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違反だと通告され，執行停止を求められる事
態となっている。一方で組織改革は，経営側
と労働組合側の新たな労働協約の締結が先送
りされるなど，遅 と々して進んでいない。

France Télévisionsはどこへ向かうのか，財
源問題とガバナンス，そして組織改革の3点に
絞って，途中経過を報告する。

１  大統領主導による公共放送改革

1-1　大統領年頭教書
公共放送改革は，大統領のいかにも唐突な

提案から始まった。2007年5月，大統領に就
任したサルコジ氏は，2008 年1月8日，初め
てとなる年頭教書の中で，公共放送の広告放
送を廃止すると突然宣言した。広告をやめて
国庫からの財源補塡で公共放送の強化を求め
るのは，もともと左派側の主張だった。それ
だけに，市場原理を尊重する右派の政権トッ
プの広告廃止宣言は，驚きをもって迎えられ
た。当事者側にも何も知らされていなかった。
France Télévisionsの幹部の1人，エルベ・

はじめに

デジタル，多チャンネル，多メディア時代を迎
えて，世界の公共放送は改めてその存在意義
と，それを支える財源モデルの再構築を問われ
ている。

フランスではサルコジ大統領の鶴の一声で公
共放送France Télévisionsの改革が始まり，2
年が経過した。改革のねらいは，組織として分
割されていた5つのチャンネルを統合して有機
的なつながりを持たせつつ，商業放送との違
いがはっきりした番組コンテンツを，細分化さ
れた視聴者層に届けること，さらに若者をター
ゲットに，インターネットなど新たな媒体にその
コンテンツを提供していくことだった。そして，
公共放送にふさわしい，より多様で文化的な番
組を視聴者に届けるためとして，広告放送が廃
止されることとなった。

しかし，その埋め合わせの財源としてサルコ
ジ政権が編み出した方策の1つ，電気通信事
業者への新規課税について，EU（欧州連合）
の行政執行機関EC（欧州委員会）からEU法
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ミッシェル（Hervé Michel）国際関係局副局
長は以下のように語った１）。
「フランステレビジョンの職員にとってショッ

クだった。寝耳に水だった。（管轄の）文化大
臣でさえ知らなかった。広告廃止というのは直
接，会社の収入に関わることだったので大い
に議論になった」。

ヨーロッパでは多くの国の公共放送が，財
源として，受信料に加えて広告収入に依存して
おり，BBCのようにほぼ受信料で運営されて
いるのはむしろ例外だ。フランスの場合，財
源の70数％が受信料，20数％が広告収入，
残りはその他収入で，不足の場合は政府補助
金で補塡するという財源モデルを長年維持し
てきた。受信料が主とはいえ，2007年の場合，
France Télévisionsの広告収入は，8億 2,300
万ユーロ（約920 億円）あった。広告放送を全
廃すれば，これだけの欠損金が生じるのであ
る。では欠損分の補塡をどのようにして行うの
か，公共放送の将来像を含めて議論が始まる
こととなるのだが，その前にまず，フランスの
放送の歴史を，公共放送を中心に簡単に振り
返っておこう。

1-2　フランス公共放送の歴史
国家の声とも言われたフランスの放送は，長

年国家に直接管理されてきた。1972年の放送
法には「フランスのラジオ・テレビは国家の独
占物である」と明記されている。

肥大化したフランス放 送協会（OR TF，
Off ice de radiodi f fusion et télévision 
française）は1974年，保守のジスカール・デ
スタン政権のもとで，中央統括機構を認めな
い完全分割が行われることとなった。機能区
分による再編成が行われ，ORTFはテレビ局
3，ラジオ局１，番組制作会社１，番組送信会
社１，それに国立視聴覚研究所の７つに分割
された。

フランスの放送界はその後，左派のミッテラ
ン政権時代の1982年，放送の国家独占を放棄
し，民間からの放送事業への参入の道を開い
た。商業放送が次 と々誕生し，1987年には公
共放送第一チャンネルが民営化され，現在の
商業放送最大手のTF1に至っている。

