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 ① 改革 2 年，現状評価

―フランステレビジョンが大規模な組織改革を

始めてから 2 年がたちましたが，ここまでの経

過をどう評価されていますか？

フリムラン会長：この改革の第一の側面は，組
織の法的な構造を簡素化することです。私たち
は，多くの組織に分割されていた状態から1 つ
の会社組織へと移行しました。その結果として，
2 つのことがもたらされています。1 つは組織の
簡素化。経営委員会 1）に方針決定の権限を集
中させることで，組織を簡素にできます。2 つ
めは公共放送グループの発展や将来計画に関し
て，意見や決定の分裂を避け，より首尾一貫し
た政策がとれることです。
　改革の第二の重要な側面は財源問題です。
これまでは，公共放送負担税 2）と広告収入の
複数財源でした。最終的にこの混成財源シス
テムは残りましたが 3），夜間の広告がなくなった
分，資金は減りました。その分は国庫からの補
助金で埋め合わせることになりました。これは
4 億ユーロ（約 470 億円）で，広告収入の減少
とおおむね一致する金額です。この 2 つの改革
が 2 年前に決定され，実行されています。
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公共放送 France3 の社長をつとめた。サルコジ大統領による指
名を受けて 2010 年 8 月 23 日，フランステレビジョンの会長に
就任した。2009 年に改正された放送法によって，それまでの独
立規制機関 CSAではなく大統領による指名に変更され，その初
めてのケースとして注目された。穏健なジャーナリストとして知ら
れるフリムラン氏の指名についてフランスのメディアは，政治的論
争を避けた比較的無難な人選だと伝えた。指名当時は新聞・雑
誌の全国配給会社の社長だった。音楽愛好家でもあり，パリ国
立高等音楽院の理事長もつとめていた。

フランステレビジョンの現況
「公共放送の広告を廃止する」というサルコジ大統領

による鶴の一声で，フランスでは公共放送の大改革が
2009年に始まった。その戦略は，組織として分割されて
いた5つのチャンネルを1つの会社のもとに統合し一体
化を進めながら，インターネットなど新しい媒体にも積極
的に進出していくというものだ。そして市場の競争から
離れて，公共放送にふさわしい，より多様で文化的なコ
ンテンツを視聴者に提供するためとして広告放送を廃止
することになり，その第一段階として2009年1月から午
後8時から翌朝6時までの広告放送が廃止された。
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　現段階で，この改革がどの程度の効果をあげ
たのか，全体的な評価をすることはできません。
組織の一体化は，これまで組織ごとに分かれて
いた人事，財務など管理部門について，システム
を統一することを意味しますが，これについては
現在まだ完成していません。構造を一体化する
のは大変複雑な作業で，まず運営システムやコン
ピューターシステムから統一していかなければな
らないのです。最終目標はあくまで，管理部門を
統一し共有することによってコストを削減し効率を
あげることですが，これらの作業が完成するの
は来年中頃になるでしょう。あと1年半かかります。

 ② 財源問題と編集権の独立

―電気通信事業者への新たな課税について欧

州委員会は撤廃を求めていますね。財源に不

安が残っていませんか？

フリムラン会長：フランステレビジョンと国家と
の関係については，目標手段契約（contrat 
d'objectifs et de moyens）4）の枠組みの中で定

められています。現在，今後 5 年間の目標手段
契約を政府側と話し合っているところです。この
政府との契約は，公共放送であるフランステレ
ビジョンにとっての目標を定め，その目標を達成
するための資金をどのように調達すべきかを定
めたものです。その資金調達の方策の中で，国
家からの補助金がどれぐらいになるのかも定め
られます。これにより，我々は今後の資金源に
ついての見通しを持つことができます。必要な
財源の保障を得ることができるというわけです。
　この公共放送の財源の保障は，フランスの
憲法に書かれています。最近改正された憲法に
は，国家は，公共放送が意見を述べ，また自
由を守れるような手段を持てるようにしなけれ
ばならないと記されています 5）。国家にとっては
一方で収入があり，もう一方で支出があります。
フランステレビジョンはその支出先の 1 つです
が，収入によってフランステレビジョンへの支出
は影響されないことになっています。つまり，も
しこの新たな税が廃止されたとしても，それは
国が別の収入源を模索すべき話なのです。

