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　1. はじめに

イギリス政府は09年6月に，『デジタル完了
後のイギリス』（Digital Britain）と題する白書
を発表した。イギリスは2012年に地上放送が
アナログからデジタルへ完全に移行する。この
白書は，完全デジタルへの転換点に向けたデ
ジタル経済白書の性格を持ち，日本のIT戦略
本部による『i-Japan戦略2015』（09年7月）や
フランス政府が08年10月に発表した『フランス
デジタル2012 ～デジタル経済発展計画』に並
ぶものと言える。

しかし，イギリス政府のアプローチは，高速
インターネットへのユニバーサルアクセスの保障
などデジタル経済の基盤整備に向けた具体策
だけでなく，デジタル化したインフラで提供さ
れるコンテンツの公共性に着目し，公共サービ
ス・コンテンツの維持を目的とした制度介入の
方針を示したところに特徴がある。それには，
BBCと並んで公共サービス放送と規定されてい
る地上商業テレビの役割の見直しが含まれ，と
りわけ，老舗チャンネルであるITVが提供して
きた「地域・地方・ローカルのニュース」を維持
するために，過去87年にわたってBBCが独占
的に使用してきたテレビ受信許可料1）の一部を，

入札方式でBBC以外の組織や活動に割り当て
る考えを初めて公式に示した。

その後イギリス政府は6月末に，白書で示した
行動計画の進捗状況や制度化への道筋を公表
するなかで，2013年度以降の受信許可料の料
額決定も見すえ，先にあげた「地域・地方・ロー
カルのニュース」制作支援の必要性と，そのため
の財源として受信許可料の利用などについて意
見の募集を開始し，9月22日に締め切る2）。

イギリスをはじめどの国においても，多チャ
ンネル化・デジタル化によるメディア市場の競
争の進展，インターネットの普及による人々のテ
レビ番組視聴やメディア利用行動の変化が，地
上テレビの経営を不安定にしている。さらに08
年秋以降の世界同時不況が，地上商業テレビ
の苦境に追い打ちをかけていると言ってよいだ
ろう。こうした状況下で，単純化すれば「テレ
ビ受信許可料という公的資金を経営に苦戦す
る商業テレビに注入する」あるいは「BBC縮小
論」と理解されかねない。しかし，イギリスで
伝統的に支持されてきた「BBCを含めた公共
サービス放送」という幅広い文脈で政府の選
択をとらえる必要がある。そして，長期的な視
野で見ると，受信許可料の一部をBBC以外の
公共サービス・コンテンツの維持に使用するこ

受信許可料はBBC以外に配分されるのか
～イギリスの公共サービス放送の将来像議論の行方～ 
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技術・放送担当相としてOfcom（Of f ice  o f  
Communications）の前事務総長のカーター卿
を任命し，コミュニケーション産業政策の検討
をスタートさせた。その後09年1月に中間報告
書を発表し，最終版としての白書の発表に至っ
ている。一方，放送分野に関しては，BBCの特
許状の更新作業，OfcomによるBBCを含めた
公共サービス放送の現状検証が行われ，これ
らの要素が今回の政策方針に反映されている。

2-1 白書の概要
世界でほぼ同時に進行しているアナログから

デジタルへの技術移行という革命的な変化は，
イギリスにおいて最大の社会的影響力を持つ地
上放送という分野で2012年に完成する。この
転換点に向けて政府は，①イギリスがデジタル
経済で世界をリードし，メディアやエンターティ
ンメント部門のグローバル・ハブであり続けるこ
と，②こうした産業上の枠組みのなかで，公共

とが，政府が現在の「強力で，独立したBBC」
を維持し続けるための選択であると考えられ
る。この稿では，今回の白書のなかでも，とく
に政府が現在国民に諮問している受信許可料
の使用目的に焦点をあて，政府方針がまとめら
れた経緯を追い，BBCがこうした議論にどのよ
うに対応してきているのかを報告する。そして
このことが，デジタル完全移行後のイギリスに
おける「公共サービス放送」がどのように再形
成されるのか考察する手掛かりとしたい。

　2.デジタル完了後のイギリス

『デジタル完了後のイギリス』3）は，放送を所
管する文化メディアスポーツ省とビジネス・イ
ノベーション省（Depar tment  for  Business, 
Innovation and Skills）4）が共同で6月16日に
発表したもので，「放送通信政策白書」に位置づ
けられる。両省は，08年秋にコミュニケーション・
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受信許可料をＢＢＣ以外に：商業地域・ローカルニュース
Ｃ４とＢＢＣワールドワイドの提携
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サービス・コンテンツを含む質の高いコンテンツ
を提供すること，③デジタル経済に有効な能力
や技術を人々が獲得し，すべての人がデジタル
社会に参加できること，といった諸目的を達成
するために，次のような行動計画を提示した。
（1）全国民のデジタル参加促進運動
（2） 2012年までに全国民の2Mbpsのブロー