一方，2000年の放送法改正で，政府出資の
持ち株会社France Télévisionsが設立され，
公共放送各局がその子会社とされていった。だ
が，各局の番組制作と編成，労働協約と人事
などは別個のままで存続してきた。

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，2010年9月現在，全国放送
27チャンネル，ローカル放送44チャンネルに増
えている。また衛星放送の契約は，2010年6
月の時点で1,100万世帯以上である。インター
ネット・IPTVの契約は960万世帯以上にのぼ
り，世界最大の市場となっている。

こうしたメディア環境のなかで，公共放送を
含めた既存のチャンネルは，2006年以来4年
連続で軒並み視聴シェアを下げている。

エルベ・ミッシェル氏
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1-3　大統領の意向

こうしたフランス放送界の流れのなかでのサ
ルコジ大統領による公共放送の広告廃止宣言
については，大統領による商業放送への贈り
物と，当時，メディアから皮肉られもした。広
告廃止分が，民間の放送局へ棚ぼたで流れ
込んでくるだろうという見通しからだ２）。

だが結果的には，公共放送の広告廃止によっ
て流れ込んできた広告の収入を大きく伸ばした
のは，既存の商業放送局というより，むしろ地
上デジタル放送の普及で新たに参入してきた，
新興の地デジチャンネルであった 3）。

では，この公共放送改革にかけるサルコジ
大統領のねらいはどこにあったのだろうか。

2008年2月27日，サルコジ大統領は，「新し
い公共放送検討委員会」を立ち上げた。野党
を含む各党の国会議員，関係各省の官僚，放
送を監督する独立規制機関CSA（視聴覚高等
評議会），労働組合も含む放送界代表が招集さ

れた。委員長には，与党実力者のジャン・フラ
ンソワ・コペ（Jean-François Copé）下院議員4）

が指名され，通称コペ委員会と呼ばれた。
委員会招集にあたって，サルコジ大統領は，

委員長のコペ氏に宛て書簡を送った 5）。
この中でサルコジ大統領は，「我々の公共

放送が，メディアを取り巻く新しい環境により
迅速に適応し，商業放送とは明確に違いのわ
かる番組を提供するよう期待したい」と述べて
いる。そのうえで，
「公共放送はこのデジタル時代に，その価値

とアイデンティティーをどう再定義するのか？」
「広告廃止に伴う財源モデルをどう構築する

のか？」
といった課題に答えてほしいとしている。

1-4　「コペ」委員会報告書
こうした大統領の意向に応えるかたちでコペ

委員会では，公共放送改革について，
・ 新しいテクノロジーを考慮に入れた発展のモ

デル
・ 公共放送の多様性を反映した文化と創造のモ

デル
・能力を引き出すガバナンスのモデル
・広告廃止に伴う財源モデル
の４つのモデル確立のため，集中的な論議を行
うことになった。

4か月間に及ぶ議論の末，2008年6月25日，
報告書がまとめられ，サルコジ大統領に提出さ
れた。その骨子は，以下のとおりである。

・ France Télévisions を全国番組会社に改組
し，傘下にある 5 社（F2，F3，F4，F5，
RFO ）6）を統合して番組編成を包括的に行い
つつ，各チャンネルのアイデンティティーを明

チャンネル 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年

TF1 32.3 31.6 30.7 27.2 26.1

F2 ★ 19.8 19.2 18.1 17.5 16.7

F3 ★ 14.7 14.7 14.1 13.3 11.8

F5 ★ 6.9 6.8 6.5 5.5 5.1

ARTE ★ 3.4 3.1 3.2 2.8 2.5

Canal+ 3.6 3.4 3.4 3.3 3.1

M6 12.6 12.5 11.5 11.0 10.8

その他 12.1 13.8 17.5 23.7 27.9

資料：MEDIA MAT ／ MEDIA METRIE

（注） ★は公共放送，「その他」には，地上デジタル放送，衛星，
ケーブルチャンネルが含まれる。

テレビ視聴シェアの推移（年間平均，％）
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確にする。
・ 広告市場の競争の枠組みからはずれて，スポ