―フランステレビジョンの問題ではないと？

フリムラン会長：そう。これは国の問題です。電
気通信事業者税は，公共放送の広告廃止決定
の折に創設されたものですが，この 2 つの間に
直接的な相関関係はありません。この税はあく
まで国庫に入り，入ってしまうと総額でいくらとな
り，それに対し国の総支出があるということです。
　この点は非常に重要です。フランスにおける，
憲法で保障された公共財源の仕組みの根源に
関わることです。
　そういう意味では，核心となるのはフランス
テレビジョンの使命は何であるか，公共的役割

改正された2009年の放送法では，フランステレ
ビジョンの広告放送廃止にともなう収入減を補塡す
るため，商業放送の広告収入と電気通信事業者の
国内売上げに対して，それぞれ新規の課税を導入
することとなった。税率はその後，商業放送に対し
ては0.5％，電気通信事業者に対しては0.9％と決定
された。これに対してEUの行政執行機関である欧
州委員会は2011年3月14日，このうちの電気通信
事業者への新規課税は違法だとして，これを停止す
るように求めて欧州司法裁判所に提訴した。欧州
委員会は，この税収は，電気通信事業者に対する
管理や規制のコストに使われるべきで，ほかの目的
に使うのはEUの電気通信事業に関する規則に違反
するとしている。2010年にフランスではおよそ3.7億
ユーロ（約430 億円）の電気通信事業者税収入が
あったが，この課税が違法との裁定が下されれば，
フランス政府は，それまでの課税分を返還したうえ
で，新たな補塡策の検討を迫られることになる。　
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とは何かということです。フランステレビジョン
の公共放送としての使命や役割が，今よりさら
に国家の財政負担を増やすにふさわしいもので
あるのか，国庫からの支出を増やす意味のあ
る役割を果たしているのか，これが問われるこ
とになります。結局，公共サービスとは何かと
いう政治的議論になります。

―国家が公共放送の財源を保障することは，

編集権の独立性に影響を及ぼしませんか？

フリムラン会長：編集権の独立性というのは，
フランステレビジョンの根幹に関わるものです。
なぜなら，公共テレビが必要とされるのは，公
共放送が国民と特別な関係にあるからです。
　今日の社会には，非常に多数のテレビチャン
ネルがあり 6），インターネットそのほかの情報通
信の発達のお陰もあって，非常に多くの映像が
溢れています。こうした環境にあって，公共放
送の役割とは何か。2 つあります。
　1 つには，情報，文化，娯楽を提供していく
うえで，公共放送ならではの構成を持つこと。
これは国民の信頼をもとに築かれるものです。
それは視聴者が，「信頼できる番組づくりとテー
マ選びだから公共放送を見る」という関係です。
この国民からの信頼を勝ち得るためには，公共
放送は政治的に独立していることが根底になけ
ればなりません。
　2 つめは，公共放送には，国内の創造を助
成する役割もあります。つまり，公共放送で流
すドラマや映画，ドキュメンタリーは，国民の
ためになるものであり，かつ国内で制作された
ものを優先すべきです。国内制作を圧迫するよ
うな海外制作のものを避けるべきです。この 2
つ，独立性と創造性が鍵です。