ドバンド・アクセスを達成
（3）次世代ネットワーク基盤への投資
（4）第 3 世代携帯免許の自由化
（5）全国ネットのラジオ局を 2015 年末まで

にアナログからデジタルへ完全移行
（6）著作権違反に対する厳格な法的対応
（7）BBC が中核となった公共サービス・コ

ンテンツのパートナーシップを支援
（8）チャンネル 4 の役割の変更
（9）地域，地方，ローカル（nations, region 

and local）5）の新ニュース制作機構の必
要性とその資金調達

これらの行動計画は，現在進行中のデジタ
ル放送移行支援計画の経験を生かし，高齢者
や弱者がインターネット接続やオンライン・サー
ビス利用の関心を高めるキャンペーンとしての

「デジタル参加国民運動」やユニバーサルな高
速インターネット接続といった利用者側のインフ
ラ整備を進める一方，全国ネットワークのアナ
ログラジオ6）について2015年までにデジタル移
行し，空き帯域となるFM周波数帯の開放を明
確にし，ラジオ放送の分野で世界に先駆ける方
針を示している。

2-2 独立したニュース・コンソーシアと財源調達
こうした行動計画のなかで，（7）（8）（9）の項目が，

完全デジタル移行後にも幅の広い高い質の公共
サービス・コンテンツを保障する政策にあたる。

なかでもここで問題とするのは，9項目目の「地域・
地方・ローカルに関する新しいニュース制作機構
の必要性とその資金調達」についてである。この
方針は，スコットランド・ウェールズ・北アイルラン
ドおよびイングランドにおける地域・地方・ローカ
ルニュースを制作する新しい機構（コンソーシア）
を設立し，制作したニュースを商業PSB（Public 
Service Broadcasting）事業者の1つであるITV
の時間枠で放送するというものである。

白書で明らかにされたコンソーシアとは，
Independently Financed News Consortia

（IFNC）と呼ばれ，地域ごとに置かれるもので，
ニュース提供事業者や地方新聞，独立プロダク
ションなど多彩な事業者の集合体が想定され，
競争入札制で指名される。競争入札の基準は，
視聴者に利用され影響力を発揮できる能力，
正確さや不偏不党性を維持する質の高い制作
能力と編集基準，免許期間中運営維持可能な
財政能力，地域におけるほかのニュース制作組
織と積極的にニュース記事を流通させる意思が
あることなどがあげられている。しかし，どの
組織が入札をとり行い，組織運営の監督責任を
持つのか，あるいはすでに存在しているITNと
いう全国ニュース制作会社との関係はどう調整
されるのか，ITVのニュース枠で放送する場合，
広告放送の配分はどの程度可能かなど，不確
定な要素が多い。政府は，2012年のデジタル
移行を待たずに，2010年中にスコットランドお
よびウェールズ，イングランドでそれぞれパイ
ロット版を運用し，どの程度の公的資金が必要
とされるのかを評価する計画である。政府は，
このIFNCの試験運転に，テレビ受信許可料
のなかに含まれている「使途を限定して付与した

（ring fenced）」資金をあてたいと考えている。
ここで，イギリスのテレビ受信許可料制度に
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ついて触れておく必要があるだろう。イギリス
においても日本においても，テレビ受信機を設
置した人は誰でも，料金の支払い義務が生じ，
集められた資金が BBCやNHKの番組やサー
ビスの財源となっている。一見同じように見え
るシステムだが，日本の場合，NHKの放送を
受信できる受信設備を設置した場合，NHKと
その放送の受信について契約する義務が生じ
るとされ，NHKと受信者との間の契約である。
これに対し，イギリスの場合は，BBCの放送
とは限定されておらず，一般的に放送を受信す
る行為が政府の許可制に基づくものとされ，料
額も政府が決定する7）。許可料として徴収した
資金はいったん国庫に納められ，放送を所管
する文化メディアスポーツ相が財務相の同意を
得て，BBCに分配している8）。

この制度は，1922年にBBCが民間会社とし
てラジオ放送を開始した当時から採用され，政
府は現在BBCに受信許可料収入の全額を交付
している。しかし政府は，BBCの将来像を定
めた放送白書9）で，「今後10年間は受信許可料
を財源とする強力なBBCを作る」という公約を
考慮しつつ，「受信許可料などの公的財源を
BBC以外にも幅広く配分することも検討する」
ことも約束した。

