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  公共放送改革の現状評価

―フランステレビジョンが組織や番組の改革を

始めて 2 年あまりがたちましたが，この改革を

どう評価されていますか？

ルグール教授：フランスでは長年，公共放送と
いうものが，残念ながら第一に国家のテレビ
であると考えられてきました 3）。この状況は今
日悪化していると思います。イギリスやそのほ
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公共放送改革の現状

フランスでは改正放送法のもと公共放送フランステレ
ビジョンの大改革が2009年1月に始まった。組織とし
て独立していた5つのチャンネルを1つの会社のもとに
統合し，その会長については，それまでの独立規制機
関ではなく，共和国大統領が直接指名し，罷免も可能
となった 2）。国家による公共放送への関与が強化された
と批判の声もあがった。一方，財源の１つである広告放
送については，廃止をめざすことになり，2009年1月か
らプライムタイムから翌早朝までの広告放送が廃止され
た。しかし，広告収入減少の埋め合わせとして政府が
導入した電気通信事業者に対する新規の課税について，
欧州委員会が EU法違反であり停止すべきだとして欧州
司法裁判所に提訴する（2011年3月14日）事態となり，
財源にも不安を抱えている。
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かの欧州各国での考え方，すなわち公共放送
というものはまず何より事業体として自立して
いて，独自の戦略を持ち，公共サービスとして
特定の使命があって，国家が介入するような状
況を許さない，そういう存在であるべきだとい
う考え方をフランス政府は認めてきませんでし
た。フランステレビジョンが本当の意味で独立
した事業体となることを許してこなかったので
す 4）。常に政府の監視下に置かれ，政治的な
介入を受け，圧力をかけられてきたことによっ
て，フランステレビジョンは公共放送にふさわ
しい独立した戦略を立てることができなかった
のです 5）。

2009 年の改正放送法の実施においては，
公共放送の会長を独立規制機関のCSA6） で
はなく，共和国大統領が指名するということに
なりました 7）。これはそれまで採られてきた方
法は形だけのものだったと言っているのと同じ
です。政権側は，CSAの存在があっても実際
の決断は我々が行うと考えていたということで
す。したがって，形骸化した任命方式を保つ
よりも，大統領であるサルコジ氏が直接指名
する方法に変えるとしたわけです。この任命
方式の変更自体は単に法的なシステム的なも
のですが，その背後には公共放送に対する日
常的，恒常的な政治介入を強めるという意思
が垣間見えます。

フランステレビジョンの首脳陣は本当の意味
での自立性や自由といったものを享受できてい
ません。そのため番組作りや様 な々投資を行う
うえで，経営戦略が自由に立てられないのです。
常に不安がつきまとう中ででしか経営決断がで
きないのです。日常的に政府とフランステレビ
ジョン側が話しあう中で，常に圧力がかけられ
ているのです 8）。

―公共放送の財政にも国の影響力が及んでい

るのでしょうか？

ルグール教授：そうですね，それがフランステレ
ビジョンの 2 番目の問題，財源問題です。公共
テレビの広告収入を減少させること，これは良
いことだと思います。サルコジ大統領は，これ
まで左派がやりたい，やるべきだと言いつつし
なかったことを実行しました 9）。しかし，巨額の
広告収入の一部をなくした場合，問題は当然な
がら，ほかにどのような財源を用意するのかと
いうことです。

受信料， 現 在これは公共放 送負担税 10）

（contribution à l'audiovisuel public）と呼ん
でいますが，サルコジ大統領の右派政権も左
派も残念ながらその額について賢い選択はで
きませんでした。どちらも公共放送負担税の
値上げについては拒否し続けてきました。しか
しながらフランスの受信料は，ドイツやイギリ
スや北欧諸国などに比べて非常に低く設定され
ています 11）。広告放送廃止に踏み切った時に，
同時に受信税値上げの英断を下すべきでした。
しかし，そうしなかった。その代わりに，法
的根拠があやふやな新税を作りだしました。特
に，電気通信事業者に課す税については，欧
州委員会が EU法に違反すると判断していま
す。これはすなわち現在，公共放送の財源は
不安定な状況にある，財源が確保できていな
いということを意味します。つまり，政府が公
共放送の財源補塡のために国庫から支出する
補助金が，約束と違って不足する可能性が将
来的にあるということです。一時的な約束は国
の財政状況に左右されやすく，将来にわたって
財源を保障することにはなりません。それなら
国庫から補塡する策も考えられますが，となる
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ルグール教授によれば公共放送改革の課題は，
政治的独立性や財源の問題だけではない。このイン
タビューでルグール教授はフランスのメディアでもあ
まり大きく取り上げられることはないという，公共放
送の番組制作のあり方がもたらす意外な問題点を指
摘した。