 ③ ローカル放送合理化問題

―従業員数の最も多い France3 を含め，組織

の合理化をどのように進める方針ですか？

フリムラン会長：今日，我々は 2 つの課題に面し
ています。1つめは放送サービスの共有化，つま
り，ばらばらに運営していたものをまとめ，無駄
を省いて共有する道を模索していくということ。
　もう1 つは，チャンネルの特徴を打ち出すこ
とです。F3 の従業員数が多いのは，F3 が地
域放送を行うために放送の拠点が多く，放送
時間も長いからです。F3 の各地方局の放送時
間の合計は年間のべ 2万6,000 時間になります。
1 日 24 時間 365 日放送したとして，合計時間
は 8,700 時間ですから，F3 の 1 チャンネルで
放送局 3 局分の放送時間を持っていることにな
ります。F3 の各地方局のニュース番組を足すと
毎日 200 番組ぐらいあります。報道は特にお金
がかかる分野なのです。
　今日我々が直面している課題の根底には，F3
の使命の再定義という問題があります。F3 の使
命が，各地方，各市町村に存在して地域に密着
した固有の情報を提供するということであれば，
それに対応する組織の現代化，効率化を考えな
ければなりません。ただそれには相当の資金が
かかることも理解しなければなりません。
　現状においては，地方の商業放送のローカ
ルテレビ局は発展していません。黒字経営に

フランステレビジョンの合理化問題では，総合チャ
ンネルFrance2の3倍以上，4,800人あまりの職員を
かかえているFrance3の合理化が最大の焦点となっ
ている。地域放送を担うF3は，全国に24のローカ
ル放送局があり地域向け7割，全国向け3割の放送
を流している。F3の元社長のフリムラン会長は，知り
尽くした組織に合理化の大なたをふるうのだろうか。
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持っていくことが困難だからです。小規模の商
業放送ローカル局は次 と々閉鎖に追い込まれ数
が減っています 7）。このため，住民にとっては，
地域密着型の放送局というと公共放送しかない
ということになります。
　この問題はつまるところ政治論争になります。
地域密着型放送局というのは必要なのか必要
ないのか，もし必要だというならば，それはす
べての地方においてなければならないものなの
か，人口が少ない地方にも必要なものなのかと
いうことです。今日，議会が求めているのは，
ローカル局はすべての地方にあまねく存在する
というものです。そのためには資金が必要です。
今日直面しているF3 の資金問題，地方サービ
ス，要員規模などの問題は，F3 の使命に鑑み
て議論すべき問題なのです。

―放送の内容とコスト，要員は釣り合っていま

すか？  合理化が必要と見ていますか？

フリムラン会長：新たな業務内容，組織体制に
あわせて組織を刷新する必要はあります。新た
な組織体制はすでにあって，地方を 4 つのブ
ロックにまとめました。この点についてはすでに
合理化をしています 8）。
　ただ，根本的な問題であるF3 の要員につい
ては，これはニュース報道の本質に関わってき
ます。一番人数が必要とされるのは報道部門
です。地域支部の最小単位で見れば，100 以
上のローカル支部があり，要員は 6 人程度です。
毎日 6，7 分程度の地域ニュースを取材し放送
するためには少なくとも 2，3 の取材チームが必
要になります。これはどこでも同じです。組織
改革は，合理化問題というよりも公共放送とし
ての使命の問題です。我々は，F3 の使命とは

地方にあまねく存在することだと考えています。
要員数は，その使命を果たすうえで結果として
ついてくるものです。

―地域放送は，デジタル・多チャンネル時代

の新たな競争社会でどうなっていくのですか？

フリムラン会長：問題なのは，新興テレビチャン
ネルの中には，地域密着型が存在していないと
いうことです。例えば，地上デジタル放送が始
まっていますが，その中で地域密着型の放送を
続け，事業を展開するだけの資金力がないの
です。だからデジタル化のなかで，地域性のあ
る情報をテレビで発信していくことについては，
公共放送 F3 がより重要になっています。

 ④ ニューメディア戦略

―視聴シェアの低下にどう対処しますか？

フリムラン会長：視聴シェアの低下は当然のこと
ながら，供給される番組の数，種類が増えた
ことに関係しています。その対策の鍵は 3 つあ
ります。
　1 つは，すべての視聴層に対応するように，
バラエティーに富んだ魅力ある番組を提供する
こと，番組の質を高めることです。
　2 つめは，補完性を考慮すること，つまり，