ンサーや視聴率に左右されず，文化と多様性
を尊重する番組を創造するため，広告放送を
廃止する。

・ それに伴う財源の不足分は，政府が国庫か
ら補塡する。そのために，商業放送事業者
の広告収入に課税するとともに，トリプルプ
レー 7）のプロバイダーなど，電気通信事業者
による視聴覚サービスの収益に対して新規に
課税する。

・ 受信料の税額は，2010 年から消費者物価指
数の予測値に連動させるものとする 8）。

1-5　変更された「ガバナンス」
以 上に記した事 項は， ほぼそのまま改

正放送法 9）で制度化された。受信料につい
ては，改正放送法では「公共放送負担税」

（contribution à l'audiovisuel public）と明確
に国の税体系の中に位置づけられた。これに
よって広告放送廃止に伴う財源の補塡は，電
気通信事業者への新規課税などを含め，ほぼ
国税でまかなわれることとなった。

一方，コペ委員会報告書から法律が成案化
される段階で大きく変更されたのは，組織のガ
バナンスだった。

そ れまで の 放 送 法 で は，France Télé-
visionsの会長は，独立規制機関CSAが指名
することになっていた。コペ委員会の報告書
では，「公共放送の独立を保障している独立
規制機関が，公共放送の会長を指命すること
は，その目的にかなっている」としつつも，「唯
一の株主であると同時に，出資者でもある国
が関与しないのは，ガバナンスの原則に反して
いる」として，会長指名に国が関与することを

求めた。そして，報告書には，CSAが3人か
ら5人の会長候補のリストを作成し，France 
Télévisionsの経営委員会が，その中から会長
を選任するという案が盛り込まれた。経営委
員会のメンバー 12人のうち，10人は国会と政
府による推薦なので，これによって国の関与
が保障されるという判断であった。

ところがこの案は，法案作成に臨んで，さら
に次のように改変された。
・ 公共放送機関，France Télévisions，Radio 

France，AEF（国際放送 France 24 など）
の会長は，大統領が指名し解任も可能とする。
ただしCSAの関与が全くなくなったわけで

はなく，CSAは大統領が指名した候補者を聴
聞し，国に意見表明することができる。また，
国会の上下両院の文化委員会も候補者を呼ん
で聴聞会を開き，委員会のメンバーの5 分の3
以上の反対で拒否することができるのだ。

いずれにしてもこの件は，コペ委員会報告
書から改正放送法が作成される段階で，最も
大きな変更が行われた条項であり，それだけ
に，大統領の強い意向が感じとられる。

コペ委員会報告書が提出された日，サルコジ
大統領は次のような発言をしている。
「公共サービスを提供する企業において，国

有鉄道やフランス電力・ガス会社などと同じ規
則に基づいてフランステレビジョンのトップを
指名することに何の不思議もない」10）。言論・
文化の場である放送メディアを，鉄道や電気
と同じ次元でとらえるのはどうかと指摘できる
が，この発言はサルコジ大統領が，メディア
の，産業としての側面を強く意識していること
を窺わせる。フランスには，多くの国営企業
があり，高速鉄道や原子力発電，航空機産業
などは，国が先導して世界のトップレベルにあ
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る。サルコジ大統領は，同じようなことをメディ
ア産業においても，はからずも意識していた可
能性が強い。

受信料が税制に組み込まれ，広告廃止に
伴う財源補塡も新規課税によるものと決まり，
フランスの公共放送は，財源面では全面的に
国庫に依存するものとなった。そしてそのトッ
プは大統領が直接指名する。サルコジ大統
領は，国のバックアップで公共放送グループ
の財政基盤を強化し，メディア界の変化と国
際的な競争に正面から対応できる組織に生ま
れ変わらせようとしたのである。