と別の問題が出てきます。EU法で禁じられて
いる過剰な「国家援助12）」にあたる可能性が出
てきます。こういったことから，財源について
も将来，大きな不安が残っています。

  公共放送の番組制作と著作権

―公共放送の番組改革については現状をどう

ご覧になっていますか？

ルグール教授：フランスの公共放送は，民間の
制作会社に完全に依存しているという大きな問
題を抱えています。これは非常に重要な，根本
的な問題だと考えています。ドイツやイギリスや
北欧諸国などの公共放送とは違い，フランスの
公共放送は，放送と制作をまったく切り離して
しまっているのです。

フランステレビジョンは，「productions 
lourdes13）」と呼ばれているもの，すなわちドラ
マやドキュメンタリーやアニメなどについては，
制作することができません。したくても禁じら
れています。外部の民間の制作会社に委託しな
ければならないのです。自社制作が禁じられて
いないジャンルの番組，例えばスタジオ制作の
トークショーやバラエティー，クイズなどでも，
フランステレビジョンは，自社制作ではなく民
間の制作会社に委託しています。

これは，いくつかの理由から非常に深刻な問
題だと言えます。まず，このことによって公共放
送が本来の意味での番組戦略を持てず，自分

たちで放送内容を掌握しコントロールすること
ができないでいます。

また，自社制作でないために，放送する番
組の著作権を持っていません。これは公の場で
はまず討論されることのない問題ですが，フラ
ンスの公共放送は単なるテレビ媒体となってし
まっているということなのです。公共放送の電
波に乗る番組が民間で制作され，公共放送側
は著作権を持っていないのです。

資金を出している側なのだから「制作者」の
はずですが，現実には公共放送は番組を民間
に発注し買うのみです。そして番組が放送され
る際，著作権は民間の制作会社側に属してい
ます。

この問題が何故今日深刻であるのか，それ
はデジタル化が進む中でこれが大きな問題とな
るからです。デジタル化が進み放送とニューメ
ディアの融合が進むなかで，伝統的な放送局の
あり方が根本から変わりつつあります。今日の
メディア環境においては，様々な形態のメディ
アで放送できるような番組を持っていることが
重要になります。つまり，従来のテレビチャンネ
ルに加え，キャッチアップテレビや，ADSL放
送，インターネットテレビなどマルチメディアに
おいて，様々な形で番組を利用できるようでな
ければなりません。それには当然ながら，著作
権を保持している必要があります。それなのに
公共放送は今日，番組全体の1割程度しか著
作権を持っていません14）。デジタル化の波はフ
ランスの公共放送を危機に晒しています。

現在の規則を変えて，公共放送を放送局で
あると同時に制作会社か共同制作者であるこ
とにし，著作権を持たせるようにしなければな
りません。これは，非常に重要な根本的な問
題です。制作と放送が分離されている状態で
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は，フランステレビジョンは支配的な立場に立
てず，デジタル革命と呼ばれる時代において，
次第に困難な状況に追い込まれることになるで
しょう。ただし，タスカ政令15）を改正すれば
話は別です。この政令は制作と放送を分離し，
放送局から番組の著作権を剝奪したものと言え
ます。

 フランスの番組制作裏事情

―では，番組制作はどのように行われ，どのよ

うに買い取られているのですか？

ルグール教授：animateur producteur （司会者
兼制作者）と呼ばれる存在があります。現在テ
レビ界に君臨している著名な司会者，例えば，
Michel Drucker，Mireille Dumas といった人
たち 16）は皆，自分の制作会社を持つプロデュー
サーでもあります。トーク番組を含め，自分た
ちの番組を自社制作し，しかも市場とかけ離れ
た値段で売っています。水増し請求されている
という結果が出ています 17）。

