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  改革 ①　広告廃止

― サルコジ大統領が「公共放送から広告をなく

す」と突然宣言してから 2 年あまり，そして公

共放送改革を盛り込んだ放送法の改正から1

年がたちました。

ソナック氏：確かにあの法改正は予想外の事
でした。大統領がこの問題を取り上げ，断固
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ソナック所長は2009年，フランスの経済雑誌に寄稿した論文
の中でヨーロッパのテレビ産業は構造的な経済変動に直面してい
るとしたうえで，それは①チャンネル数の大幅増，②インターネッ
ト等新しい媒体の参入，③それに伴う若者の視聴形態の変化，
④スポーツ，映画等の放映権獲得競争激化によると指摘している。

こうした状況のなかで公共放送については，多様で文化的なコ
ンテンツを提供することにその存在価値があるが，広告放送廃止
をめざしている現在のフランスの公共放送は財源モデルに問題が
あるとみている。

フランスでは2005年3月から地上デジタル放送が開
始され，今では無料18チャンネル，有料11チャンネルに
まで増えて多チャンネル時代を迎えている。一方で公共
放送については5つあるチャンネル1）の経営統合と組織
改革，そして広告放送の廃止が2009年に打ち出され，
大改革のさなかにある。ヨーロッパでは多くの国の公共
放送が財源として受信料とともに広告収入にも依存して
きた。こうした中でフランステレビジョンは第一段階とし
て2009年1月からプライムタイムを含む午後8時以降翌
朝午前6時までの広告放送を廃止した。2011年末から
は広告全廃を計画している。

ナタリー・ソナック 氏

完全デジタル移行期のなかで，世界各国でその国の公共放送のありかたが問われている。放送制度や実情は多様といえども，各国の
公共放送は共通の課題に直面している。海外メディア研究グループでは，デジタル転換期にある日本の放送やNHKのありかたを考察す
る材料を提供する目的で，「公共放送インタビュー」を企画した。海外取材などさまざまな機会を利用して，主に海外の放送・メディア研
究者や実務家，関連省庁のトップや業界で実績を上げた人々に，公共放送をめぐる諸課題を問うものである。そのテーマは，デジタル化
がもたらした全般的な課題から，財源，説明責任，ジャーナリズム機能など10項目を中心に行うこととした。

今回のシリーズは当面，今年（2010年）2月の海外取材時に行った6人（6か国）を予定している。インタビューを行ったものの，わずか数
か月の間に公共放送をめぐる環境が大きく変化した国もある。イギリスではBBCが2012年以降を見据えた新ビジョンを発表する一方，12年
ぶりの政権交代が起き，メディア政策の変更が取り沙汰されている。また，フランスでは政府による公共放送財源改革にEUレベルでまった
をかける事態が起き，政府がその対応に追われた。こうした変化について随時解説を入れながら，インタビューを載録することとする。

シリーズ公共放送インタビュー

【 第 1 回・フランス 】

ナタリー・ソナック氏 （パリ第 2 大学フランス情報通信研究所所長）に聞く
～財源問題で揺れる仏公共放送～
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とした態度で公共放送から広告収入をなくす
と言明するなどとは誰も思っていなかったので
す。予想外，想定外の事でした。大きな衝撃
でした。興味深いのはこれを右派政権が言い
出した事です。左派は 15 年前から，公共放
送が広告収入に頼る事は商業化につながり，
視聴率に左右されるようになって番組の質，コ
ンテンツの多様性が低下するおそれがあると
警告してきました。そういう意味ではサルコジ
大統領が広告廃止を発表した事は，野党側も
含め誰もが喜ぶはずの事でした。なぜならこ
れは，公共放送がその使命を果たせるよう保
護する政策であるからです。フランステレビジョ
ンを市場経済の枠組みの外に出す事によって，
広告市場の不安定な要素や視聴率に振り回さ
れないようにする，こういった事を意味するの
です。非常に競争の激しい市場から公共放送
を外に出すという事です。テレビは多チャンネ
ル時代に入り，インターネットでも無料で情報
が得られます。そんななか広告収入に頼り続け
るというのは，番組の多様性の質に影響して
きます。