政府とBBCとの間で結ばれた現行の受信許
可料の取り決めは，07年度から12年度までの
値上げを保障し，07年度は135.50ポンドとされ
最終年の12年度は151.50ポンドと決められた。
値上げ率は，小売物価指数を上回る率に設定さ
れている。この値上げ幅のなかに，デジタル放
送移行支援策と移行キャンペーンにかかる費用
が総額6億ポンド積み上げられている。これが，
政府がIFNC用に割り当てられると考えている
使途限定資金である。予想以上にデジタル移行

が円滑に進み，移行が終了する12年度までに
かなりの余剰金（受信許可料総収入の3.5％）が
生まれる見込みが立っていることから，これを，
IFNCのパイロット版に利用できるのではと考え
た。こうしたことを行ったとしても，現行のBBC
の番組やサービスのための資金を削ることになら
ず，政府の公約である「強いBBCを作る」こと
の障害にならないからである。なお，今回の白
書で計画されている「デジタル参加国民運動」や
インターネットへのユニバーサルアクセス事業に
も，使途限定資金の利用についてBBCトラスト
と政府との間で話し合いが行われている。これ
らの活動がデジタル完全移行事業と関連してい
ること，BBCに規定された公共的目的の1つで
ある「出現するコミュニケーション技術とサービ
スの恩恵を国民にもたらし，デジタルテレビ移行
で先導的役割を演じる」と一致するからである。

政府は，IFNCのような地域ニュースには追
加の公的財源が必要だという考えに賛成する
か，また，「テレビ受信許可料は，“BBC”の受
信許可料ではない」と説明したうえで，受信許
可料をIFNCのような地域ニュース機構の支援
に使用することやニュースに限定せず，必須の
公共サービス・コンテンツに適用を拡大すべき
か，さらに，BBCの財源を保護する措置として，
BBCの協定書を改定することが必要な保護と
なるかなどの問いをあげ，広く視聴者や関係者
の意見を求めているところである。

　3. Ofcomと公共サービス放送レビュー

こうした政府の方針を形成した要因は何か，
なぜ地域・地方・ローカルのニュースが選択さ
れたのかを考える上で，Ofcomの存在と役割を
理解することは不可欠である。
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3-1 Ofcom の役割
Ofcomは，2003年放送通信法（Communi-

cations Act 2003）によって設置された放送と
通信分野を規制監督する“スーパーレギュレー
ター”である。放送と通信の融合世界に対し，
首尾一貫した規制の枠組みが必要であるとい
う認識のもとに，当時存在した5つの規制機
関の機能を統合し設立された。それらは，商
業テレビを規制監 督するITC（Independent 
Television Commission）， 商 業ラジオの
免許 付与機関のRA（Radio Authority），電
気通信分野を規制監督するOftel（Office of 
Telecommunications），周波数管理を行う
RA（Radiocommunications Agency）， 放 送
番 組の内 容を監 督 するBSC（Broadcasting 
Standards Commission）である。

Ofcomの任務は，市民（citizens）と消費者
（consumers）の利益を促進することとされ10）て
いる。市民の利益とは文化的要素やコンテンツ
といった分野に関わるもので，それまでITCや
BSCが果たしてきた任務と考えられる。また，
消費者の利益は経済的要素やネットワークや
サービスの分野に関わるもので，主にOftelの
任務が反映されていると考えられる。これら2
つの利益を促進しつつ，融合化する放送通信
市場のダイナミズムを生み出すことを任務として
いる。また，「市民」の法律上の定義は，イギ
リスにおける国民（the public）のすべての構成
員とされ，サービスを購入する消費者としての個
人とは区別されている11）。

Ofcomの任務は，電気通信分野の免許付与
や周波数の最適利用に向けた周波数管理，電子
コミュニケーションネットワーク12）の全国敷設とユ
ニバーサルなアクセスの保障，質が高く幅の広い
テレビやラジオサービスの保障，テレビやラジオ

サービスの提供者の複数性の維持など幅広い。
しかし，ほとんどの任務が元の規制機関から引き
継がれ現代化したものである。ところが，2003
年放送通信法によって，Ofcomが公共サービス
放送全般に関する規制の任務を帯びることにな
り，商業テレビ部門だけでなく，BBCも部分的に
管轄下に置く変更が行われた13）。そして，5年ご
とにBBCを含む公共サービス放送の業績検証を
行い，その結果を基に公共サービス放送の質の
維持・強化に関する見解を報告することが義務
づけられている14）。この作業はすでに2回行われ，
2005年に第1回公共サービス放送（PSB: Public 
Service Broadcasting）レビューが完了し，第2
回PSBレビューが09年1月に完了した15）。

