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を選定した。新チャンネルは2012年12月中旬
に放送開始の予定で，地上デジタルの全国放
送チャンネルは32の多チャンネルによる競争
時代を迎えている。

次々と開局した新規の地デジチャンネルが
視聴シェアを伸ばす一方で，相対的に公共
放送を含む既存のチャンネルの視聴シェアは
2006年以降下がり続けている。総合チャン
ネルFrance2は2006年 の19.2 ％が2011年 に
は14.9%に，地域向け放送を担うFrance3は
14.7%から2011年には9.7%にまでシェアが低下
している2）。France2の視聴者の平均年齢は55
歳で，若者のテレビ離れの傾向は日本と同様で
ある。

一方，放送と通信の融合も進んでいる。フラ
ンスでは2003年末ごろからADSL回線などで
テレビの視聴が可能なIPTV（インターネット方
式テレビ）のサービスが始まった。2011年6月
には，IPTVを利用する世帯は，ブロードバン
ドの契約総数の55.3％にあたる1,150万世帯に

１. はじめに
公共放送フランステレビジョンを
　　　　　　  取り巻くメディア状況

世界を見渡すとほとんどの先進国で，放送が
アナログからデジタルへと切り替わり，完全デ
ジタル時代を迎えている。そうした中で各国の
公共放送はどのようにその使命や役割を現代化
しようとしているのか，本稿はフランスのケース
を論考するものである。

フランスでは2005年3月に地上デジタル放
送が開始され，2011年11月30日に全土で地上
デジタル放送に切り替わった。この時点で，全
国放送は無料が19チャンネル，有料が10チャ
ンネルあり，ローカル放送は45チャンネルで
あった。

放送免許の付与権限を持つ独立規制機関
CSA（視聴覚高等評議会）1）は，新たに地上
デジタルチャンネルの免許公募を行い，2012
年3月，さらに6つの地上デジタルチャンネル
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達し，世界有数の市場に成長している3）。さら
に2009年ごろからは，テレビとインターネット
接続が一体化したコネクテッドテレビ（スマート
テレビ）が普及し始め，2012年3月までに300
万台を超え，今後，急速に広がりそうな気配だ
という4）。完全デジタル時代を迎え放送と通信
の融合が進んで，視聴覚コンテンツを視聴する
方法の選択肢が飛躍的に増えているのである。

こうしたメディア状況の中で，公共放送フ
ランステレビジョンはどこに向かおうとしてい
るのか，それを探るため，中長期の事業計画
にあたる「 目標手 段契 約」（COM，Contrat 
d'objectifs et de moyens）の内容を検証してみ
たい。が，その前に，この契約システムについ
て説明しておきたい。

２. COM「目標手段契約」とは

目標手段契約は，公共放送会社 5）がその中
長期の目標を政府と協議して決め，その手段，
すなわち財源を国家が保障するという国家と公
共放送会社との間で交わされる契約システムで
ある。この中長期計画の原案はもちろん公共放
送側が作成するが，その内容についての協議
の場には，最初から所管の経済・財政省や文
化 ・コミュニケーション省などの担当者が加わっ
て意見を表明する。文化・コミュニケーション
省のメディア振興局のホームページ 6）では，こ
の契約の目的を以下のように定義している。

・公共放送会社と国家との関係，特に予算にお
ける関係を活性化し現代化する

・明確な指標で目標を示し，複数年を視野に入
れながら会社の戦略的な方針を定めるその
量的及び質的指標は，公共放送会社が公的

資金を適正に使ったかどうかについて，政府
や議会による追跡評価を容易にする

この定義からも公共放送の目標の設定と予
算の作成に国家が強く関与していることが分
かる。このCOM，すなわち目標手段契約のシ
ステムは2000 年の改正放送法で導入された。
フランステレビジョンにとって今回が国家と交
わす4度目の契約である。では，まず今回の
COMの成立の経緯を見てみよう。