―法改正はよいものだったと？

ソナック氏：そういうことです。番組の質を守
り，また，社会的多数派に属さない視聴者の
要求にも応えられるようにするうえでよい事と
言えます。

少数派というのは人種のうえでの少数派とい
う意味ではなく，例えばオペラが好き，比較的
マイナーなスポーツが好き，そういう人たちの
事です。視聴率によって利益の拡大を目指すテ
レビ局は，こういった人たちの希望に応える事
はできません。

  改革 ②　新税導入

―改正放送法案の審議では，広告に代わる財源

が問題となりましたね。

ソナック氏：論争を呼んだのは，この法案が公
共放送の永続的な財源確保のモデルを十分に
保証する内容ではなかった事です。つまり，3 年，
5 年に亘り，フランステレビジョンの財源が受信
料にあたる公共放送負担税 2）の値上げや他の
商業放送テレビからの税金収入，または電気
通信事業者からの税収で確保できるという事が
きちんと保証できていなかったのです。その辺
りが不明瞭なままだったため，言ってみれば，
新しい服を買い与えないまま，服を脱がせてし
まうような感じだったのです。

もう1つのポイントは，フランステレビジョン
の全チャンネルを合わせた広告の放送時間は，
1日合計3時間ほどだったのですが，広告が全
廃されればこの3時間分を全部新たなコンテン
ツで埋めなければなりません。改正法案の審
議では，この3時間分を考慮していませんでし
た。広告がなくなった分は番組放送で埋めな
ければならない。そうなるとその分制作費が余
計にかかるのです。細かな話のようですが，1
日3時間となるとこれは結構大きな課題です。

2009年の改正放送法では公共放送の財源とし
て，商業放送の広告収入に上乗せ課税するととも
に，メディア業界に参入してきた電気通信事業者に
も新規に課税すると想定している。

しかしEUの行政執行機関にあたるEC，欧州委
員会は電気通信事業者への新規課税は自由競争を
旨とするEU法に違反するとの判断を今年になってフ
ランス政府に伝えてきた。
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―欧州委員会は電気通信事業者へ

の課税は欧州法に違反すると言って

きました。

ソナック氏：はい。この問題は結構
複雑です。これは要するに，電気通
信事業者と商業放送テレビに対し公
共放送の為に資金を出せというわけ
です。これが果たして賢明な方策な
のか，私は疑問です。電気通信事業
者に課税するという事は，成功して
いる，うまく機能している市場に対し
税を課すという事になります。一方で
商業放送に公共放送の運営費を出せ
という事，これはかなり無茶な話と言えるでしょ
う。ライバルに対し資金提供を求めるのですか
ら。1 年たった今，欧州委員会から違反だと異
議を唱えられた事が，この法案がよく組み立て
られていなかった証拠と言えるでしょう。

だからといって正直なところ，これによって
改 正法が 廃 止され，
元の状態，つまりフ
ランステレビジョンの
財源として広告収入
を再び導入するとい
う事にはならないと，
それはありえないと
思います。

―サルコジ大統領は公共放送負担税の値上げ

はしないと発言していますね？

ソナック氏：私に言わせれば公共放送負担税を
据えおいた事も間違いです。我が国は，ヨーロッ
パの中でも受信料が低い国の 1 つです。イギリ

スでは一世帯当たり年間193 ユーロなのに対し，
フランスでは 116 ユーロ 3）と非常に低額です。
一家庭当たりが携帯電話や通信に使う金額を
考えたら，値上げのリスクを冒さないというのは
馬鹿げています。これはまったく政治的な判断
であり，残念な事だと思っています。私は，公
共放送負担税の値上げはいずれ避けられなくな
ると思います。その他の方法で財源確保すると
いうなら，政府の判
断で服を脱がせたの
ですから，それに代
わる新たな洋服をど
うやって用意するか，
これは政府が決めな
ければなりません。