これ について， 左 派 系のウェブサイト，
World Socialist Web Siteは，2009年 1月7日，

「この改革は，広告廃止によって公共放送が全
面的に国庫に頼ることに加え，大統領が，そ
の会長を指名することによって，公共放送に対
する政府のコントロールを強化するもので，公
共放送の独立に対する攻撃である」11）と強く批
判した。

一方，タイムズ電子版は
2009 年 9月2日，France 
Télévisionsの広告廃 止に
関連した記事の中で「サル
コジ大統領のねらいは，政
府資金で運営されるフラン
ス版 BBCを作り，文化・教
養番 組を提 供して国際的
な知名度を得ることだ」と
伝え，政府主導の公共放
送による国威発揚を強調し
た。

ではFrance Télévisions
の当事者はどう受け止めたの
か，国際関係局副局長のエ

ルベ・ミッシェル氏は次のように語った。
「今は，株主である政府と公共放送局が一

緒になって，どのようにインターネットなどの
新たな強豪相手に対応していくかを検討して
いく，そういう時代だと思う。政府が情報発
信の道具としてメディアを利用していた時代は
もう過ぎた」12）。株主である政府が，公共放
送の経営戦略に参画するのは当然のことと受
け止めているのである。

こうした経緯を経て「視聴覚コミュニケー
ションとテレビの新しい公共サービスに関する
法律」案が議会で審議され，下院は賛成293
票，反 対242票，上院は賛成177票，反 対
159票で可決され，2009 年3月5日，公布され
た。ガバナンスと財源のモデルを同時に変える
という，未だかつてないほどの公共放送の大
改革が始まることになったのである。

ではその改革はその後どう進展しているの
か，財源モデル，ガバナンス，そして組織改革
の3つの側面からみていきたい。

フランステレビジョン
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2　財源モデルに暗雲

2-1　広告放送廃止始まる
2009 年1月5日，プライムタイムを含む午後

8時から翌朝の午前6時までの間，公共放送
から広告が消えた。France Télévisionsの経
営委員会は，3月の法の公布を待たずに，広
告放送の廃止を決議し，実行に移したのであ
る。ただ，広告放送の廃止は，財源への影響
が大きいことから段階的に行われることになっ
た。広告を全廃するのは，全国的にアナログ
からデジタルに切り替わる予定の2011年12月
からと改正放送法で設定された。

商業放送事業者と電気通信事業者に対す
る課税は，改正放送法が公布された3月から
始まった。商業放送事業者に対する税率は
0.75％，電気通信事業者への税率は0.9％と
なった。改正放送法では当初，商業放送に対
する税率は3％とされたが，広告廃止が段階的
になったこと，商業放送事業者側から税率の
高さに強い不満が表明されたことなどから，税
率が下げられた。

2-2　EC の横槍
夜間の広告なしの放送は，トラブルもなく順

調に始まった。ところが，1月28日，EUの行
政執行機関であるEC（欧州委員会）から思わ
ぬ横槍が入ってきた。「電気通信事業者への
課税は，行政負担を民間事業者に課すことで
あり，自由競争を前提とするEU法と相容れな
い疑いがある」として審査を開始する旨の書簡
を，フランス政府に送ってきたのである。年間
で4億ユーロ（約440 億円）の税収を見込んで
いるだけに，財源モデルを揺るがしかねない大
問題だ。

通 告 から8か月後 の9月30日，ECは「 根
拠ある意見」（avis motivé，英語はreasoned 
opinion）を発表，この中で「通信事業者から
の税収は，同じ業界の通信事業者に対する管
理や規制のコストなどに使われるべき」で，ほ
かの目的に使うのはEUの電気通信事業規則 13）