2005年に新興の地上デジタルチャンネルが放送
を開始して以来，公共放送を含む既存のチャンネル
は5年連続して年間平均の視聴シェアを下げてきた。
F2の視聴シェアは2005年19.8％だったが，2010年
には16.1％に，F3は14.7％から10.7％に下がってい
る。またF2の2010年の視聴者の66％が50歳以上
で，高齢化が進んでいる。フリムラン新体制は，公
共放送への若者の接触を高めようとニューメディア
への積極的な展開を図ろうとしている。



50 　JULY 2011

商業放送のチャンネルと同じ視聴者層を対象に
した番組にしないことです。
　3 つめの鍵は，デジタルコンテンツ。フラン
ステレビジョンでは，デジタル開発を戦略の中
心に位置づけています。その目的は，フランス
テレビジョンの番組がテレビだけでなく，その
ほかのデジタルメディアの画面で視聴できるよ
うにすることです。キャッチアップ（見逃し番
組の視聴）や，そのほかの形式で見られるよう
にすること。さらに，「making-of」（制作裏話）
や，ミニ番組紹介などの形でもコンテンツを出
していきます。映像視聴覚の世界，特に，フェ
イスブックなどのソーシャルネットワークに，フ
ランステレビジョンの番組の要素を出していくこ
とによって，視聴者層の開拓を進めていくのが
狙いです。
　今日，視聴シェアというのは単純に 4 歳以上
でテレビを見ている人の数で測定されています
が，明日の社会においては，テレビ以外の媒体
も含めてトータルに「番組を見る」人の数で考
えていかなければなりません。画面上の存在を
多様化することの目的はここにあります。つまり，
デジタルメディアの中で存在感をひときわ高め
ていくこと，これを目標に掲げています。

―では，その戦略は？

フリムラン会長：1 つには，すべての分野におい
て，我々の視聴覚コンテンツがデジタルメディア
に載るように改良することです。特に，報道や
スポーツの分野で強い存在感を示すため，視
聴者側と直接の接点となるような双方向プラッ
トフォームを作ることです。
　また，ドラマやドキュメンタリーなどで大きな
プロジェクトを立ち上げる時は，デジタルメディ

アにおいて，制作裏話や番組紹介ビデオなど
を展開し，話題作りを狙います。そして，情報
番組などでは質問コーナーや投票システムを設
けるなどして視聴者との双方向性を高めます。
　つまるところ，テレビはすでにデジタル時代
に入っていて，その中で事業を展開していくに
は，デジタルメディアにおけるすべての手段を
活用していくことが大事です。現在，私の傍ら，
会長直属の責任者として，ブルーノ・パチーノ 9）

が担当しています。デジタル化戦略のリーダー
で，彼の下，すべてのデジタルメディアで事業
を展開していくために，どのように我々のコンテ
ンツを改良していくか，そのための分析を進め
ています。

―日本では，公共放送によるデジタルメディア

への積極的進出は民業圧迫になるとの批判が

ありますが，フランスではどうですか？

フリムラン会長：これについては，現在政府と
の間で進めている目標手段契約の交渉で，重
要な議題となっています。
　公共放送の使命が，できるだけ多くの人に
サービスを提供し，独立した報道をし，国内の
文化作品を社会に広めるということであれば，

新サービス展開室



51JULY 2011

デジタル市場への進出は，その使命を果たすう
えで欠かせないこととなります。注目すべきは，
議会も，コペ委員会 10）が示した公共放送改革
のプランにおいて，フランステレビジョンはデジ
タル化を積極的に推進すべきだという方針を出
していることです。つまり，公共放送はデジタ
ル市場に進出しなければならないと言われてい
るわけです。このことを今度の目標手段契約に
おいてきちんと明文化しなければなりません。