―では，永続的な財源モデルとしてどのような

方法が考えられますか？

ソナック氏：永続的な運営を可能とする為の枠
組みをつくること自体はそう難しい事ではない

広告 放 送 の 全 廃は
2011年末からと予定さ
れていて，それまでは午
前6時から午後8時まで
広告放送が行われてい
る。欧州委員会の指摘
を受けて，フランスの国
会ではその後4月に現行
の広告放送を残す修正
案が提出された。

2008年 の フランス
テレビジョンの決算報
告 によれ ば， 総 収 入
は27億5,000万ユーロ

（約3,100 億円）でこの
内71％が受信料収入，
23％が 広告収 入だっ
た。

フランステレビジョン
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でしょう。単純な話，フランステレビジョンの予
算が計上されそれを政府が歳出する，これがで
きればいいのですから。また一方で，広告収
入の廃止による経済的影響がどの程度なのか
明確に算出するのは，実は結構難しいと言えま
す。この改革が世界的経済危機のまっただ中に
行われているからです。公共放送の広告が廃止
された事で誰が得をするのか，これはなかなか
判断できない事です。

―商業放送最大手の TF1ですか？

ソナック氏：いえ，商業放送大手が得する事に
はならないと思います。TF1でもその他の大手
テレビでもなく，実はこの恩恵を一番受けるの
は，その他の小さな地デジ民間放送局だと思い
ます。市場全体において，広告主の予算が減り
広告市場が縮小した事，これによって利益を得
るのはインターネット事業者だったり，放送業界
であれば従来のテレビ局ではなく地上デジタル
の新興放送局でしょう。これらは，今のところ
規模はまだまだ小さいですが，視聴者数はかな
り急速に伸ばしています。地デジ時代になって，
無料チャンネルが 18 になった，そういう中で
公共放送はどうやって次の財源を確保するのか
を考えなければならなくなっているのです。

  改革 ③　組織再編

―フランステレビジョンの組織改革の問題もか

らんできますか？

ソナック氏：改正放送法ではもう一つ大事な事
として，フランステレビジョンの組織改革が目的
として掲げられています。これまでのフランステ

レビジョンは膨大な従業員数を抱え 4）経済性が
低い企業体だったのです。組織を再構築しコス
トの合理化を図る，つまり内部を大掃除すると
いうのが改正法の狙いです。

もし，純粋にコストの問題としてどうしても組
織構造的に無駄だとなれば，最終的には1チャ
ンネル減らす，なくしてしまうという選択肢もあ
るかもしれません。現在5チャンネルあり，そ
の体制を保持するのはコスト的に無理があると
いう事になるかもしれません。経済的な観点か
ら見れば，そのような選択肢は正当性のあるも
のだと思います。でも政治的には，そう簡単に
できる事ではありません。

メディア研究においては，これはよくご存知
かと思いますが，社会学と経済学，経済学と
法学，法律と政治を切り離して考える事はなか
なかできません。つまり，情報産業というのは
ほかの産業とは一線を画すものであり，別個に
考えなければならないものなのです。情報とい
うのは，その性質上，本来公共によって管理さ
れるべき財産であり，かつ万人が手に入れられ
るものでなくてはならないものです。情報の提
供はすべての人に対し平等に行われる普遍的
なサービスであるべきなのです。

現在デジタル化やインターネットの普及が進ん
で，無料で質の高い情報を入手できるさまざま
な経路があります。万人への情報の供給，これ
をどう保障するか，これは政治的な問題になり
ます。

報道機関に国家が補助金を出したりする事と
目的が似ています。まず，政治的意志によって
情報は市場競争とは無関係に国民に提供され
続けるべき公共サービスであると位置づけます。
そのうえで，社会に情報を提供するという目的
を果たすために，どれだけの費用が必要なの
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か，またどれだけコストが正当化されるのかを
検討し，組織の経営モデルを検討しなければ
なりません。

考えられるシナリオとして，フランステレビ
ジョンのチャンネルのうち1つを民営化してしま
うというのも確かにあるでしょう。経済的観点
から見れば，可能性として十分ありえます。た
だ，政治的観点から見れば，そう簡単に民営
化という結論が導きだされることにはならない
でしょう。これは多様性の低下につながること
ですから。