一例を挙げれば，こういったタレント制作会
社が年に2 ～ 3回，「Best Of ～」と称して，過
去放送分から面白いシーンを取って再編集した
ハイライト番組を流します。これは単なる再編集
作業であり，当然ながら元手も労力もさほどか

からないはずです。しかし，こうした番組に対し
て，フランステレビジョンは凄い額を支払ってい
ます。60万とか70万ユーロ（7,000 ～ 8,000万円）
といった金額です。これはほんの一例です。

公共放送は，この問題に真剣に取り組む政
治的意欲が欠けているのではないかと危惧し
ています。これらの民間制作会社の力は非常
に強く，公共放送を必要としている彼らは，現
状維持のために強力なロビー活動を展開してい
ます。表向きの理由は，文化・創造の保護で
すが，実際には，自分たちの資金源を守るの
が目的です。しかし，ロビー活動が組織的で
強力なため，政権側はこうした制作会社との争
いを避けたいがために状況を膠着化させてし
まいました。

これらの制作会社は，もちろん商業放送に対
しても番組を制作しているわけですが，商業放
送は株主に対する責任などもあり，価格交渉に
おいて公共放送よりも強く対応します。しかし公
共放送は，公的資金である国民の税金で運用
されているので，特定の株主に利益還元をする
責任を感じません。そのため，どうしても基準
が甘くなり，制作会社側は，より高い価格で番
組を売りつけやすいのです。

―もともとフランステレビジョンの一部だった

民間の制作会社もありますね？

ルグール教授：長年にわたって，フランスの放
送局は，フランス放送協会（ORTF，Office de 
Radiodiffusion et Télévision Française）とい
う単独組織でした。一社独占状態だったわけ
ですから，ORTF がすべての放送コンテンツ
を制作していました。1974年に，当時のジスカー
ルデスタン大統領が放送の民営化に乗り出しま

この問題をフランステレビジョン側ではどうとらえ
ているのか。デジタル戦略推進局長のブルーノ・パ
ティーノ（Bruno Patino）氏は2011年3月8日のイ
ンタビュー取材で次のように語った。「報道番組と
放送権を得たスポーツ番組以外の番組はすべて外
部制作会社によるもので，著作権問題が発生する。
制作会社側にのみ著作権があるという現在の状態
について，制作会社側と交渉し直す必要があるが，
法も絡んで非常に複雑な問題だ。解決するには少な
くとも4 ～ 5年はかかるだろう」。
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した。その第一歩として，ORTF を分割してラ
ジオを分離し，テレビ局を 3 つに分け，同時に
フランス制作社，SFP（Societé Française de 
Production）という番組制作会社も出来まし
た 18）。番組制作については，SFP に発注しな
ければならないということになりました。

しかしほどなくして，映画制作会社の子会社
が，テレビ番組制作に乗り出してきました。こ
ういった会社は当然，ドラマなどの制作ノウ
ハウがあります。そして，これらの民間企業は
SFPに比べて制作コストを非常に低く抑えてい
ました。これもフランス特有の現象なのですが，
民間の映画系制作会社は，映画産業界の不定
期労働者を利用していました。つまり，普段は
少人数で事務所を運営するだけで，作品を制
作するたびにプロジェクトの規模に合わせて人
を集めるという方法をとっていました。こういっ
た季節労働者は，仕事がある時のみ収入を得
て，それ以外は失業手当を受けて暮らすという
仕組みです。

一方，SFPのコストが高いのはORTF時代
以来の常勤の社員を多く抱えていたからです。
それはスタジオ技術者などで，その分，人
件費がかかりました。こういう状況にあって，
SFPは人件費に足を引っ張られて競争に勝ち
残ることができず，結局分割され民営化される
ことになりました。整理解散され，今日では，
完全に民間企業となっています 19）。これらの
民間の制作会社は，主に公共放送局から高額
な番組制作を受注します。それを今度は，プ
ロダクションに安い価格で下請けに出すという
構造です。