―デジタルの商業市場に積極的に進出すると

いうことですか？

フリムラン会長：そうしたいと思っています。す
でに，サイトの広告スペースを売っているし，そ
のほかにも，デジタルメディアにおける多角的
ライセンス製品などの開発を進めていきたいと
思っています。デジタル市場における商業活動
は是非追求したいと考えています。

―EU 法 11）に抵触しませんか？

フリムラン会長：今のところ，EU 法もフランステ
レビジョンのデジタルメディアにおける商業活動
を禁じてはいません。状況がもっと複雑な国は
あります。ドイツでは，公共放送は，デジタル
メディアにおける商業活動を進められません 12）。

―インターネット関連で新しい計画は？

フリムラン会長：4 月初旬に iPadと iPhone 用の
アプリを発表する予定です 13）。このアプリ上で
はテレビ番組をサイマルで見られるようにしま
す。ニュース，スポーツなどすべてのジャンル
です。

 ⑤ 公共放送のガバナンスと独立性

―公共放送の独立性の問題にふれたいのです

が，その前にまず，フランステレビジョンの年

間予算はどう決定されるのですか？

フリムラン会長：年間予算は，公共放送負担税，
広告収入，それから足りない分の政府補助金，
これらをもとに予算を組み立てます。私が部下
とともに，予算配分をどうするかを決めます。各
チャンネルにどのように，また，各ジャンル，ド
ラマ，ドキュメンタリー，報道，スポーツそれぞ
れにどのように配分するかを検討し，決定します。
そのうえで，経営委員会に報告，提案し，審議
されます。経営委員会は，各界からの多様な人
物によって成り立っており，この委員会が，我々
が提示する方針に照らし合わせて，予算の採決
や承認を行います。この方針というのは，我々
に課された目標（目標手段契約）に沿った形で
決められるものです。この点は非常に重要です。
　もう1 つ重要なのは，独立性。これは，公
共放送にとって根本的な問題です。国民の信
頼を得ることが必要不可欠であるなら，そうし
た信頼は当然，それに応えた番組づくりを通し

フランステレビジョン
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て得られるものです。そのためには政治的に独
立していなければならないのです。

―過去に政府，国家権力の影響を受けたこと

はありませんか？

フリムラン会長：それが何を指すかによります
が，報道のうえでということなら，それは後にも
先にもありません。報道は公正中立でなければ
ならなく，編集権は独立していなければならな
いものですから。基本的に，フランステレビジョ
ンという組織は，独立した組織として認識され
ています。そしてこの独立が危うい立場に置か
れた例は過去においても思い当たりません。

―ご自身は，CSAではなく，サルコジ大統領

から直接指名されました。国家の影響力が強

まったということはありませんか？

フリムラン会長：公共サービスの最も重要な使
命が，政治的に独立していることにより国民か
らの信頼を得ることにある以上，私にとって最
も大きな使命は，その独立性を守ることです。
私は大統領によって指名されましたが，就任に
あたっては公聴会が開かれ，テレビでも放送
されました。CSA と議会の下院，上院，それ
ぞれで 2 時間ずつ合計 6 時間の公聴会が行
われ，その中で私は特に独立に関して誓約し
ています 14）。
　さらに言えば，私が仮に解任されるとしても，
その場合，大統領 1 人で決定できるわけではあ
りません。再び CSAと議会両院の採決にかけ
られます。会長の指名は，こうした重要な公的
機関の意見を仰いでお墨付きを貰って初めて可
能となっています。

　確かに，会長の指名方式は変わりました。し
かし，国家との関係，特に財政上の関係には
変わりはありません。CSA が会長を指名してい
た時代にも，おそらく政府側と連絡を取り合っ
たうえで行われていたと思いますが，フランステ
レビジョンの財政や運営についての決定は CSA
がしていたわけではなく，国家が行っていまし
た。こうしたことから，私はこの会長指名方式
の変更が，組織の運営に支障をきたすものだと
は思っていません。