に違反するとして，課税の停止を政府に求めて
きた。

これに対してフランス政府のミッテラン文化・
コミュニケーション相は10月4日，「公共放送
への財源補塡は，国庫からの予算措置であり，
通信事業者からの税収が直接的に公共放送の
財源に割り当てられる訳ではない」と述べ反論
した。この新税がもともと，公共放送の財源
補塡のために編み出されたことからすれば，苦
しい言い訳にも聞こえる。また，ラガード経済・
産業相は「税制は各国政府の権限であるはず
だ」として「法廷での決着に向けて準備する」
と述べた。

フランスは，このECの勧告を拒否する構え
だ。その場合ECは，EUの最高裁判所である
欧州司法裁判所に提訴するとしている。決着
するまでどのくらいかかるのか分からないが，
違法の判決が出れば，数百億円が宙に浮き，
公共放送の運営を揺るがす事態にもなりかね
ないのである。

2-3　広告全廃問題浮上
こうした情勢のなかで，「2011年12月に予定

された広告全廃は，可能なのか？」という議論
が浮上してきた。夜間の広告廃止に伴う2009
年度の広告収入は，1億8,500万ユーロ（約
205 億円）の減少だった。全廃した場合さら
に4億3,000万ユーロ（約480臆円）が消える
ことになる14）。電気通信事業者課税の先行き
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が危うくなったうえ，リーマンショックに続くギ
リシャ危機の影響で，ほかのEU諸国と同じよ
うに，フランス政府も緊縮財政路線を取らざ
るをえない状況だ。それでもサルコジ大統領
は当初，予定通りのスケジュールで広告全廃
を進める方針だった。4月8日，週刊誌ル・プ
ワン15）に対して，大統領報道官は「大統領は，
広告全廃を延期するといういかなる指示も出し
ていない」と述べている。

こうしたなかで，広告全廃の延期を言い始め
たのは，ほかならぬ公共放送改革の報告書を
まとめたコペ議員その人だった 16）。その音頭で
2010年4月，下院の文化委員会に作業部会が
設置され，この問題の検討を始めた。作業部
会は，民間の調査会社，TNS-Sofresに依頼し
て，視聴者の意向をさぐる世論調査を行った。
その結果，
・午後 8 時以降の広告廃止に 62％が「満足」
・ 日中の広告放送は，「邪魔である」が 34％，「邪

魔でない」が 63％
・「広告全廃を望む」は 21％
・ 公共放送負担税の値上げについては「好意的」

が 17％，「反対」が 81％だった 17）。
公共放送負担税が値上げされるくらいなら，

日中の広告放送の継続はやむをえないという
のが，市民の一般的な反応であることが見て
取れる。

こうした調査結果や，政府の厳しい財政状
況を考慮して作業部会は9月，広告の全廃は

「少なくとも5年間延期」し，そのモラトリアム
は「永遠に続く可能性もある」とする報告書を
ミッテラン文化・コミュニケーション相などに提
出した。

9月17日，フランス政府の判断が下された。
ミッテラン文化相は「公共放送の広告全廃を2

年間延期する」と発表した。改正放送法で予
定されていた2011年末から，2013年末に実施
を延期するというのである。この2年のモラトリ
アムには意味がある。サルコジ大統領の5年間
の任期は2012年5月までである。サルコジ氏は
今のところ大統領選で再選に挑戦する見通しだ
が，いずれにしても公共放送の広告全廃をどう
するかは，次期大統領の判断にゆだねられるこ
とになったのである。

公共放送の広告全廃に伴う広告収入増を期
待していた商業放送界は，「非常に困惑する」
事態だと，延期に反対の声をあげている。商
業放送側は，もし公共放送の広告全廃を延
期するなら，公共放送存続のために，商業放
送の広告収入に対して課せられている税率を
0.75％から0.5％程度に下げるべきだと政府に
求めている。

3　ガバナンスの曲折
　

3-1　新会長にサルコジ側近候補者浮上
公共放送 France Télévisionsの会長の任

期は5 年間である。シラク政権時代に就任し
たパトリック・ド・カロリ（Patrick de Caloris）
会長の任期は2010 年8月までであり，夏まで
には新会長を決めなければならなかった。