つまりそもそもの目的が，ここが矛盾している
ところですが，政府はそもそも公共放送の多様
性の質を保護することを目的として，この改革
を打ち出しました。その結果として，コストの
問題から公共放送のチャンネルの1つを民営化
するということになれば，それは多様性を失う
事につながり，本来の目的と反対の結果を招い
てしまいます。

―政策の失敗を意味すると？

ソナック氏：システムの破綻という事になってし
まいます。経済的観点から見ればまっとうな事
であったとしても，政策そのものは失敗という
事になるでしょうね。政治的観点から見れば公
共放送における広告を廃止した目的と，1 チャ
ンネルを民営化する事になってしまったという結
果が首尾一貫していないという事になってしま
います。

  改革 ④　多メディアへの対応

―公共放送は，多メディア時代を引っ張って行

くリーダー的存在になるべきでしょうか？

ソナック氏：公共放送が今後もリーダー的存在
であるべきかですか？ どうでしょう，私はそう
は思いません。何においてリーダーとなるべき
でしょう？ 多様性において？ 番組の質におい
て？ それともリスクを引き受けても新たな事に
挑戦する事において？

私は，民間の有料チャンネルも，フランスの
放送業界で大変重要な役割を果たす事になる
と思います。ニッチ 5）といいますか，特定の視
聴者層の需要に応える番組を提供していますか
ら。ただ，こうした有料チャンネルは公共サー
ビスという面において何か役割が期待されるわ
けではありません。あくまでプライベートチャン
ネルですから。

またフランスだけでなく国外からの放送も含
めこれだけ多数の無料チャンネルも存在します。
こうした状況でフランステレビジョンがリーダー
的役割を果たすとは思えません。しかし，その
存在はテレビ番組の多様性という事において，
その根幹をなす必要不可欠なものだと言えるで
しょう。

一方で民間企業が利益を追求し，リスクをと
り，市場の需要に応え，売り上げを伸ばす，こ
ういった事を許す事はもちろん必要です。同
時にこれらの事が一定の規則に則った形で行
われる事も非常に重要な事です。その意味で，
独立規制機関や公正取引委員会の果たす役割
も非常に大きなものです。

ナタリー・ソナック所長はメディア業界を主
に経済モデルとして捉える見地から，公共放送
といえども多メディア，ニューテクノロジーの市
場で競合するプレイヤーの1人にすぎないという
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考え方のようである。
この点について当事者であるフランステレビ

ジョンはどう見ているのか？ 広報を担当する
国際関係局のエルベ・ミッシェル副局長はイ
ンタビュー取材に応えて「ニューメディア部門
の組織を再構築したし，この分野でも競争力
を高め業界をリードしていくのが目標だ」と述
べ積極的である。また「今は（財源を担保して
くれるという意味で）株主である国と公共放
送局が一緒になってニューメディアにどう対応
していくか検討していく，そういう時代だ。昔
とは違う」とも述べ，この点に関しては政府と
協調してパイオニア的役割を果たしていくとい
う姿勢を見せた。

（にった てつろう）

〔インタビュー〕
パリ第 2 大学フランス情報通信研究所（2010 年 2 月
22 日）

次回　イギリス
　メディアコンサルタントのロビン・フォスター氏

注：
1）France2 ～ 5 の 4 チャンネルと RFO の合わせ

て 5 チャンネルで，F2 はニュース・娯楽等の
総合チャンネル，F3 は地域・地方文化，F4 は
若者向け文化，F5 は教養・教育，RFO は海外
県海外領土向けチャンネル。これらは国が全額
出資する持ち株会社 France Télévisions の傘下
にある。

2）2009 年の放送法改正によって受信料は「公
共 放 送 負 担 税 」（contribution à l'audiovisuel 
public）と呼ばれ，毎年の消費者物価指数にス
ライドする形で決まり政府によって住民税とと

もに徴収される。
3）2005 年～ 2008 年の実績。2010 年は 5 ユーロ増

の 121 ユーロ（約 1 万 3,600 円，5 月末レート）。
4）フランステレビジョンのパンフレットによれば

2009 年度の従業員数は 1 万 1,000 人。
5）ある生物特有の生息場所，この場合，隙間産業

への適合の例え。