―なぜ市場とかけ離れた制作費が映像産業で

は，まかり通っているのですか？

ルグール教授：政府機関や公営企業の会計を
チェックする会計検査院が，2009 年にフランス
テレビジョンについて興味深い調査結果を発表
しています 20）。制作費決定の経緯が不透明で
あることを指摘し，なぜ価格がそれほど高いの
かと問題視しています。そして，制作費決定ま
での過程が書類に残されていないこと，基本
的に制作会社が競争に晒されていないといった
ことが挙げられています。

これもフランス独特のことなのですが，こと
テレビ，映画などの文化産業に関しては，通常
の市場のルールを適用することができないとい
う考え方があります。公正な市場取引を行う義
務が文化産業においては存在しないというので
す。すべての番組はそれぞれ独自の形態を持つ
もので標準化できない，そのような標準化され
ないものに対して競争入札をすることはできな
い，それぞれの制作会社がそれぞれ独自の開
発を行った結果，番組があり，それは，ほかと
は違うその社がつくったプロトタイプ（原型）で
あるからという考え方です。

一方，新たに進出してきた制作会社がすば
らしい番組の案を持って来たとしても，既存の
市場に新たに入り込むのは非常に難しい状況で
す。市場が大手制作会社によっていわばカルテ
ル化されているためです。

会計検査院の報告書によると，フランステレ
ビジョン側は制作会社にプロジェクトごとに発注
し支払うのではなく，年間契約のような形で大
手制作会社に何百万ユーロも支払っています。
例えば，今年はプライムタイムの番組を10本作っ
て欲しいといった形で契約をしています。つまり，

「何を作るのかわからないけれども，プライムタ
イムの特番10本の制作を頼む。それに対してこ
れだけ支払う」と言っているようなものです。
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  デジタル化と公共放送の再定義

―デジタル化，多メディア化が進むなかで，公

共放送の役割は変化しているのでしょうか？

ルグール教授：公共テレビというのは，教育的
で文化の育成に貢献し視聴者の知る権利に応
える，そういった役割を持つ存在だという考
えが当然のこととして受け止められてきました。
しかし，インターネットはこうした公共放送の
使命の範囲の埒外で出現しました。現在問題
なのは，インターネット上の市場競争の枠組み
のなかで，公共放送が公共サービスとしてどこ
まですることが許されるのか，許されないの
か，その境界線をどう定めるべきなのかという
ことです。これに答えるためには根本的な問
題，つまり公共放送の最も重要な使命という

のは一体何なのかという問題に立ち戻る必要
があります。

インターネットでもそのほかのデジタルメディ
アでも，もし公共放送ならではの役割や社会の
ために果たすべき責任が見いだせるのであれ
ば，公共放送負担税や政府補助金などの公的
資金を使ってその活動を支えることには全く何
の問題もないでしょう。公共放送がやってはい
けないことは，公的資金を使ってインターネット
上で事業を展開し民業を圧迫しながら，商業
放送と同じようなサービスを提供することです。
結局公共放送は，公共サービスの論理に沿っ
た形で何をすべきなのかという問題に行き着き
ます。

こうしたことを考えていくためには，「公共」に
関する国の政策そのものをしっかりと定義する
必要があります。テレビに関しては，公共放送
とは何のためにあるのか少しは社会が理解でき
ている状態にあると思います。しかし，今日の
フランスにおいて，例えば公共放送が公的資金
を使って有料あるいは無料のプラットフォームを
インターネット上で開発するということに一体ど
ういう意味があるのか，そういったことに対す
る考察は非常に少ないのが実情です。

―フランステレビジョンは，ニューメディアで事

業を展開するなかで，ウェブサイト上の広告収

入も得ていますね。これは問題になりません

か？

ルグール教授：フランスではこれまでに，TF1
や M6 などの商業放送局は，ネットではなく通
常のテレビ放送において，公共放送による不公
正な競争や民業圧迫などがあるとして批判し，
フランステレビジョンを攻撃してきました。しか