３. 「フランステレビジョン COM 2011～ 2015
7）

」

3.1　成立の経緯

今回の目標手段契約の原案はフランステレビ
ジョンと政府側との話し合いの結果，2011年
7月に両者が合意に達し，議会と独立規制機
関CSAに提出された。上下両院の文化委員会
での審議の結果，ギリシャ危機に端を発した
深刻な金融不安に対する緊縮策の一環として，
2012年度の予算については減額するようにとい
う条件付きで議会が承認した。一方，地上デ
ジタル全チャンネルのHD（高画質）化をめざし
ているCSAからは，公共放送が率先してHD
化の時期を示すよう注文がつけられ，CSAもこ

フランステレビジョン
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うした条件付きで承認した。
こうして議会とCSAの承認を得た目標手段契

約は，2011年11月22日，フランステレビジョン
のフリムラン社長と，当時のミッテラン文化・コ
ミュニケーション相との間で調印された。期間
は，2010年8月に当時のサルコジ大統領の指名
によって就任したフリムラン社長の任期（5年間）
に合わせる形で2011年～ 2015年とされた。フ
リムラン社長は今回の契約で掲げた目標を，そ
の任期中に達成するよう努めなければならない
のだが，その目標達成のための手段＝財源の確
保についてはフランステレビジョン側に最終的な
責任はない。公共放送会社の財源に責任を持っ
て，それを保障するのは，株主である国家で
あり，COMとはそのようなシステムなのである。
では，今回策定されたCOMの中身，何が公共
放送の使命とされているのかをまず見てみよう。

3.2　公共放送の使命と価値の再定義

今回のCOMは冒頭のイントロダクションで，
まずフランステレビジョンの果たすべき使命を
明確に定義している。「フランステレビジョンの
使命は，視聴者全体を連合（fédérer）させ，
フランス人の間に社会的な絆を形成させる必要
不可欠な要素となることである」というものだ。

「連合させ」という言葉は過去のCOMなどであ

まり見られなかった言葉である。fédérerという
言葉だが，英語の「federate」と同じ意味合い
で，易しい言葉で言えば「つなげる，結びつけ
る」と訳せよう。細分化，階層化した視聴者を
その多様性を残したまま結びつけるというので
ある。これに続く「社会的絆」（lien social）の
形成という用語も含めて解釈すると，人種，階
層，世代，宗教，文化，趣味嗜好などによっ
て細分化されたフランス人を結びつけることに
よって同国民としての絆を形成することに，フ
ランステレビジョンは貢献すべきだというのであ
る。フランス社会は，大勢の移民をアフリカや
中東から受け入れてエスニックコミュニティーが
生まれ，貧富の差も拡大して格差社会となって
いるが，そうした人種，宗教，文化などの違い
をそのまま受け入れつつ，人々がつながり，共
有することができるような公共空間を提供すべ
きだという意味でもあろう。

新しく定義しなおされたこの使命は以下の4
つの基礎的な価値に基づくとしている。

①独立性，多元性，多様性
②すべての公衆に向き合う普遍性　
③技術刷新と現代化
④提供する情報の信頼性
　
これらの価値は公共放送の価値を語る際，

しばしば出てくる概念であるが，改めて公共メ
ディアサービスの不変の価値として再確認して
いると言えるだろう。そして「これらの価値をで
きるだけ多くの公衆に届けるため，フランステレ
ビジョンは，ニュース，文化，知識，娯楽，そ
してスポーツの分野で様々な番組を提供するこ
とを，拠って立つ所とする」と公共放送としての
存在理由を明記している。

レミー・フリムラン社長
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理念としての公共放送の使命と価値はこのよ
うに提示された。では，どのようにしてこれらを
具体化しようとしているのか，以下に見てみる。