3-2 Ofcom の PSB 規制
イギリスでは，「受信許可料を財源とするBBC

だけでなく，後発の広告放送を財源とする地上
商業テレビ事業者のITV，チャンネル4，Fiveも
制度上PSBの提供者と規定され，BBCを含む
複数の公共サービス放送事業者が相互に補完・
競争することによって，放送の質の高さと多様性
が確保される」と考えられてきた。そして，「全国
どこに住んでいようと無料で受信できる」という送
受信のユニバーサリティがPSBの原則とされ，地
上商業テレビチャンネルもすべて全国放送である。
ただし，ITVは全国17の地域免許が割り当てら
れ，これらがネットワークを組んで全国放送を行っ
ている16）。また，ITVとFiveは純粋な民間会社
であるが，チャンネル4は，国税を投入し設立さ
れた公共法人のチャンネル 4 協会（Ch a n ne l  
4  Te l ev i s i o n  Corporat ion）によって運営
されている。

こうしたPSBのあり方は，放送と通信の融
合時代に合わせた制度改革のなかで再確認さ
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れ17），2003年放送通信法によってPSBの規制
の枠組みが明確にされた。BBCと並ぶITVな
どの商業PSB事業者による公共サービス放送
とは，「報道，教育，娯楽を伝搬する公共サー
ビス」を構成するテレビサービスであり，その
サービスはドラマから芸術，国内・海外のニュー
ス報道番組，スポーツ，教育のほか，宗教や
子ども・若者向け，ニュースや番組における地
域・コミュニティーの反映など幅広いジャンル
でかつ質の高い番組を提供することが義務づ
けられている18）。このほか，商業PSB事業者
には独立制作プロダクションへの委託，オリジ
ナル番組制作，ニュース・時事番組の提供，
ロンドン以外の地域における番組制作という各
種の義務が量的に課せられている。たとえば，
ITVの免許ではこうなっている19）。
独立プロダクションへの制作委託：放送時間の
25％以上
オリジナル番組の制作：全放送時間の 65％以
上かつピークタイムの放送の 85％以上
ニュース番組：1 日 1 時間以上かつピークタイム
は年間 125 時間以上
時事番組：年間 78 時間以上かつピークタイム
は 35 時間以上
ロンドン以外における番組制作：オリジナル制
作番組費の 40％以上かつオリジナル制作番組
の放送時間の 33％以上

Ofcomは，免許条件として規定された商業
PSBの要素が各テレビチャンネルで遵守されて
いるかどうかを監督することを役割としている。

3-3 PSB レビュー～パブリック・サービス・
       パブリッシャーから地域ニュース・コンソーシアへ

毎年行う商業PSB事業者の業績評価に対
し，PSBレビューは，過去5年間のBBCおよ

び商業PSB事業者の業績とそれに対する視聴
者の評価を明らかにすることを主な目的として
いる。Ofcomは独自の大規模な視聴者意向調
査，各放送事業者から提出される業績データ
や放送専門家など有識者への聞き取り調査な
どを総合的に分析し，報告書を作成する。ま
た，最終報告書の発表までの間に，中間総括
を行い広く関係者の意見を吸収するという手続
きを踏んでいる。第1回のPSBレビューの現状
分析は，視聴者がテレビは個々の視聴者の好
みにこたえるだけでなく，社会的目標を支援す
る責任を持っていると考え，公共サービス放送
の目的や役割を支持していること，BBCがイギ
リスのPSBの中心であり続け，PSBの最高水
準を示す立場であることを確認した。一方，多
チャンネル・マルチプラットフォーム化するなか
で，商業PSB事業者の広告収入が減少し，現
行の条件ではデジタル放送移行後に商業PSB
による公共サービス放送の提供は困難である
という見通しも示した。Ofcomは，「公共財で
ある希少な電波を優先的に割り当てることによ
り，経済的な優遇措置を与え，そこから得た
利益で公共サービス放送義務を果たす」という
アナログ放送時代からのモデルを維持するこ
とは不可能であると宣言し，新しい財源モデ
ルが必要であり，またPSBの複数性を維持す
るために，新しい公共サービス放送（コンテン
ツ）の提供者あるいは組織も潜在的に必要とな
るだろうと結論づけた。Ofcomは，ITV，チャ
ンネル4，Fiveの公共サービス放送義務の軽
減を検討する一方，それを埋め合わせるものと
して公 共 サービス・パブリッシャー（PSP: 
Public Service Publisher）という新しい概念
を生みだし，PSP設置について議論を起こし
た20）。PSPは，「公共サービス・コンテンツ」の
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素材を国内の独立制作プロダクションから購入
し，インターネットを含めあらゆるプラットフォー
ムに配信するという組織で，新しい技術が持
つ双方向性と参加性という性格を最大に活用
し，特にコミュニティーのニーズにこたえるもの
と想定された。また，PSPの財源は，年間約
3億ポンドと見積もり，先に述べたテレビ受信
許可料の使途限定資金の余剰金も利用可能な
財源と考えられた。しかし，このOfcomの新
企画（アイディア）は，第2回PSBレビューの
中間段階の時点で，Ofcom自ら廃案にしてい
る21）。