フランステレビジョン

去年8月に就任したフランステレビジョンのフリムラ
ン会長は，デジタル開発を公共放送の戦略の中核に
位置付けている。2011年4月からは，iPadとiPhone
の専用アプリに，サイマル（同時送信）とキャッチアッ
プ（見逃し番組視聴）のどちらも選択できる番組配
信サービスを開始した。また放送とインターネットが
融合したコネクトテレビの欧州スタンダード，HbbTV

（Hybrid Broadcast Broadband TV）に対する配信
サービスも2011年5月に開始した。
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し今のところ，公共放送がニューメディア進出
に力を入れるという方針に対しては，商業放送
側の反発は見られません。そのうち論争が起き
るのかもしれませんが，今のところは問題にさ
れていません。何故なら現実的には，ニューメ
ディアにおけるフランステレビジョンの存在は，
商業放送にとってまだ脅威になるようなものだ
と見なされていないからだと思います。フランス
テレビジョンは，ニューメディアにおけるリーダー
的存在になると宣言はしているものの，今のと
ころ行っているサービスは，そのビジョンに比
べて随分小さいのです。

その理由は，私が先ほど述べたことです。新
サービスを展開するためには，様々な問題があ
るからです。一つには，使いたいコンテンツに
対して著作権を持っていないこと，もう一つは，
提案しているサービスが商業放送と代わり映え
せず，不平等な競争になりかねない内容である
ことです。

  公共放送の将来像

―最後に，公共放送の将来像についてお聞き

したいのですが，お書きになった本は，「公共

放送の終焉に向かって？」というタイトルです

が，本当にそうお考えなのですか？

ルグール教授：「終焉に向かって？」と疑問符付
きでね。これは見落とさないで頂きたい（笑い）。
実のところ，私は，公共放送は終焉に向かって
いるとは信じていません。しかし，その周辺環
境の変化，つまり，チャンネル数の増加，視聴
者層，視聴シェア 21），メディア環境の中での公
共放送の居場所，影響力，そういった問題に
ついては非常に懸念しています。理由は単純で，

商業放送と公共放送のそれぞれの視聴者の構
成を調査してみると，公共放送の視聴者層につ
いては明らかに高齢化が進んでいるからです。

今日フランスで公共放送を見ている人は，大
半が50歳以上で，55～60歳くらいが中心です。
これは，全体的に見て若者層のテレビ離れが進
んでいることを示しています。特に，16～24歳
の若者層はテレビよりもインターネットを好む傾
向にあります。商業放送に比べて公共放送の視
聴者の年齢層が高いということは，より脆弱な
立場にあると言えます。

―次世代の若いテレビ視聴者は，公共放送を

財政的に支え続けると思われますか？

ルグール教授：まず財政面に関しては，これは
法的義務として国民が支払わなければならない
ものです。望むか望まないかに関わらず，国民
は税金として納めなければなりません。しかし，
それはあくまで公共放送が，公共放送ならでは
の商業放送にはできないサービスを提供するこ
とが前提となります。

私が懸念しているのは，放送媒体が多様化
するなかで，従来のテレビの枠組みの中での序
列に基づいた旧態依然とした放送局の論理を
維持することは段々難しくなるだろうということ
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です。視聴者は，チャンネルで善し悪しを判断
したり好みを決めたりするのではなく，番組そ
のもので判断するようになるでしょう。従来のも
のに加え様 な々プラットフォームが出現し，番組
の視聴方法が増えているからです。

こうしたなかで，従来の制度に基づいたチャ
ンネルの論理から離れ，コンテンツや番組を重
視する傾向が強まれば強まるほど，「公共放送
は一体何を提供するのか？」ということが重要
になってきます。チャンネルで定義するのでは
なく番組ごとに，「これは公共放送らしい番組
だ」，「これは違う」といった議論がなされるよ
うになってきます。そうなってくると商業放送で
あっても，「うちでは史実を扱ったドキュメンタ
リーを制作，放送する。これは公共サービスと
判断できるものであり，したがって公的資金を
受け取る資格がある」と主張することが可能に
なります。

そのような論理に移行していくのかどうか。
これは非常に大きな問いかけですが，フランス
政府やフランステレビジョンの幹部は，この問
題について十分に検討していないように見えま
す。フランステレビジョンの労働組合が非常に
不安がっているのは，そうした時代が来るかも
しれないと感じているからだと思います。

