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コネクテッドテレビは，放送と通信の融合時
代の象徴的存在ととらえることができる。従来
型のテレビ放送を含むリニアサービス6）に対し
て，通信によるノンリニアサービスでの時差視
聴（ビデオオンデマンド〈VOD〉など）という形
態が若い世代に急速に広がっている。

そうしたメディア界の大きな変化を受けて，
フランスの放送・通信分野を担当する文化・コ
ミュニケーション大臣と産業・エネルギー・デ
ジタル経済担当大臣が「コネクテッドテレビと
いうチャレンジの場に関する協議，分析，提言
のミッションを開始するように求めた 7）」のであ
る。

ミッションを託されたのは以下の5人。

・タキ・カンディリ（Takis Candilis ）
大 手 制 作 プ ロダクション，Lagardère 
Entertainment 社長

・フィリップ・ルブリエ（Philippe Levrier）
独立規制機関 CSA（視聴覚高等評議会）元
評議委員

・ジェレミー・マニーニュ（Jérémie Manigne）

はじめに
フランスにおける放送・通信の融合状況と
報告書作成の背景

最近，テレビとインターネット接続とが一体
化した「コネクテッドテレビ 2）」が急速に普及
し始めている。ヨーロッパでは，ドイツ，フ
ランスの公共放送や大手商業放送，それに
Panasonic， Samsung，LGなど のメーカ ー
が 共同開 発したHbbTV（Hybrid broadcast 
broadband TV）がその多くを占めていて，こ
の技術はヨーロッパ標準規格となった。普及は
2009年ごろ， ドイツ，フランスから始まり，そ
の後スペイン，オランダと広がり，最近は東欧
のポーランドやチェコの公共放送が HbbTV規
格向けのサービスを開始すると発表している 3）。
フランスでは，2012年3月までに300万世帯に
コネクテッドテレビが普及し，この2 ～ 3年の
間に急速に広がりそうな気配だと言う4）。市場
調査によれば，2015年には世界で5 億台に達
するという予測もある 5）。

「コネクテッドテレビ」が変える仏メディア界
～ネット界の巨人にどう立ち向かうのか～

“La télévision connectée 1）”を読み解く
（フランス政府文書，2011 年 11 月）
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大手通信事業会社，Innovation, Services et 
Contenus 専務取締役

・マルタン・ロガール（Martin Rogard）
大 手 動 画 サイト，contenus France de 
DailyMotion フランス法人社長

・マルク・テシエ（Marc Tessier）
公共放送フランステレビジョン元社長

（報告書掲載順）

当時は保守のサルコジ政権下で，コネクテッ
ドテレビの市場の動向に直接利害の関わる会
社経営者が3人選ばれている。メディア業界の
経営層の意向が報告書に色濃く反映されそうだ
と予想できる顔ぶれである。

報告書によれば，放送と通信に関わるフラ
ンス国内のこれら第一線の当事者たちは，コ
ネクテッドテレビに関わるあらゆるジャンルの
プレーヤー 8），すなわち制作者，編集者，放
送事業者，送信者，メーカー，規制機関，消
費者代表など60を超える団体や個人にヒアリ
ングを行ったという。その結果を受けてメン
バーが協議しまとめた報告書“La télévision 
connectée”は2011年11月に前出2人の大臣
に提出され，翌12月にはネット上に公開され
た。その中から主な論点と提言を以下に紹介
するものである。

報告書はまず「はじめに」として，「この報告
書はインターネットに接続したテレビ受像機だ
けでなく，広義のコネクテッドテレビを取り上げ
る」と断っている9）。なぜなら「広義の」という
のはIPTV（Internet Protocol TV，インター
ネット方式テレビ）なども含むからだ。IPTVは
インターネットのためのADSLあるいは光ファイ
バー回線を通じてテレビ放送を見ることができ

るうえ，同じ回線でVODも楽しむことができる
サービスである。フランスではコネクテッドテレ
ビに先駆けて2003年末ころから，このIPTV
が普及し，2011年6月には保有世帯が1,150万
に達している。つまり放送と通信の融合は先行
して進んでおり，コネクテッドテレビの登場を
きっかけとして融合の状況と進化をあらためて
検証しようというのである。