4月10日，日刊紙ル・モンドは，サルコジ
大統領に近い複合メディア企業ラガデール・グ
ループ傘下の商業ラジオ局，「ヨーロッパ１」の
社長のアレクサンドル・ボンパール（Alexandre 
Bompard）氏 が， 近くFrance Télévisionsの
新会長に指名されると報じた。

ボンパール氏は37歳，ENA（国立行政学院）
出身のエリートでサッカークラブ，サン・テティ
エンヌの会長を務めたこともある。サルコジ大
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統領は，若き経営者に公共放送改革の大鉈
なた

を
ふるってもらい，加えて若い視聴者層をとりこ
もうとしたのだろう。しかし新聞紙上に出てし
まったためか，紙上で予想された2 ～ 3日後の
指名はなかった。

2か月後の6月7日，ル・プワン誌は，サル
コジ大統領が，現職のカロリ会長，ボンパー
ル氏，それに大手新聞雑誌配給会社社長レ
ミー・フリムラン氏（Rémy Pflimlin）の3者の
中から，近くFrance Télévisionsの新会長を
指名するだろうと伝えた。

　
3-2　新会長指名

7月5日，サルコジ 大 統 領は， 大 統 領 声
明を発 表，レミー・フリムラン氏をFrance 
Télévisionsの新会長に指名した。ボンパール
氏については，若さとテレビ経験のなさ，そし
て何よりもサルコジ大統領への近さが問題とな
り，批判の声があがっていた。サルコジ政権
は，不況対策，財政再建，年金改革，ブルカ
問題などの難題をかかえていた。そのうえ公共
放送のトップに権力に近い人間を起用すれば，
さらに批判を浴びかねないだけに，比較的無
難な人選に落ち着いたとフランスのメディアは
伝えた。

アルザス地方出身で，エリート養成学校の1
つHEC（高等商業専門学校）卒業のフリムラ
ン氏は当時56歳，新聞・雑誌のジャーナリス
トとして長く経験を積んだあと，1999 年11月
から2006 年1月までの6 年間あまり，地方向
けが主体の公共放送 France3の局長を務め
た。指名当時は大手の新聞・雑誌の配給会社
Presstalisの社長であった。

改正放送法では，公共放送の会長就任に
あたっては，独立規制機関CSAと議会の承認

も必要とされている。フリムラン氏は1週間後，
まずCSAに赴き9人の評議会メンバーによる
非公開の聴聞会に臨んだ。この席でフリムラ
ン氏は，今後の公共放送のかじ取りについて
自らの方針を述べた。投票の結果，賛成6票，
棄権3票で承認された。また7月中旬には，上
下両院の文化委員会が相次いで開かれ，上院
は賛成22票，白紙 2票，下院は賛成20票，
反対1票で，両院ともフリムラン氏の会長就任
を承認した。ただし社会党と共産党は「大統
領による指名という方法に問題がある。やはり
CSAのような独立機関が選ぶべきだ」として両
院とも投票を棄権した。

フリムラン氏 は，CSAで の 聴 聞 に 対し
て，「広告廃止のおかげで我々は，「顧客」

（consommateur）に対してではなく，「市民」
（citoyen）に語りかけることができるようになっ
た。また，デジタル化のおかげで，市民に信
頼される，文化的に開かれたテレビを提示する
ことができる」と抱負を述べたという。また「グ
ループの各チャンネルのアイデンティティーと個
性を強化する必要があり，そのことに責任を持
つのは各局の局長だ」とも述べたという18）。

3-3　新会長就任
こうしてフリムラン氏は，8月23日，前任者

を引き継 いで，France Télévisionsの 会 長
に就任した。これに伴いフリムラン新会長は
France2，3，4，5，それにRFOの5つの放
送局の局長をすべて新たに任命するとともに，
司令塔となるFrance Télévisionsの幹部も一
新した。1万人余の職員へのメッセージの中で，
フリムラン新会長は，「来年末のデジタル放送
への完全移行は，公共放送が自らの革新力を
発揮して，ほかの局との違いを際立たせる絶
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好の機会である」と奮起をうながした。
こうして船出したフリムラン新体制だが，公