―公共放送の独立を保障するという CSA の

役割 15）ですが，日常の業務においてはどのよう

にその役割が果たされているのですか？ 

フリムラン会長：まず，我々は頻繁に CSA か
ら，業務運営規則 16）や目標手段契約について，
またそのほか我々の活動内容について聴取を
受けます。公共放送の使命から逸脱した内容
の放送をしたとみなされた場合，CSA から呼
び出され譴責されたり，場合によっては罰則を
科されたりします。我々は CSA 側と頻繁に話
し合いの機会を持ち，目標に沿って活動して
いるかどうかを確認します。こういった監視活
動は常時行われています。CSAの評議員には，
表現の自由や報道倫理などについてそれぞれ
専門家がいて，問題があればすぐに指摘して
きます。

―F2 は去年，報道倫理違反で CSA から罰金

制裁を科されましたね？

フリムラン会長：その通り。対象は私が会長に
指名される前に起きたことですが，局にとって
初めての罰金制裁 17）となりました。
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―もう1つの重要な問題，政治的多元性を保

つために，どのような努力をしていますか？

フリムラン会長：それはシンプルです。我々は，
各政党，政治家の発言の放送時間を CSA に
よって監視されています 18）。我々には四半期ご
とに，この放送時間の合計がバランスの取れた
ものであることを確認する義務があります。与
党，野党など，異なる政党について扱う放送時
間の合計はニュース番組の中であれ，討論番
組であれ，その配分については，秒単位で厳し
く監視されています。我々が，政治的多元性を
保たないことができないようなシステムになって
いるのです。新聞などの活字媒体とはそこが違
います。テレビ，特に公共放送においては，こ
の不偏不党性は必要不可欠なことと位置づけら
れていて，それに対する検証も行われています。
従わないわけにはいかないルールであり，非常
に厳しく監視されています。

―この監視システムが政治的独立を保障しても

いるのですか？

フリムラン会長：もちろんです。これが独立確保
の1 つの手段となっている。しかしフランステレ
ビジョンの編集権は，法の定義上 19）そもそも
独立しているものなのです。

―目標手段契約や業務運営規則の交渉におい

て，政府は影響力を発揮しますか？

フリムラン会長：それは当然そうです。そもそ
も，目標手段契約や業務運営規則において政
府は，公共放送に何をして欲しいかを前面に出
してきます。例えば政府としては，フランステレ

ビジョンが，オペラなど舞台芸術の番組や映画
を放送することを希望するなどと明示します。こ
のように細かく指定してくるのは，特に文化創
造の戦略に関わるものが多いです。文化創造を
支えていくため，また地方の文化を支えるため
政府側から要求があります。
　これは，「公共放送がどのようなサービスを
提供すべきか」についての，国のビジョンと言
えます。何のために公共放送が必要なのか，こ
れやあれやのことをするために公共放送がどう
動かなければならないか，当然ながら政府に
は政府から見た公共放送像があります。

