
ている。視聴覚プログラムと映画を48時間視
聴可能なレンタル（先行ダウンロード）で配信し
ている。料金は視聴覚プログラムが€0.99 ～，
映画が€3.99となっている。

 （2）「ina.fr」

INAは「Inamédiapro」というサイトを通じ
て，商用アーカイブの映像資料約45万時間

（300万件）を事業者向けに公開してきた。

写真 1　France Télévisions Interactive の社屋

写真 2　France Télévisions Interactive の作業部屋

写真 3　地域ニュースの自動収録システム
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2006年4月，INA商用アーカイブを一般に
公開するために，「ina.fr」という新しいサイトを
開設した。「みんなのアーカイブ（archives pour 
tous）」と呼ばれるこのサービスは，約1万時間

（約10万項目）の映像資料でスタートした。「ina.
fr」の開設予算は70万ユーロ（約1億500万円）
である。サイトで視聴できる映像資料には無料
のものと有料のものがある。有料の映像資料も
最初の10分は無料で，それ以上視聴したい場合
は48時間視聴することができるレンタル（ストリー
ミング）か，無期限に視聴することができる購入

（ダウンロード）を選択することができる。料金は
レンタルで€1～3，購入で€1～12となっている。

「みんなのアーカイブ」の最大の特徴はテーマ
主義をとっている点にある。2008年9月に掲げ
られているテーマは，9月16日の世界オゾン層保
護デーに向けた「オゾン層」，5月革命40周年を
記念した「人権祭り」，南仏ニームの闘牛祭り，
ベネディクト16世の訪仏を記念した「ローマ教皇
とフランス」，67歳でアルバムを発表したフォーク
界の女王ジョーン・バエズの特集などで，それ
らに関する映像資料に簡単にアクセスできるよう
になっている。「ina.fr」は2006年4月のスタート
以来，毎月こうしたテーマ別にアップデートする
ことで公開する映像資料を増加させてきた。

2007年末現在，「ina.fr」で視聴することがで
きる映像資料は約2万時間にまで増加し，1ケ
月平均約100万アクセス，約400万ページビュー
を記録している。

このほかに，INAは教育省が提携して開発
した中等教育機関（コレージュとリセ）の授業
向けの映像を，インターネットを通じて提供する

「Jalons」というサービスを実施している。

  5.フランスの公共放送がめざすもの

 （1）「放送法」と「目標と手段協定」
2007年3月に改正されたフランス放送法にお

いては，「オンラインコミュニケーションの自由
について」の中で，「テレビサービスとは，すべ
ての公衆あるいはある種の公衆が同時に受信
でき，その主たる番組は映像と音声による放送
で構成された電気通信による公共コミュニケー
ションサービスのすべてをいう」と，オンライン
通信を通じた番組配信も，テレビサービスと見
なすことが明確に定義された。

また，「公共チャンネルの役割と負担目録」の
中のF 2（France 2）とF 3（France 3）の部分
では，「我々の役割において新たな番組とサー
ビスが異なる視聴通信方式の番組によって，よ
り深く完全で豊かなものになるようにする。その
ために，我々は視聴者に新しい制作技術と番組
放送，視聴覚通信サービスの提供に努める。あ
らゆるインタラクティブ技術の利用により視聴者
との関係をより良いものにする。特に情報ネット
ワークシステム，インタラクティブサービス， オン
ライン通信を活用し，番組をより深く完全なもの
にする」 と，オンライン通信による番組の配信に
積極的に努めるべきであることが明記された。

2007年4月にFrance Télévisionsが政 府と

図２　「ina.fr」のホームページより
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結んだ「フランステレビジョン2007～10年の目
標と手段協定」の中では，「新たなサービスと
専門的な内容の新しい放送方式 （インターネッ
ト，WEBサイト，VOD，イベントチャンネル，
TMP－パーソナルモバイルテレビ）の発展を組
織のブランドに基づいて展開する。このサービ
スは視聴者の新たな期待に適応しており，フラ
ンステレビジョンの可能性を強化し，より広く，
より若い人々に関心をもたせる決定的な機会で
ある」 と，若者などの接触を拡大するためにも，
インターネットなどを使ったサービスをより発展
させていくという目標が掲げられている。

 （2）France Télévisions の担当者に聞く
France Télévisionsのインターネット展開

の方向性について，グループのインターネッ
ト関連事業を統括するFrance Télévisions 
InteractiveのVincent Nalpas氏に聞いた。
○ France Télévisions のインターネット展開は

どのように始まったのか？

―我々はインターネットの利用について長い歴史
を持っている。1993 年には F 3（France 3）が
世界の公共放送では最も早くニュース映像の無
料配信を開始した。

○ France Télévisions 

はヨーロッパのほかの

公共放送に先駆けて

VOD サービスを始め

たが，政府の規制など

は障害にならなかった

のか？

―「Francetvod.fr」の
サービスは France Télévisions が文化・コミュ
ニケーション省に提案し，同省と契約を結んで
から開始した。文化・コミュニケーション省はこ