しかし，PSP計画は廃棄されたものの，PSP
の必要性の根拠となったPSBに複数性・多様
性が欠けているという根本テーマは，第2回
PSBレビューに引き継がれた。Ofcomの第2回
PSBレビューでは，商業PSB事業者の財源不
足が一層深刻化したことによって，視聴者の
ニーズに商業PSBがこたえられないという事態
が，スコットランド・ウェールズ・北アイルランド・
イングランドの各地域・地方・ローカルのニュー
スと国内制作の子ども番組において先鋭化し，
次に芸術や宗教の番組において顕著に表れ，
時事，ドキュメンタリー（特に国際問題に関す
るもの），英国制作の科学・歴史分野の事実に
もとづく番組，定型的でなくより高リスクのドラ
マとコメディなど他のジャンルも脅威にさらされ
ている，と現状を評価した。こうしたことから，
Ofcomは，次のような勧告を行った。
・BBC

受信許可料を財源とするBBCをイギリスの
PSBの中心に置き，BBCは新しいデジタル・プ
ラットフォームを発展させ，コンテンツを利用す
る上でパイオニア的役割を果たす。
・商業ネットワーク

ITVとFiveの公共サービス義務を限定的な
もの（全国/国際ニュース，オリジナル番組制
作）にし，強力な商業ネットワークとして開放
する。
・ニュース

スコットランド，ウェールズ，北アイルランド
およびイングランドにおけるニュース放送の選
択肢を保障し，競争入札で資金保障されたコン
ソーシアを通じてニュースを提供するための新
しい方法を計画する。
・チャンネル 4

チャンネル4を中心に，パートナーシップや
ジョイントベンチャーあるいは合併によって，
BBCに対しもう1つの強力なPSB事業者を創
造する。

そしてOfcomは，地域ニュースのコンソーシ
アの設立の緊急性を主張し，さらに子ども向け
番組のなかでも学童向け番組の国内制作につ
いて資金提供を検討することも強く政府に求め
た。また，必要とされる金額は2012年までに1
億4,500万ポンドから2億3,500万ポンドと見積
もり，新たな財源の調達先については，政府の
判断に委ねた。当初，BBCの番組やサービス
の財源である受信許可料から一部を割く案を検
討していたが，視聴者意向調査から必ずしも賛
同を得ることができず，Ofcomからの勧告とい
うことにはならなかった。

Ofcomは第1回の開始から足かけ6年近くに
及ぶPBSレビューから，イギリスにおけるPSB
の複数性という理念を維持する目的で，「パブ
リック・サービス・パブリッシャー」から，より
焦点化した地域ニュース・コンソーシアの設立
へと変化させ，政府がこれを採用するに至って
いる。
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　4. BBC の対応

受信許可料のBBC以外への割り当てを想定
した議論や政府政策の表明に対し，BBCは首
尾一貫して「総論賛成，各論反対」の立場をとっ
ている。つまり，Ofcomによる「メディア市場
の競争やメディア環境の変化が商業PSB事業
者の経営を圧迫し，公共サービス放送とみなさ
れる地域・地方・ローカルニュースや国産の子
ども向け番組の供給能力が脅かされている」と
いう現状分析を認め，何らかの対策を講じる必
要があるということには賛成するが，その解決
策に受信許可料を利用するという考えに反対で
あり，BBC独自のアプローチがあると主張して
いる。BBCの発表した各種文書や講演内容か
ら，反対する論拠を整理すると次のようにまと
められるだろう。