―なるほど。そうした中でも，編集権の独立に

は影響を及ぼさないと？

フリムラン会長：影響はありません。

 ⑥ 公共放送の将来ビジョン

―フランステレビジョンの将来へ向けて，どの

ようなビジョンをお持ちですか？

　
フリムラン会長：公共放送は将来，非常に大き
な役割を持つことになります。なぜなら，今後
何年かのうちに，放送事業への参入者が集約
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されていくことになりそうだからです。google 
TV をはじめ，世界中の電気通信業者が独自の
媒体を作っていく中で，放送業界も変貌してい
き，行きつく先に 2 つの結果が考えられます。
　1つは，コンテンツの画一化。2 つめは，フォー
マット化された国際的に同一規格のニュースで
す。こうした中にあって自国に固有の映像，テ
レビ的表現，論説を提供していくことは必要不
可欠になると私は考えます。なぜなら国という
のは，独自の文化，制度，社会を持っているも
のだからです。この欧州型モデルにおいて，公
共放送は非常に大きな役割を持つことになると
思います。
　そしてその役割を果たすためには，最新化
を進め効率化を図り，最先端にいて，独立して
いることが重要ですが，同時にニューテクノロ
ジー，特にデジタルメディアの分野で，しっかり
足がかりを築かなければなりません。これは，
政治的なビジョンと言えます。
　大きな意味において国家は，文化に関するこ
とについて介入すべきかどうなのか。私は，介
入すべきだと思います。教育や文化，演劇やオ
ペラ，音楽の発展に関わっていくように，放送
や映像作品の開発においても，国家は関わっ
ていくべきなのです。
　これが，今日私が抱いている将来のビジョン
です。私は，フランステレビジョンは将来大き
な役割を果たす存在であると思います。ただし
そのためには，技術の最先端にいること，画
期的な番組づくりを目指すこと，国民の信頼を
勝ち得ること，つまり独立性を保つこと，これ
らが条件になると考えています。
　このビジョン，つまり公共放送とは，フランス
の文化や社会のモデルに表現の場を与える役割
を持つものだという点で，未来において非常に

重要な役割を持つことになると考えています。

―速く物事を進めたいと思っていますか？

フリムラン会長：周りの環境の変化のリズムにあ
わせて進化していくべきだと思います。メディア
を取り巻く環境の変化が速いのであれば，我々
も速く進まなければなりません。立ち止まってと
り残されるわけにはいきません。
　　　　
後記：インタビューはパリのフランステレビジョ
ン本部，セーヌ川を見下ろす会長室で 2011 年
2 月 28 日午前 11 時半過ぎから行われた。担当
の役員も秘書も立ち会わずにフリムラン会長 1
人だった。質問をするとメモも見ずに立板に水
の返答で，45 分間休止なしの熱弁だった。出
身がドイツ国境に近いからか，どことなくゲル
マン系の風貌で，飾らない人柄と熱い話しぶり
とがあいまって，若い頃から培ったジャーナリス
ト魂と，公共放送の将来に対する会長としての
確信が根底にあるのを窺わせた。

（にった てつろう）

次回：台湾少数民族向け放送の運営について
　孔文吉・国民党立法委員と林福岳・東華大学准教授

注：
1）フランステレビジョン（France Télévisions）

の最高意思決定機関。経営委員会の構成は，政
府代表 5 人（所管の文化・コミュニケーション
相を含む），上下両院の国会議員各 1 人，独立
規制機関 CSA によって指名された有識者 5 人，
フランステレビジョンの職員代表 2 人のあわせ
て 14 人プラス会長。NHK の場合と違って政府，
議会の代表があわせて 7 人入っていて，全体の
半数近くになる。

2）2009 年 の 放 送 法 改 正 で， 公 共 放 送 負 担 税
（contribution à l'audiovisuel public）と呼ばれ
るようになった。税体系の中に位置づけられ，



55JULY 2011

住民税とともに税務当局によって徴収される。
消費者物価指数に連動して決められ，2011 年
は 123 ユーロ（約 14,500 円）。

3）フランステレビジョンの広告放送は，フランス
全土でアナログからデジタルに移行する 2011 年
末にあわせて全廃される予定だったが，経済の
停滞，財政赤字などを理由に，2016 年 1 月以降
に実施が先送りされることに変更された。した
がって，それまでは一定の広告収入が存続する。

4）NHK の 3 か年計画などにあたる中長期事業計画。
向こう 3 ～ 5 年間の公共放送としての目標を定
め，どのような手段でそれを果たしていくのか
政府と話し合って決め，代わりにその財源を政
府が保障するという契約システム。2001 年から
始まり，フリムラン新会長の任期にあわせる形
で 2011 年～ 2015 年の目標手段契約が政府との
間で交わされることになっている。

5）2008 年 に 改 正 さ れ た 憲 法 Modifié par LOI 
constitutionnelle no2008-724 du 23 juillet の 第
34 条