のサービスを公共放送が担うべき当然の役割
と見なしており，決定までにはそれほど時間は
かからなかった。「政府に新たな負担を求めず，
France Télévisions の予算の中でできるのであ
れば，どうぞ自由にやりなさい」といった感だった。
○ France Télévisions が VOD サービスを開

始するにあたって，最も苦労したのはどのよう

な点か？

―それは著作権の問題だ。フランスではテレビ
番組に関して，脚本家・作曲家・出演者・実演
者といった人々だけではなく，テレビ局に所属
するディレクターや記者といった人々にも一定の
権利が認められている。放送した番組をVOD
サービスで利用する場合，France Télévisions
に所属するジャーナリストにどの程度の支払い
をするかをめぐって，交渉には時間がかかった。
○ France Télévisions がインターネットを通じ

たサービスを積極的に展開する基本的な考え

方はどのようなものか？

―私たち公共放送は国民から視聴覚受信料を
もらっているので，あらゆる手段を通じて，で
きるだけ多くの国民に，できるだけ多くの番組
を届ける責務があると考えている。国民の生活
様式が変化したのであれば，その変化に対応
してサービスの提供の仕方も変えなければなら
ない。インターネットを通じた番組の配信も，そ
うした考え方の延長線上にある。
○ France Télévisions はインターネットを使っ

て，これからどのようなサービスを展開していく

つもりなのか？

―通信事業者などと提携することで，利用を
さらに拡大することを考えている。Fra nce  
Télévisions は 2008 年 1 月から，Orange 
Té l é c om と提 携して「Rewind TV」 と い
う新しい VOD サービスを開始した。これは

写真 4　Vincent Nalpas 氏



39NOVEMBER 2008

Orange Télécom の契約者を対象に，France 
Télévisions の番組をテレビ，パソコン向けに配
信するサービスで，午後 6 時から午前 0 時までの
時間帯に，前日までに放送された番組を，定期番
組やバラエティ番組は放送後 7日間，シリーズ番
組，ドラマ，ドキュメンタリー番組は放送後 7日～
30 日間視聴することができるというものである。
○ BBC は長期的にアーカイブ番組を商業展開

する構想を持っているが，France Télévisions

にそうした構想はあるか？

―そうした構想はない。フランスには視聴覚メ
ディアのアーカイブを一括して保持する INA（国
立視聴覚研究所）があり，France Télévisions
は 3 年を超えて権利を保持することができな
い。その後の権利は INA に移るか，制作者に
戻ることになる。アーカイブ番組の配信は INA
の役割だと考えている。

  6.「タイムシフトテレビ」の実現と
     「テレビ批評空間」の創造

公共放送に新規事業を先導する役割があると
されているフランスでは，既述のとおり，France 
Télévisionsが，イギリスのBBC，ドイツのZDF
などに先駆けて2005年11月にVODサービスを
開始した。新しいサービスを始めるにあたっての
基本的な考え方は，「公共放送はあらゆる手段
を使ってできるだけ多くの人々に番組を届けるべ
きであり，国民の生活様式の変化にともなって，
公共放送もサービスの提供の仕方を変えるべき
である」というものであり，そこでは放送と通信
という手段の違いはあまり重視されていない。

France Télévisionsの「Francetvod.fr」 は，
ヨーロッパのほかの公共放送に先駆けてスター
トしただけに，さまざまな試行錯誤を経て発展

してきた。特に注目されるのは，当初はニュー
スや定期番組を除き，多くの番組を有料で提供
していたが，今日では一部の番組（映画・ドラマ）
を除き，ほとんどの番組を放送後7日間は無料
で提供するようになった点である。その背景に
は，サービス開始から10ケ月間のユーザー登
録者数や，有料での番組配信数が伸び悩んだ
という事実があるだろう。France Télévisions
は，放送後7日間は番組を無料で提供すること
でユーザー登録者数を増やし，結果として有料
での利用も増加させるという戦略に転換したの
である。2008年1月現在，登録者数は150万
に達し，有料番組の利用も大幅に増加した。

こうしたFrance Télévisionsの模索は，後発
のBBCのVODサービス「iPlayer」（2007年7月
開始）や，ZDFの「ZDF Mediathek」（2007年9
月開始）に少なからぬ影響を与えた。現在，ヨー
ロッパの公共放送が実施している VODサービ
スでは，放送後7日間の番組配信（キャチアップ
サービス）は全て無料で行われているのである。

France TélévisionsとINAが 進 め るVOD
サービスの事例は，公共放送の役割が大きく
転換しつつあることを示している。公共放送が
一過性の放送で番組を視聴者に届ければすむ
時代は終わり，「見たい時に見たい番組を」「過
去の番組を自由に」視聴できるようにすること
が求められているのである。

こうした公共放送の新しいサービスによって，
視聴者は見逃した話題番組を見たり，過去に
視聴した番組のあいまいな記憶を確認したりす
ることができるようになる。こうして人々に共有
された番組の記録は，「テレビ批評空間」を生
み出し，放送文化・映像文化を発展させていく
ことになるのではないだろうか。

（ながい さとる）