3.3　「COM」主な目標

今回の「目標手段契約」書は全体で60ペー
ジ，COMとしてはかつてない分厚さで，合わ
せて14の目標が掲げられている。主な柱として
以下の目標が挙げられる。

① 5 つあるチャンネルのアイデンティティを
より強化する 8）（フランステレビジョンは，
France2 はニュースと娯楽の総合編成チャ
ンネル，France3 は地域向け放送を担う，
France4 は 若 者 向け 挑 戦のチャンネル，
France5 は教育・教養，FranceÔ は海外県・
海外領土の放送と位置づけている）

②本土の地域向け放送を増強する 9）

③デジタル分野への全面展開を図る 10）

④視聴覚作品及び映画の制作に貢献する 11）

⑤文化・教育番組を充実，刷新する 12）

⑥効率的な組織改革を進める 13）

このうち①④⑤⑥は2009年の公共放送改
革 14）以来の継続事項である。今回のCOMに
示された目標で注目されるのは②と③であろう。

②についてはFrance3の地域向け放送を
20％増やすとし，地域向け放送の時間量につ
いて年度別の段階的な増加目標を設定してい
る。完全デジタル時代におけるフランステレビ
ジョンの地域放送戦略については，今後の課
題としていずれ別稿で論考してみたい。

今回詳しく論じたいのは③のデジタル全面展
開である。今回のCOMはこれまでになく極め
て詳細で具体的な目標を掲げている。

まず契約書原文の目標1.3.15）において，「フラ
ンステレビジョンはデジタル展開において野心
的でなければならない」としたうえで，「番組を
インターネット（ニュース，スポーツ，VODのプ
ラットフォーム）上に展開し，ソーシャルネット
ワークも活用し，スマートフォンやタブレット向
けのアプリを開発し，コネクテッドテレビの普
及にも備えなければならない」と具体的に明記
し，デジタル・プラットフォームへの全面展開を
宣言している。契約調印後の記者会見でフリム
ラン社長は「デジタル分野で最も競争力のある
メディアグループの1つとなることを目指したい」
と決意を語っている。

４. 公共放送デジタル全面展開の根拠

では，公共放送が伝統的な放送業務からこ
のようにデジタル多メディアに全面展開していく
根拠は法的にはどこにあるのだろうか。結論か
ら言えば，フランスでは2007年ころから，その
ための法制度が着 と々整備されてきたのである。

インターネットによるオンラインサービス展開
の法的根拠としては，放送法の条文がまずあ
る。2007年3月に改正された放送法の第2条で，

「テレビサービスとは，すべての公衆が同時に
受信でき，その主たる番組が映像と音声で構
成された電気通信による公共コミュニケーショ
ンのすべてを言う」と規定され，通信による番
組配信もテレビサービスとすることが法的にも
明確に定義された。

さらに現行の2009年改正放送法第43条に
は，「フランステレビジョンは，公共サービスの
使命に応じて，ビデオオンデマンドなどを含む
視聴覚コミュニケーションの様々なサービスを
編集し放送する」「デジタルテクノロジーの発展

DECEMBER 2012
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を考慮し，その番組に全ての公衆がアクセス
できるよう努める」とあって，デジタルテクノロ
ジーへの取り組みも公共放送の本来的な使命
の1つであると規定された。

このように法的な整備が進む一方で，2007
年～ 2010年の目標手段契約では，「視聴覚分
野のニューテクノロジーの発展に積極的にかか
わるという政策の枠組みにおいて，フランステ
レビジョンは以下のことについて牽引車としての
役割を果たさなければならない」とし，それら
は，「2011年11月のアナログ放送停止と地上デ
ジタルの普及，HDTV放送の導入，携帯テレ
ビとVODの発展，無断コピーとの戦いである」
としている。

こうした一連の流れを受けて，今回のCOM，
目標手段契約によって，フランステレビジョンの
デジタル分野への全面展開のベクトルがより明
確になるのである。

デジタル全面展開については，「COM2011
～ 2015」の13ページから21ページの9ページに
わたって詳述されている。そのスローガンとして
掲げられているのが「フランステレビジョンを『テ
レビ受像機』以外で発展させる」（Développer 
France Télévisions 『hors la boîte』16））という
スローガンだ。英語で言えば「Develop France 
Televisions out of the box」となる。ここでは