報告書は第1部「現状と課題」と第2部「提
言」からなる。

あらかじめ概略を紹介しておくと，第1部で
はまず，期待と不安の双方の意味合いを込めて

「コネクテッドテレビの発展はメディア界の風景
を予測不能な方法で変えうる10）」と認識してい
る。そしてコネクテッドテレビの普及を大きなビ
ジネスチャンスととらえる一方，その市場をアメ
リカの巨大なプレーヤーたち（Google，Apple，
Microsoft，Amazonなどを想定している）に
席巻されかねない現状であると懸念を表明して
いる。

そのうえで，第2部の「提言」では，フランス
のプレーヤーたちがこうした海外のネットの巨
人たちと競争するうえで，コンテンツに対する
規制や，テレビ番組や映画の制作におけるプロ
ダクションへの経済的支援の義務などについて
規制緩和するよう，政府や公的規制機関に対し
て13の提言を行っている。では，報告書の内
容に入っていく。

1．現状と課題

1.1　コネクテッドテレビの定義
報告書ではコネクテッドテレビについてまず

次のように定義している。それは，EUが言う
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ところのリニアサービスであるリアルタイム視聴
と，ノンリニアサービスである時差視聴の双方
を同じ画面上で楽しむことができるものである。
さらにユーザー発の動画共有サイトへの映像の
視聴や投稿，ツイッターなどのソーシャルネット
ワークともつながることができるなど，双方向
のサービスも享受できると定義されている11）。

1.2　コネクテッドテレビの可能性
では，コネクテッドテレビは，メディア界に

どのような新たな可能性をもたらすのだろうか。
ヒアリングによって確認されたなかでは，以下
のような事項があげられた 12）。
① 新たなコンテンツサービスの可能性，すなわ

ちメディアの垣根を越えた新たなオリジナル
コンテンツやマルチスクリーンを，国内外に
おいてより多くの公衆に提供できる。

② メタデータや双方向サービスによって，放送
されるコンテンツの理解が深まる。

③ 公衆への理解をより深め，消費者をよりター
ゲット化する可能性，すなわち消費者の利
益にかなった広告メッセージを提供する可
能性が増す。

この報告書では「バリューチェーン」（価値の
連鎖）13）というビジネス用語がキーワードの一

つとして頻繁に出てくる。コネクテッドテレビを
舞台とする価値の連鎖において，コンテンツ制
作者，権利者，オンラインサービス事業者，電
気通信事業者，アプリケーション提供者など
がプレーヤーとなっていて，先述の①～③のよ
うな新たな付加価値を次々に作り出していくと
いうのである。ネット空間につながり，多様な
デバイスと連携して新たなサービスを生み出す
ことが予測されるコネクテッドテレビの普及は，
視聴覚サービス分野の価値の連鎖を大きく変え
うると認識されているのである。

1.3　コネクテッドテレビに対する懸念
一方報告書では，コネクテッドテレビが発展

しても，国内のプレーヤーにとっては，健全な
かたちでバリューチェーンが活性化しないので
はないかという強い懸念も表明された。
① 創作者及び既存の放送局の収入が浸食され

るおそれがある。それは一方において，サー
ビスと視聴の細分化，海賊版の横行，そし
てテレビ離れの進行による。他方においては，
外国から参入する競争者が，フランス国内に
おける創作支援に参加しなくてもよい環境 14）

にあって，創作のための財源が弱体化する
可能性がある。

② 互換性のない技術特性を持ったプラット
フォームが発展することによる細分化のおそ
れがある。

③ フランス及び欧州の規則と義務が適用され
ない国際的なプレーヤーとの競争のおそれ
がある。

ここで 言う国 際 的 なプ レ ー ヤーとは，
Google，  Appleなどネット界のアメリカの巨人
たちのことである。フランスの税制，国内プロ

コネクテッドテレビ
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ダクションの制作財源への支援，コンテンツや
広告に対する規制の枠組みに入っていない国外
のプレーヤーと，フランス国内のプレーヤーと
が，コネクテッドテレビという同じ土俵で競争す
ることを不平等ととらえ，懸念を表明している
のである。

例えば，税に関して筆者が調べてみると
Google， Microsoft， Facebookは，法人税率
の低いアイルランドにヨーロッパにおける商業活
動の本部を置いていて，フランス国内の商業活
動についてはわずかな税しか支払っていない。
ルクセンブルクに本部を置くAppleも同様であ
る15）。