4-1 PSB の複数性維持への異なるアプローチ
Ofcomの勧告に従えば，ITVやFiveの公共

サービス義務を段階的に減少させ，極端に言
えば，近い将来，娯楽などの弱者保護や公序
良俗など一般番組基準を適用する専門テレビ
チャンネルと同等レベルまで開放する可能性が
ある。その市場の欠陥を埋め合わせる方便とし
て，公共資金（受信許可料）の競争入札制によ
る資金補助で特定の公共サービス番組の供給
を維持し，公共法人であるチャンネル4を中核
とした新たなPSB事業体を，BBCの対抗勢力
の1つとして設けることで，複数性を維持しよう
としている。しかし，BBCは，伝統的なPSB
の複数性は，所有，財源，組織について異な
るモデルの幅広い諸機関によって代表されたも
のであり，そうした要素を軽視すべきではない
と考えている。そして，BBCの「パートナーシッ

プ」を通じてPSB部門を支援することができる
と主張し，さまざまな提案を行っている。
「パートナーシップ」というビジョン（アイディア）

の起源は，現行特許状更新までの過程で発表
したBBCの将来ビジョン『公共的価値の構築』
にある22）。ここでBBCは，BBCの持つ創造的
な人的・物的資源を開放し共有し，社会におい
てより大きな公共的価値を創造することを戦略
上位置づけた。たとえば，イングランド北西部
のサルフォードに建設中の第2放送センターをメ
ディアハブとして，教育・子ども番組やニューメディ
ア・スポーツ番組制作部門等をロンドンから移転
し，地元の学習やビジネス活動に貢献すること
や23），チャンネル4，英国映画協会などと協力し
て，BBCやその他の機関が所有する番組映像
アーカイブをインターネット上で開放するBBC 
Creative Archiveなどがその実例である。

そして，このビジョンの延長上に，Ofcomの
提案に対する答えとして「PSBパートナーシッ
プ計画」を明らかにした24）。そこでは，制作部
門として，地域ニュースを維持するため，BBC
のニュース素材を他の事業者と共有し，地域の
ニュースインフラ共有への可能性を開くことをあ
げ， 配 信 部 門 で は，ITV や BT（Br it i sh  
Telecom）と共同でインターネット接続可能なテ
レビ環境を作り，テレビを利用したVODサー
ビスを提供する「Project Canvas」計画，また，
市場開発部門では，BBCの子会社であるBBC
ワールドワイドとチャンネル4との間で，コンテ
ンツの国際規模の販売やフォーマット販売能力
を共有し，増収への道を開くことなどをあげた。
こうしたパートナーシップから，2014年までに
BBC以外のPSB事業者に対し年間1億2,000
万ポンドを超える利益を生みだすとしている。
BBCは，ITV，チャンネル4，Fiveといった
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異 なる組 織と特 徴を持 つ 組 織 的 複 数 性
（institutional plurality）を維持することが重要
だとし，BBCのイニシアティブによるパートナー
シップを通じて，間接的に受信許可料をPSB
事業者や業界関係者に還元する方法で積極的
に支援するという選択を行った。

その後，BBCは，イングランドで拠点整理
と人員削減を行ったITV社と水面下で交渉を
行い，この地域におけるニュースルームやスタ
ジオ施設の共有や地域ニュース映像の一部を
ITVと共有するという覚書を結び，2010年から
パイロット的にスタートさせ，2015年に本格化
させることを発表した。こうしたBBCの活動を
政府は高く評価している。しかし政府は，地域
ニュースの分野における減少はパートナーシッ
プだけでは対処できないほどの速度で進んでい
ると判断し，IFNCの設立へと踏み込んだ。

4-2 BBC 以外に受信許可料を配分するリスク
すでに見たように，制度上受信許可料収入

の使途に関する決定権は政府にある。しかし
これまでは，事実上受信許可料はBBCの運営
財源としてのみ使用され，10年ごとに行われる
特許状更新ごとにBBCの役割やサービス，そ
れを支える財源規模について大きな議論を積
み重ねてきた。前回の特許状更新における最
終方針を発表した政府は，「BBCが責務を果
たしていると国民が判断すればするほど，国民
は，経営財源としての受信許可料の正当性を
受け入れ，BBCに裁量と権限の拡大を認める
だろう」というバーンズ卿の結論25）を引用し，

「組織としての位置づけを維持し，国民に親し
まれることを望むのならば，BBCは国民との関
わりを持ち，国民を納得させ，満足させなけ
ればならない。BBCにはそれができると我々