「boîte」=「box」＝「箱」はテレビ受像機の意
味である。フランステレビジョンは今やテレビと
いう箱から飛び出して発展していくというので
ある。そして「公共放送テレビジョンは，視聴
者各自が視聴したり再視聴したりできるように，
そのコンテンツを至る所に提供しなければなら
ない」とユニバーサルサービスを行うことが義
務であると規定している。

法的根拠の整備はこのように着 と々進められ

てきた。では次に，フランステレビジョンが具
体的にどのような経緯でユニバーサルサービス
を発展させてきたのか見てみよう。

５. フランステレビジョンの
　　　　　　　  ユニバーサルサービス

5.1 「COM2011 ～ 2015」以前のサービス

フランステレビジョンは，ヨーロッパでも最も
早く2005年11月にビデオオンデマンドサービ
ス「France tvod」を開始した。最長で3年前ま
での番組を視聴できるが，有料だったためか，
10か月後のユーザー登録は2万5,000人で10万
番組のストリーミングあるいはダウンロードにと
どまった。このため2008年に，一部の番組を
除いてほとんどの番組を放送後7日間は無料で
キャッチアップできるようにした。この変更に
よって，ユーザー登録はただちに150万人を超
えた。

2011年9月には，ニュースに特化した24時
間サービスとして，グループ各チャンネルのすべ
てのニュース番組を文字情報とビデオで，チェッ
クできるポータル サイト「francetélévisions 
info」が開設され，1か月間におよそ180万件の

francetélévisions info
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アクセスがあった。
フランステレビジョンはこのほか，プラット

フォーム別のアプリを開発し，サービスを展開
している。2011年4月からは，iPhoneとiPad
の専用アプリに，ニュースやスポーツのライブ受
信と番組のキャッチアップのどちらでも選択でき
る配信サービスを開始した。フランステレビジョ
ンの全5チャンネルの放送後5日以内の番組
が視聴できる。2011年末の契約件数は124万
5,000件だった。

5.2 COM 契約後の新サービス

デジタル多メディア展開を謳った今回の目標
手段契約の締結後，フランステレビジョンのオ
ンラインサービスは一気に拡大している。

2012年5月からは，放送後7日以内の番組の
リプレーと，ニュースやスポーツ中継放送のライ
ブ受信がともに可能な「Pluzz.fr」という無料の
サービスがFrance tvodから独立して開設され
た。Pluzz.frはフランステレビジョンの基本サー
ビスとしてその後iPhoneやiPadなどの端末や，
コネクテッドテレビでも利用できるようになって
いる。

同じく2012年5月，France tvodが 発展的

に解消し作られたVODサイトである「Pluzz 
VAD17）」のサービスもスタートした。放送後8日
以降の番組の多くを，映画，フィクション，イ
ベント，ドキュメンタリーなどとジャンル分けし
約3,000の番組を有料で提供している。提供期
間は番組の著作権の状況により異なるが，放
送後1年から3年である。その後の権利は制
作 者 に 戻 るか，INA（Institute National de 
l'Audiovisuel，国立視聴覚研究所）に移る18）。

さらに2012年7月からは，インターネットに
も接続されたコネクテッドテレビで，ヨーロッパ
の標準規格に採用されているHbbTV（Hybrid 
broadcast broadband TV）向けのアプリによ
るサービスも始まった。「Salto」と名付けられた
このサービスでは，リモコンの特定のボタンを
押すと，放送中の番組を冒頭から視聴すること
ができる。フランステレビジョンの5つのチャン
ネルの午後8時から深夜零時までの番組が対
象となっていて，例えば，番組の途中に帰宅し
ても夜のメインニュースである午後8時からの
ニュースをすぐに冒頭から見ることができるとい
うわけである。