現在は，公共放送という「組織」の財源を
国家が公的に支えています。しかし，実際のと
ころ重要なのは，組織そのものではなくそれが
作り出すもの，すなわちコンテンツです。その
コンテンツを活用するためのツールがADSLや
キャッチアップテレビであり，DVDなどの副産
物ですが，著作権を持たないためこれらが使
えないとなると，非常に大きな問題になってき
ます。公共放送は単なる放送媒体として従属的
な存在でいることに甘んじてはならず，自分た

ちのイニシアティブでコンテンツをつくる制作者
で，かつ，その番組の著作権保持者にならな
ければいけないのです。

  終わりに

フランスには「exception culturelle」という
考え方がある。直訳すれば「文化的例外」だ
が，「文化は特別」と訳すと理解しやすい。ド
ゴール大統領時代の1960 年から1969 年にか
けて文化大臣に在任した『王道』『人間の条件』
の作家アンドレ・マルローに端を発する文化戦
略である。「文化は特別」として文化立国をめ
ざし，法制度なども整えてフランスの文化・芸
術創造を国家がオートマティックに支援するシ
ステムである。第2次世界大戦後勢いを増し
たアメリカ文化の流入に危機感を覚え対抗し
たものとも理解できる。その後GATTウルグ
アイラウンドの多角的貿易交渉などを通じて，

「文化産業は例外」というこの考え方は，1980
年代から90 年代にかけてヨーロッパ各国に広
がっていった。

フランスではフランス語，フランス文化擁護
のため映像文化産業において，様々な法制度
が整備されてきた。放送法ではクォータ制が
適用され，映画作品を含む放送番組は，ヨー
ロッパ制作が60％以上で，かつフランスのオリ
ジナル番組が40％以上を占めていなければな
らないと規定されている。またポピュラー音楽
番組では，フランス語表現の作品が少なくとも
40％ 22）に達しなければならないとされている。

フランスの映像文化産業を底辺で支える民
間の独立プロダクションを保護する「タスカ
政令」（注釈15）もこうした文脈の延長線上に
2001年に生まれたわけである。だが，この政
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令によって番組の「外注」がさらに増え，その
結果，著作権も放送局側から離れてプロダク
ション側にあるという事態が生じた。そもそも
自国の文化産業保護のために始めたことが今
日，公共放送がそのコンテンツをより多くの媒
体に流そうとしても著作権問題をすぐにはクリ
アできず，いわばその足かせとなっている状況
を生んだのである。皮肉な巡り合わせともいえ
る実情がルグール教授によって提示されたと言
えよう。日本では，フランスのように3分の2
以上の番組を外注するといった状況ではまだな
いが，多メディアへのコンテンツ展開を視野に
入れるならば，フランスのこれらのできごとを，
もって他山の石とするべきかもしれない。

（にった てつろう）

セルジュ・ルグール教授へのインタビューは 2011 年 3
月 9 日に行われた。

注：
1）Serge Regourd “Vers la fin de la télévision 

publique?”（Les Éditions de l'Attribut）　
septembre 2008

2）詳しくは拙稿「シリーズ 公共放送インタビュー
［第 11 回・フランス］レミー・フリムラン氏（フ
ランステレビジョン会長）に聞く」『放送研究
と調査』2011 年 7 月号

3）保守のポンピドゥー大統領時代の 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。

4）ただし「公共放送インタビュー」でフランステ
レビジョンのフリムラン会長は，「過去に政府，
国家権力の影響を受けたことがないか？」とい
う質問に対して「フランステレビジョンという
組織は，基本的に独立した組織として認識され
ていて，この独立が危うい立場に置かれた例は
過去において思い当たらない」と述べている。

5）例えば公共放送の中長期計画としては，目標手段
契約（COM，contrat d'objectifs et de moyens）
があるが，これは，向こう 3 ～ 5 年間の間に公
共放送としてどのような使命を果たしていくのか
初めから政府と話し合って決め，その財源を政府
が保障するという契約システムである。

6）Conseil supérieur de l'audiovisuel，視聴覚高等
評議会，詳しくは拙稿「シリーズ 国際比較研究：
放送通信分野の独立規制機関　フランス CSA」