共放送を取り巻くメディアの環境は厳しい。
視聴シェア低下に加えて，視聴者層の高齢化

に歯止めがかからない状況なのだ。ニュースと
娯楽の総合チャンネルFrance2では，2008年，
視聴者の63％が50歳以上だったが，2010年
の第一四半期には66.1％に増えている。地方向
け放送が主体のFrance3にいたっては，70％
が50歳以上である。25歳から34歳の「活動的
な若者世代」（les jeunes actifs）の視聴シェア
は，F2が7.5％，F3が6％に過ぎない19）。

こうした状況についてフリムラン会長は，11
月21日，AFP通信のインタビューに対して次
のように話している。「我々の使命はすべての
視聴者層に番組を届けることであり，現在の
平均視聴年齢は高すぎる」と述べ，「iPhone
やiPad,それにTwitterやFacebookなど新た
な媒体に適合したコンテンツも開発し，若者に
も情報を届けたい」と抱負を語っている。フリ
ムラン新会長は，まずはF2の平均視聴年令を
10歳引き下げて45歳にしたいという20）。

4　難航する組織改革

4-1　延期された労働協約締結
フリムラン会長らFrance Télévisionsの経営

陣にとって，もう1つの大きな課題は，組織改
革だ。F2，F3，F4，F5，それにRFOの各局
にはそれぞれの労働組合があり，別々の労働
協約を結び，個別の人事が行われてきた。当
初は，2010年6月中に，労働組合を一本化し，
新たな労働協約を締結するタイムスケジュール
になっていた。

しかし，経営陣の交代が目前に迫ってきた

こともあってか，締結は見送られ，新経営陣
にゆだねられることとなった。組合側は，パ
リ控訴院（cour d'appel）21）に調停を提起し，
その結果，記者，ニュース編集者などの職業
ジャーナリスト22）の組合とは2011年2月8日ま
でに，管理部門の職員や技術者などの組合と
は2012年10月8日までに，それぞれ労働協約
を結ぶことになった 23）。ここでも問題は先送り
されたのである。組織統合，組合統合の背後
には，人員合理化があるからだ。

4-2　「France3 問題」
合理化が特に難題なのはFrance3だ。F3

は，公共放送 France Télévisionsのなかで地
域放送の役割を担っている唯一のチャンネル
である。地方の文化を豊かにするため，地元
でドラマなどの番組を制作する点が，ほかの
チャンネルとは異なっている。ストラスブール
やボルドーなど13の大都市に主要な地域局が
あり，地方向け7割，全国向け3割の放送を
出している。

問題はその職員数だ。F3の2009年末時点
の職員は4,866人，F2の1,565人の3倍以上，
グループ全体1万200人の48％を占めている。
それなのに，2009年度の視聴シェアはF2より
低く（F2，16.7％，F3，11.8％），一方で番組
制作費は年間約8億ユーロ（約880 億円）を超
え，F2をやや上まわっている24）。このためF3
の合理化が喫緊の課題だとル・フィガロ紙な
どが報じている25）。

フランスは，労働組合のストライキや，市民
の街頭デモが頻繁にある国柄だ。サルコジ政
権による年金支給開始年齢の引き上げに反対し
て，2010年秋，全国でストライキとデモが起き
たことは記憶に新しい。
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公共放送改革についてのコペ委員会の報告
書が提出されたあとの2008年夏，サルコジ大
統領はFrance3に出演したが，スタジオにた
どり着くまでに，数百人の職員の抗議デモに直
面した。スタジオの席に着くやいなや，挨拶に
応じなかった技術職員のマナーの悪さに不満
をもらしたサルコジ大統領は，「我々は今，公
共放送の現場にいるのではなく，デモの現場
にいる。信じられない，でもこれがフランスだ」
ともらしたという26）。