は信じている」と，BBCと受信許可料を支払う
視聴者との関係を言い表した。BBCが独自に
行った世論調査でも，視聴者は受信許可料を
支払うことによって，他のどの事業者よりも
BBCの番組やサービスについて強い関心を持
ち，どの事業者に対してよりもBBCが説明責
任を果たすべきだと感じている。このことは受
信許可料は視聴者とBBCとの関係を形成する
上で重要な役割を演じていることを強く示唆し
ているとBBCは指摘した。そして，受信許可
料の一部をBBC以外の目的に使用することは，
こうしたBBCと視聴者のユニークなつながりを
断つものであり，また，視聴者にとっては，ど
の番組が受信許可料によって制作されている
のか，どの番組が広告収入で制作されている
のか，見分けはつかないのだから，視聴者を
混乱させ，受信許可料に対する責任を分散す
る危険がある，と主張している。また，商業
PSBを支援する財源調達方法として，「宝くじ
の売上金」「電波使用料の割引」「全商業放送
事業者への課税」「広告放送量の増加」「現行
受信許可料レベル内でITVなどに配分」「政府
交付金」「受信許可料を値上げしてITVなどに
配分」という7つの選択肢を示し質問を行った
が，そのいずれも視聴者の大きな支持を得な
いという結果を得ている。こうしたことからも，
商業PSBの支援策については，もっと慎重な
検討と議論が必要だと考えている。

また，BBCは制度上の仕組みからも反対の
立場をとっている。特許状の規定では，視聴
者の利益にかない，受信許可料の最善の使用
を保障するのが BBCトラストの最優先義務で
あるとされている。また，特許状は，受信許可
料の使用には，それが提供する公共的価値に
照らし厳格な審査をへて判断されなければなら
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ないとしている。したがって，受信許可料に含
まれた「使途限定資金」を，BBC以外による
地域ニュースの支援という一般的使用に拡大す
ることには同意していないとしている。さらに，
こうしたことが受信許可料の値上げの要求にも
つながり，受信許可料そのものが税金の別の
形態として見られる可能性も懸念している。

　5. 公共サービス放送の
      デジタル・モデルへの転換

この稿では，政府の『デジタル完全移行後
のイギリス』の諸政策のなかから，受信許可料
に含まれる使途限定資金を利用したIFNC 構
想に焦点を絞り，その経緯を追った。繰り返
しとなるが，理論上，受信許可料はBBC以外
にも配分できるが，これまでの慣行や人々の理
解を考慮し，政府は自らの考えや提案に対する
意見を幅広く求めている（8月現在）。この政策
が実現するならば，BBCの歴史上初めて，受
信許可料が BBC以外の番組やサービスに割り
当てられることになり，将来的には「公共サー
ビス放送の複数性」を維持する名目で，地域
ニュース以外にも「公共サービス番組・コンテ
ンツ提供者」への支援に拡大する道を開くこと
になるだろう。

こうした考えは，現在野党である保守党の
サッチャー政権時代の1986年に，ピーコック
委員会が勧告した「公共サービス放送評議会」

（Public Service Broadcasting Council）を思
い起こさせる。この評議会は，市場中心のシ
ステムでは供給されないような質の高い知識や
文化，教育，新機軸の番組を育成する役割を
持つとされ，多様な番組制作者に公的資金を
割り当てる機能を持つと考えられた。しかし，

この前提には，放送分野においても市場原理
を導入し，競争によって視聴者の選択の拡大
を保障するという基本政策があり，この評議
会案は，現政府とは異なる立場に立つ保守党
のなかにも，部分的制度介入を肯定する「限定
的パターナリズム」を支持する勢力が存在する
ことを示しているに過ぎないだろう。二大政党
の間で，放送政策に関し右か左かを単純に論
評することは控えるべきだと考えるが，あれか
ら20年を経過するなかで，現在の保守党が，
解体とは言わないまでも「小さなBBC」へと圧
力をかける可能性は高い。したがって，来年
行われる総選挙の争点の1つにBBCおよび受
信許可料のあり方がのぼることも考えられる。
こうした状況を考慮すると，現政権による「受
信許可料のBBC以外への配分」という提案
は，市場化するメディア環境による圧力の下で，
BBCを中心とした複数の公共サービス放送の
維持を続けるために大きな意味を持つ選択と言
えるかもしれない。

また，OfcomのPSBレビューの勧告に従え
ば，ITV，チャンネル4，Fiveの役割は見直され，
免許条件が大幅に緩和されることになり，イギ
リスが伝統的に維持してきた公共サービス放送
の構造が大きく変化する出発点に立っていると
言える。言い換えれば，BBCが指摘する組織
的複数性の終焉かもしれない。イギリスの公
共サービス放送のデジタル・モデルがどう形成
されるのかを見届けるためにも，焦点化した地
域ニュースの供給の社会的民主主義的意義や，
国内制作を重視する文化的意義などについて，
これまでの議論をより詳細に検討し，「公共サー
ビス放送の複数性」の解釈を深める必要があ
ると考える。