これに対してサルコジ前大統領は，2012年
3月12日の日刊紙ルモンドのインタビューに対
して「番組制作支援とネット回線のブロードバ
ンド整備への投資に加わってもらうため」，国
外のウェブの巨人たちにも「フランス国内の商
業活動に対して課税する」と表明している。フ
ランスではこの問題は象徴的に「taxe Google」

（グーグル税）として新聞の見出しなどでしばし
ば使われる。サルコジ前大統領は，2011年の
夏にも同じ「グーグル税」を表明したが未だ実
現していない。その理由について報告書原文
の9ページ脚注15に以下のように示唆されてい
る。「フランス市場においてアクセス可能で商
業化されているからといって，外国で作られた
多くのサービスに特別の規則を課すことができ
ない。それには，国際的影響力のある条文（著
作権，EUのクォータ規制，EU指令の定める
映像制作支援義務，児童の保護など）を遵守
していないと証明しないかぎりは，差別的な取
扱いを適用することもできない」からである。

この結果，「市場においてきわめて大きな地
位を占め，また技術的にも市場に適合している

国際的なウェブプレーヤーは，インターネット
の世界における独自の機能と規則に基づいて
フランス市場に侵入している。インターネットで
配信されるコンテンツは，全体的にはデジタル
周波数で放送されるコンテンツほど規制されて
いない16）」状況にあると報告書は指摘する。

第1章の「現状と課題」で明らかになったの
は，コネクテッドテレビの普及・発展を前にして，
フランス国内のプレーヤーが外国，主にアメリ
カのプレーヤーとの間で，不利とも言える条件
下で国内での競争に直面していると受けとめて
いる事実である。

2. 提言

こうした現状を踏まえて報告書は第2章で，
政府や規制機関に対する13の提言を行ってい
る。「フランスの各プレーヤーは，国内におい
て課される多くの制約を受け，外国のプレー
ヤーとの競争において，特に技術的にまた財政
的にしだいに不利となっている。こうしたこと
から我々は，ますますオープンとなる視聴覚市
場において，可能な限りベストの条件の中にフ
ランスのプレーヤーを位置づけることを目標とし
て，いくつかの提言を行う17）」と提言の理由を
述べている。このうち主なものを以下に示す。

2.1
技術と利用方法と視聴覚市場の発展に合わせて，

コンテンツに関する規制を緩和する（提言 1）18）

報告書はまずデジタル時代におけるメディア
への規制が現在のままでいいのか考え直す必
要があるとしている。なぜなら，周波数による
放送サービスには規制の枠組みがあり，「（そ
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の枠組みで）定められているいくつかの義務
が，インターネットのオンラインサービスに対し
ては適用されていない。我々は（こうした義務
の設定は）この大変化の時にあって大部分の
正当性を失っていると考える19）」からである。

そのうえで報告書は，テレビにおける映画
及び視聴覚作品の編成に関する規制の見直し
を求めている。その一つは自国文化擁護政策
に基づく規制である。

フランスでは，映像産業を支える国内の独
立プロダクションを支援するために放送界には
クォータ制が導入され，編成上ヨーロッパで制
作された映画，視聴覚作品が60％以上，フラ
ンスオリジナルが40％以上を占めていなければ
ならないと放送法で規定されている。

また報告書によれば，「劇場用映画作品をテ
レビ向けに放送する場合の競争圧力を考慮し
て，1986年の放送法では，テレビチャンネル
で週のうちの幾日かの夕方における映画の放
送を禁止し，年間に放送できる作品数を制限
してきた。（専門チャンネルである）『映画チャ
ンネル』を除いて，土曜終日，日曜20時半前，
水曜と金曜の夜は，映画放送が禁止された時
間帯となっている（22時30 分以降に編成され
る芸術映画と実験映画を除く）。また，同一
チャンネルにおいて年間192本以上の長編映画
の放送は禁止され，20時半から22時半の時
間帯にさしかかって放送される映画の数は144
本を超えることができないとしてきた 20）」。

これらについて報告書は，「編成に関するこ
れらの規則は，視聴者がノンリニアによる視聴
覚メディアサービス（例えば VOD）の一覧の中
から好きな番組を選択できる世界ではもはや正
当性を持たないのである21）」と見直しを迫って
いる。視聴者側の選択の自由が優先される世