6）地上デジタルチャンネルは増え続けて 2011 年
5 月現在，全国放送無料 19 チャンネル，有料 9
チャンネルのほか，HD 5 チャンネル，無料の
ローカル放送 42 チャンネルがある。

7）CSA（Conseil supérieur de l'audiovisuel，視聴
覚高等評議会）の以下のサイト参照
http://www.csa . fr/upload/publ icat ion/
analysysmason_rapportfinal_tvlocale.pdf

8）フランスを 4 つのブロックに分け，ストラスブー
ル，レンヌ，ボルドー，マルセイユにある 4 放送
局を拠点局とし，管理部門の集約を進めている。

9）Bruno Patino 氏は日刊紙「ルモンド」電子版の
制作に貢献し，フリムラン会長に引き抜かれる
形で，去年 9 月，フランステレビジョンのデジ
タル展開担当局長兼 F5 局長に就任した。46 歳。

10）2008 年 2 月サルコジ大統領が立ちあげた「新
しい公共放送検討委員会」。野党を含む各党国
会議員，関係各省の官僚，独立規制機関 CSA，
放送界代表が招集され，議論の末，6 月に報告
書をまとめ大統領に提出した。委員長には，与
党実力者のジャン・フランソワ・コペ（Jean-
François Copé）下院議員が指名され，通称コ
ペ委員会と呼ばれた。

11）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」は，「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」
と規定している。詳しくは杉内有介「問われる

公共放送の任務範囲とガバナンス」（『放送研究
と調査』2007 年 10 月号）

12）ドイツの総合放送法規「統一ドイツの放送に関
する州間協定」の第 2 章「公共放送に関する規
定」の第 11 条ｄ 5 項に「広告とスポンサーシッ
プはテレメディア（ネット配信サービス）では
認められない」とある。

13）フランステレビジョンは 4 月 7 日，iPhone や
iPad 向けのアプリケーションを立ち上げ，放
送番組のキャッチアップとサイマル・ストリー
ミングのサービスを開始した。

14）フランステレビジョンの会長に就任するため
には，CSA と議会の承認も必要とされている。
議会文化委員会の 5 分の 3 以上の反対で拒否権
を行使できる。フリムラン氏の公聴会の模様に
ついては，CSA の以下のサイトで視聴できる。
http ://www.csa . fr/actual i te/doss iers/
dossiers_detail.php?id=131668

15）CSA は，放送法の第 3 条 1 項で，その役割に
ついて「視聴覚コミュニケーションの自由の行
使を保障する」そして，「ラジオ・テレビ放送
の公共部門の独立と不偏不党を保障する」と規
定されている。

16）cahiers des charges：報道倫理や政治的多元性，
社会の多様性，未成年の保護，フランス文化の
擁護などについて，公共放送が果たすべき使命
と責務が放送法よりさらに具体的に細かく明記
されている。業務運営規則を策定，改定する際
には，公の意見を聞かなければならず，一定期
間，政府案を公開，提示し意見を受けつけた後，
デクレ（政令）の形で公布される。

17）CSA によると F2 は，2009 年 10 月 1 日の午後
1 時のニュース番組で誘拐事件を伝えた際，被
害者の子どもが死亡したと 2 回にわたって実
名・写真付きで報道したが，実際には生存して
いた。CSA の評議会は 2010 年 12 月 7 日，10
万ユーロ（約 1,180 万円）の制裁金を科すこと
を決定した。

18）CSA は 2009 年 7 月，放送される政治家の発言
に関する量的規制について新しい規則を定め
た。それによると，外交やセレモニーでの発言
は除いて，内政問題についての政治家の発言量
は，放送において，大統領および大統領府を含
む政府・与党ブロックの発言量が，野党ブロッ
クのそれの 2 倍を超えてはならないと数量的に
規制されている。

19）放送法第 43 条で「視聴覚コミュニケーション
の公共部門は，報道の真摯さ，独立，多元性と，
思想・意見の諸潮流の多元的な表現を確保する」
と規定されている。