『放送研究と調査』2010 年 10 月号参照
7）ただし，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
で大統領指名に対して拒否権を行使できる。

8）フランステレビジョンの最高意思決定機関は経
営委員会で，メンバー 14 人のうち 5 人は政府
代表（所管の文化コミュニケーション大臣を含
む）である。このほかは CSA に指名された有
識者 5 人，国会議員 2 人，フランステレビジョ
ンの職員代表 2 人で，メンバー構成からも政府，
議会の影響力の大きさがうかがわれる。

9）サルコジ大統領は 2008 年の年頭教書で「公共
放送の広告放送を廃止する」と宣言した。本来
は左派の主張であるため驚きをもって迎えられ
た。

10）2009 年の改正放送法で，それまでの「視聴覚
受信料」（redevance audiovisuelle）から改称
されたもので，国の税体系の中に位置づけられ，
税務当局が住民税とともに徴収することになっ
た。

11）2010 年度の受信料（フランスは税）はフラン
スが 121 ユーロなのに対してドイツは 215.8
ユーロ，イギリスは当時のレートで換算して約
170 ユーロ。

12）国家補助（state aid）原則禁止条項，EC 条約
第 87 条第 1 項に，加盟国により特定の企業ま
たは商品の生産に便益を与えることによって，
競争を歪めるものは加盟国間の通商に影響を及
ぼす限り，共同市場と両立しない，とある。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

13）直訳すれば「重い作品・番組」。制作の手間と
コストのかかる大掛かりな番組のこと。
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14）フランステレビジョンに問い合わせたところ，
チャンネルによって多少の違いはあるが，番組
の自社制作は 10％～ 15％で，著作権保有もほ
ぼ同じ比率。

15）2001 年に発令され，当時の文化大臣の名にち
なんで，décret Tasca （タスカ政令）と呼ばれ
る。「制作プロダクションの経済的自立のため，
テレビ局の自社制作は番組制作の 3 分の 1 を越
えてはならず，3 分の 2 以上を外部の独立プロ
ダクションに発注しなければならない」と定め
られている。フランス独自の文化保護政策の一
環　下記サイト参照 http://www.senat.fr/rap/
a07-092-6/a07-092-64.html

16）フランステレビ界の顔とも言うべき存在で，ミ
シェル・ドリュケは France2 のバラエティー
番組「Champs Elysées」（シャンゼリゼ）の司
会者，ミレイユ・デュマは France3 のトーク
ショー「Vie privée,Vie publique」（私的人生，
公的人生）の司会者。

17） 週 刊 誌 ル プ ワ ン の 2009 年 3 月 26 日 号 の
Emmanuel Berretta 記者の署名記事によると，
France2 や France3 の番組を請け負う際，制
作会社側は最大で 70％，平均して 40％のマー
ジン，利ざやを得ているという。

18）詳しくは大谷堅志郎　「ORTF はなぜ解体され
たか～ 74 年放送改革の意味と政治的背景～」
NHK 放送文化研究所年報 24 参照

19）民間の独立プロダクションを支援するタスカ政
令が出された同じ年の 2001 年に SFP 民営化の
プロセスも始まり，翌 2002 年に Euro Média 
Télévision Group への売却が完了した。現在は
Euro Média France という。下記サイト参照
http://www.senat.fr/rap/a07-092-6/a07-092-64.
html

20） 会 計 検 査 院 報 告“France Télévisions et la 
nouvelle Télévision Publique”octobre 2009, 
参 照 サ イ ト：http ://www.ccomptes . f r/
f r /CC/document s/RPT/RPT-France -
televisions.pdf

21）フランスでは地上デジタルチャンネルの増加
をうけて，既存のチャンネルが 5 年連続して
軒並み視聴シェアを減らしている。2010 年
の France2 のシェアは前年比－0.6 ポイントの
16.1％，France3 は－1.1 ポイントの 10.7％。ち

なみにシェアトップは商業放送 TF1 の 24.5％
（対前年比－1.6 ポイント）。

22）公共放送の場合は 50％に達しなければならな
いと，業務運営規則で定められている。