界では，各局が作る番組編成表は意味を持た
なくなるというのである。

同じことがテレビ広告の規制についても言え
る。フランスでは広告放送の時間量は，公共
放送の場合1時間に8分以内，商業放送は12
分以内で，ニュース番組の場合は商業放送で
あっても広告による中断はできないとされてい
る。しかし報告書によれば「周波数によるテレ
ビが視聴覚コミュニケーションを独占していた
世界では，事業者による広告の乱用をさせない
ようにし，消費者を保護するために規制は正当
化されていた。しかし，周波数を用いた視聴覚
プレーヤー（テレビ）と同じ義務を課されないオ
ンライン視聴覚プレーヤー（例えばネット動画配
信プレーヤー）による競争への参加は，こうし
た規制の根拠の再検討を迫っている22）」のであ
る。

報告書は国内のテレビ事業者が外国の動画
配信のプロバイダーに対して，より競争力を持
つよう番組編成と広告の両面において規制緩和
を行うよう政府に求めているのである。

2.2
視聴覚分野と電気通信分野の重なる所での

ARCEPとCSA の権限を明確にする（提言 3）23）

　
フ ラ ン ス で は，ARCEP （L'autorité de 

régulation des communications électroniques 
et des postes，電気通信郵便規制機関）と
CSA（Conseil supérieur de l'audiovisuel，視
聴覚高等評議会）がそれぞれ，電気通信分
野と視聴覚分野の規制を別々に担ってきた。
ア メ リ カ のFCC（Federal Communication 
Commission，連邦通信委員会）のように，
両方の権限を持つ機関に統合すべきだという
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声もある。CSAのボワイヨン会長は最近，「規
制のありようがあまりにも複雑化しており，
CSAとARCEPは早期に統合されるべきだ」
と発言した 24）が，政府レベルでは未だその
方向性は，示されていない。こうした状況の
なかで報告書は2つの機関が併存することを
前提に，権限をより明確にするよう提言して
いる。
「我々は，コネクテッドテレビの登場によっ

て，さまざまなコミュニケーション分野を規制
する組織（CSAとARCEPなど）の全体的な
見直し，そして短期的には規制機関の権限の
明確化が必要であると確信した 25）」としたうえ
で，特に後者については，「ARCEPに与えら
れた係争取扱い権限がサービスの編集者，ネッ
ト事業者あるいはネット利用者間の係争を，と
りわけネットの中立性（neutralité du net）26）の
観点から仲裁できることを明確化する必要が
あると考えた」のである。

報告書によれば，オンラインネットワークの
規制のうち経済に関わる権限に関しては，そ
のすべてをARCEPに任せることによって「規
制機関の権限を制度的により明確化できるし，
視聴覚分野と電気通信分野で増加するプレー
ヤー（通信事業者，サービスの編集者あるい
は利用者）間の経済関係の枠組み作りを可能
にする。特にネットワークアクセス，そのアク
セスへの料金設定，あるいはネットワークの利
用可能性に関する係争を解決できるようにする
だろう27）」というのである。

一方，CSAの果たすべき使命については，
「CSAは視聴覚コンテンツへのアクセスを提供
するネットワーク全体において，公衆の保護，
特に青少年の保護，また消費者の保護を保障
する措置について，分析し勧告する使命をもつ

べきである28）」としている。「ネットワーク全体」
つまりインターネットのオープンな世界において
も，放送の世界で行われている青少年保護規
制（過度の性・暴力表現などから守る）などが
必要だと主張しているのである。

2.3
ネット上のプレーヤーの総売上高または収入を

フランスに帰属させる（提言 13）29）

この文書におけるもう一つのキーワードがこ
こに登場する「territoire」（領土） からの造語
の「territorialiser」（領土化する）である。文
脈から「（ネット上の巨人たちを）フランス国内
の法制度に帰属させること，政府の権限が及
ぶものとすること」といった意味合いで使われ
ていると判断される。

この言葉が頻繁に登場するのは，第1章で
も言及したいわゆる「グーグル税」の問題にお
いてである。報告書によれば「税制の最適化
メカニズムとEU加盟国間の税制のコントロー
ルの不可能さのために，大手グループへの課
税はほとんどゼロである。2008年，e-Bay30）