（なかむら よしこ）
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注：
1）受信許可料という名称は，2003 年放送通信法

では「テレビ受信許可料」と規定されている。
イギリスの受信許可料制度は，1971 年にラジ
オ受信許可料が廃止され，現在は白黒テレビと
カラーテレビの 2 種類となっている。

2）2009 年 6 月 30 日共同プレスリリース“Dig i ta l  
Britain Update: Actions and Implementation”

3）“Digital Britain”は，全文 238 ページに及ぶ
もので，次のサイトから入手できる。http://
www.culture.gov.uk/

4）労働党政権下で行われた省庁改革で 2009 年 6
月に設立。貿易産業省，規制改革省と名称の変
更が重ねられたが，経済全般を所管している。
日本語訳は，在日英国大使館による。

5）イギリスにおける nations は，スコットランド，
ウェールズ，北アイルランドの 3 つの地域を指
し，イングランドは regions とされている。

6）全国ネットワークのラジオは，BBC が 10 局，
商業ラジオは 3 局である。

7）2003 年放送通信法第 4 部「テレビジョン受信
免許の付与」に規定されている。なお，放送
文化研究所が，原文の licence fee を「免許料」
ではなく「許可料」と和訳するのは，政府の許
可制であることを明確にするためである。

8） BBC と政府の間で結ばれる「枠組み協定書」
で規定。

9）DCMS “A public service for all: the BBC in 
the digital age” March 2006

10） 2003 年放送通信法第 3 条 Ofcom の一般的義務
第 1 項 a）コミュニケーション関連事項におい
て，市民（citizens）の利益を促進すること，b）
適度に競争を促進することによって，関連市場
における消費者（consumers）の利益を促進す
ること。

11）放送通信法の成文化の過程で，この 2 つの概
念が導入された経緯は，Sonia Livingstone ら
の“Citizens and consumers: discursive debate 
during and after the Communications Act 
2003”　（LSE Research Online） が 参 考 に な
る。また，Martin Le Jeune は，“to inform, 
educate and entertain?”で，Ofcom が経済的
な規制機関として当初設立されたのに，市民と
いうキーワードを利用して，放送政策分野での
プレーヤーという立場を自ら見つけた，と批判
している。

12）従来の電気通信，放送，インターネット，モバ
イルなどすべてを含む。

13）独立制作プロダクションの委託，地域制作など
の量的規制のほか，不偏不党や正確さの分野を
除くコンテンツ規制を受け，規制違反の場合に

は Ofcom は BBC に罰金を科すことができるよ
うになった。

14）2003 年放送通信法第 264 条
15）各 PSB レビューの報告書は Ofcom のサイトか

ら入手できる。http://www.ofcom.org.uk/
16）ITV のネットワークは，ロンドン地域が週日と

週末の 2 免許を含め 16 の地域免許と，朝の時
間帯に放送する全国免許 1 によって構成されて
いる。

17）DCMS/DTI “A new future for communi-
cations” December 2000

18）2003 年放送通信法第 264 条 6 項，第 265 条 2 項。
チャンネル 4 は，3 項で革新性，実験性，創造
性を表現し，文化的に多様な社会の興味や関心
にこたえるなど独自の任務が付加されている。

19）ロンドン地区の週日免許を持つカールトンテレ
ビ。次のウェブサイトから入手できる。http://
www.ofcom.org.uk/tv/ifi/tvlicensing/c3/

20）Ofcom　“Digital PSP” July 2006, “A new 
approach to a public service content in the 
digital media age, The potential role of the 
Public Service Publisher” January 2007

21）Ofcom 事務総長のエド・リチャーズが，2007
年 3 月にロイヤル・テレビジョン・ソサエティ
の講演で廃案を言明。PSP がデジタルメディ
アの重要性を強調することができ，PSB の将
来議論に貢献した，と述べる。

22）『公共的価値の構築』第 6 章 BBC を一新するで，
パートナーシップという対外的アプローチを示
している。

23）第 2 放送センターは完成し，BBC は 08 年 10
月に内部のプロダクションの移転計画を発表
し，2016 年までにロンドン以外での番組制
作を 50％に引き上げる方針を明らかにした。
BBC Press releases “Jana Bennett unveils 
major TV production shift outside London” 
October 2008

24）BBC Press Releases “BBC launches PSB 
partnership” December 2008

25）バーンズ卿は 2003 年に特許状更新作業のため
に政府が任命したアドバイザーであり，多角的
なテーマで公開討論会を主宰した。