フリムラン氏が会長に指名された理由の1つ
は，このF3問題だと言われている。F3の局
長を6 年あまりも務めたフリムラン氏は，F3の
組織を知り尽くしている。だからF3の組織改
革，合理化に大鉈をふるえるだろうというので
ある。ただし，地方のためのチャンネルである
F3の合理化は，多様な地方文化の擁護者で
あるべき公共放送の使命に反するものだと批
判を浴びることが予想される。慎重派と言わ
れるフリムラン会長は，今のところ，組織，機
構改革については，具体的な発言を控えてい
る。ただ，前任者との違いは，カロリ前会長が，

「ひとつの企業体」（l'entreprise unique）を掲
げてグループの統合を常に強調していたのに対
して，フリムラン新会長は，傘下各局の「自律」

（autonomie），アイデンティティーと個性の確
立を強調していることだ 27）。その方針が組織
改革にどう具体的に反映されるのか，それは
まだ明確には示されてはいない。

5　まとめ

ヨーロッパで，公共放送の財源問題や独
立性が危ぶまれているのは，フランスだけで
はない。欧州議会は11月25日，「いくつかの

（some）EU加盟国の公共放送は，政治的独
立と財源基盤の確保の危機に瀕している」と
する決議を，賛成522票，反対22票，棄権
62票の圧倒的賛成多数で可決した。決議は，
放送内容に対する政治的干渉の排除，表現の
自由とメディアの独立についてのEU規範の尊
重，公共サービスメディアの財源確保を加盟
各国に呼びかけている。決議に個別の国名は
あげられておらず，どの国のことなのかは分か
らないが，522という多数の票が決議賛成に
投じられたことは，多くの国々で危機感が広
がっていることの証左と言えよう。

公共放送に逆風が吹いている。それもヨー
ロッパでは，かつてないほどの強さで。経済
危機はギリシャからアイルランドにも広がり，
不況のなかでどの国の政府も厳しい緊縮財政
路線をとらざるをえない。一方で，多メディア，
多チャンネル時代に突入し，電波の稀少性と
いう言葉は，もはや死語になりつつある。サル
コジ大統領が「コペ委員会」の招集にあたっ
て第一にあげたように，公共放送の存在意義
が改めて問われているのである。

フランスの公共放送改革が始まって2年，そ
の行方はまだ予断を許さず，これはあくまで途
中経過の報告である。ただ，公共放送にとっ
て，安定した財源を確保しつつ，独立性を保
つことがいかに大切で，かつ大変なことなの
か，フランスの事例はそれを雄弁に物語ってい
るように思える。

（にった てつろう）
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注：

1）2009 年 2 月 26 日取材，聞き取り調査による
2）大統領は商業放送最大手の TF1 への出演が多

く，経営陣と親しいとされる。
3） CSA の 2009 年度年次報告によれば，既存の

大手商業放送局の 2009 年の広告収入は 2007
年に比べ 10％減少しているのに対して，新興
デジタルチャンネルは 2 倍以上に増えている。

4）当時，与党 UMP，国民運動連合の下院議員団
長，現在は UMP の幹事長

5）「 新 し い 公 共 放 送 検 討 委 員 会 報 告 書 」
（Commission pour la nouvelle télévision 
publique）付則 61P

6）F2 は総合，F3 は地方向け放送主体，F4 は若
者向け放送，F5 は教養・教育，RFO は海外県，
海外領土向け放送

7）電話，ブロードバンド，テレビチャンネルパッ
ケージのセット契約

8）2010 年度の年額は 121 ユーロ（約 1 万 3,500 円）
9）「視聴覚コミュニケーションとテレビの新

し い 公 共 サ ー ビ ス に 関 す る 法 律 」（Loi du 
5 mars 2009 relative à la communication 
audiovisuelle et au nouveau service public de 
la télévision ）

10）月刊誌「Regards sur l'actualité」2009 年 1 月
「La réforme de l'audiovisuel」35P
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