の 法 人 税 は33ユーロであり，Amazonは0
ユーロだった 31）」。こうしたことから報告書では

「我々は，フランス国内の消費者が購入した，
オンラインの文化的サービスがもたらすインター
ネットプレーヤーの総売上高または収入を，
territorialiserする（フランスの法制度に帰属さ
せる）努力を歓迎する 32）」としている。

そのためには，「国際的なプレーヤーの活動
を把握し，フランスにおける活動から得る収
入を確認し，それらの会社に対する課税の基
盤作りに役立たせる」ことが必要である。しか
し「これらの提言は，まだ大きな議論になっ
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ていない 33）」と現状を認識している。
サルコジ前大統領が実施しようとした「グー

グル税」が未だに実現していない現状をみる
と，税制などの法制度の問題を解決するには
多くのハードルがあるようだ。この報告書では
それらをクリアするための道筋までは示されて
いない。報告書の概要は以上である。

おわりに　最近の動向と若干の考察

この報告書の公表から半年後の2012年5月
15日，社会党のオランド氏が共和国大統領に
就任し，17年ぶりに右派から左派へ政権が交
代した。政権が交代しても通信と放送の融合に
加速がついている状況に変わりはない。

EUの行政執行機関である欧州委員会は，フ
ランス政府と同じように，コネクテッドテレビの
関係者に対する公開聴聞をこれから行い，2012
年末までに政策報告書をまとめると2012年5月
7日のプレスリリースで発表した。放送と通信の
融合時代の新たなサービスの発展を阻害しない
かたちで，EUの視聴覚メディア指令の枠組み
をインターネットの世界にまで広げて調整する必
要があるかどうか判断したいという34）。

一方，インターネットのオープンな世界でも
コンテンツ規制が必要であると報告書の中で
その役割の拡張を期待されたフランスの独立
規制機関CSAは，2012 年2月，コネクテッ
ドテレビの「追跡調査委員会」を発足させた。
委員会には5つの検討部会が設置され，「未
成年・個人データ保護」「経済と競争」「視聴
覚産業財源支援」「広告の新しいフォーマット」

「技術的課題」について追跡調査を行い，年
内にそれぞれのテーマについて見解を示した
いという35）。

この報告書の作成にあたっては，60を超え
る業界関係者などにヒアリングしたというが，
その際の国内メディア関係者の声を強く反映し
てか，結果として，ネット界のアメリカの巨大
なプレーヤーたちの脅威が相当強調されている
という印象を持つ。一方で，一般のユーザー
にとって，コネクテッドテレビの登場は，メディ
アの公共圏においてどのような意味を持つのか
といった問題意識はほとんど反映されなかっ
たようだ。

歴史的に手厚い文化保護政策をとり続けて
きたフランスは，WTOなどでの交渉でも，視
聴覚文化サービスの自由化を急激に推し進め
ないよう訴え続けてきた。自国文化に誇りを持
つ一方で，グローバル化という名のアメリカナ
イズに与野党を問わず拒否反応があるからで
ある。今回のコネクテッドテレビ，つまり放送
と通信の融合時代の新しい文化・エンターテイ
ンメントビジネスの場においても，結局は「ア
メリカの侵略から自国文化を守らなければなら
ない」という同じ構図になっていることに気付
かされる。

アメリカの巨大なプレーヤーたちにコネク
テッドテレビを占領され，自国文化を破壊され
ないためには，自国のプレーヤーにより競争力
をつけさせなければならないと報告書は言う。
ところが，そのためにはフランスの放送事業者
に課されているフランス文化擁護のための量的
規制などを国は緩和すべきだと報告書は提言
している。自国文化擁護のために，自国文化
擁護策を緩和するという矛盾に陥っているの
である。事態はそこまで切羽詰まったものなの
か，そこまでは，この報告書を読む限りでは
わからない。

いずれにしても報告書の冒頭で「メディア界
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の風景を予測不能な方法で変えうる」と認識
されたコネクテッドテレビの普及と発展をどう
受け入れ，自国の文化と視聴覚産業を守りつ
つ，放送と通信の融合をどう深化させていく
のか，それらが挑戦的な課題であることは間
違いない。

（にった てつろう）
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