年内には，番組冒頭に限らず任意の時点か
ら見直すことができるようになるという。

Pluzz.fr Salto
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また，分野別の配信サービスもスタートして
いる。2008年ごろから文化番組に特化したサイ
ト「Culture Box」のサービスが始まっているが，
このほかにも，2012年の年内にはスポーツやド
キュメンタリーの専門サイトもそれぞれオープン
する計画だと言う。これらフランステレビジョン
のすべてのサイトに対するアクセス数は，2012
年5月の1か月間に886万件だった。これはフラ
ンスの放送事業者としては，商業放送最大手
のTF1の1,060万件につぐものだった。

これらのサービスの充実によって，既述の「フ
ランステレビジョンをテレビという箱から飛び出
して発展」させ，「そのコンテンツを至る所に提
供しなければならない」というユニバーサルアク
セスの義務は達成されつつあるようだ。

デジタル全面展開について今回のCOMは，
「デジタルの新しい世界で，フランステレビジョ
ンが主役を務めることで，公共サービスの使命
を十全に果たすことが可能となる19）」と結論付
けている。国の後押しを受けて，フランステレ
ビジョンはユニバーサルサービス展開の牽引車
になるというのだ。キャッチアップサービスなど
の充実ぶりで，フランステレビジョンはようやく
BBCを“キャッチアップ”できる位置についたと
言えるかもしれない。

5.3 デジタル全面展開の社会的背景

今回のCOM，目標手段契約には過去の
COMにはなかったタイトルが表紙に掲げられ
ている。「CRÉER POUR PARTAGER」， 英
語で言えば「Create for sharing」となるだろう
か，「分かち合うため創造する」というタイトル
だ。これはどういう意味が込められているのだ
ろうか？

フランス政府の公式ガイドブックによれば，

「フランス本国にはおよそ500万人の移民が暮
らしている。これは人口の8％にあたる。フラ
ンスは歴史的に移民を受け入れてきたが，現在
は壁に直面している。原因は雇用危機と移民
人口の特定地域への集中だ。2005年秋に郊
外の貧困地区で暴動が起きてからは，『社会的
結びつきの危機』『国民団結の危機』は非常に
デリケートな問題となっており，現在も激しい
議論の的だ」20）という。

こうした社会状況のなかで，人種や主義主
張の違いはあっても，同じ時代に同じ国土で
暮らす同国民として，公共放送の提供する情
報や娯楽をあらゆる世代や階層で共有してもら
いたい，その方法としてあらゆる媒体によって
分かち合ってもらいたいという二重の願いが，
この「分かち合うため創造する」というタイトル
に込められているのではないだろうか。その
二重の願いがかなうことによってこそ，今回の
COMで明記されたフランステレビジョンの公
共放送として再定義された使命，「視聴者全体
を結びつけ，フランス人の間に社会的な絆を
形成させる」ことが達成されるということであ
ろう。

ただ社会的絆の形成のために，公共放送が，
主役であり，牽引車であらねばならないのか
どうかについては議論の余地がある。メディア
の経済学の研究者の中には，公共放送が多メ
ディア時代においてもリーダー的な役割を果た
すべきかどうかについて懐疑的な見方もある。
パリ第2大学フランス情報通信研究所のソナッ
ク所長は，筆者の質問に対して次のように答え
ている21）。「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



67

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」と述べて，
公共放送が新たな挑戦においてもリーダー的
役割を果たす事に懐疑的であった。

６. 新サービスへの民間の反応

フランステレビジョンのデジタルオンライン分
野への積極的な進出に関して，民間のメディア
業界はどのように受けとめているのだろうか？ 
不満の声はあがっていないのだろうか？ これま
でのところはそれ程でもないようである。2011
年3月8日，フランステレビジョンのデジタル展
開担当局長のブルーノ・パティーノ22）氏は，民
間から民業圧迫だなどといった批判が出ていな
いかと筆者がインタビューで質問した際，次の
ように話している。

「ヨーロッパにおいては，公共放送のデジタ
ル展開，特にインターネットでのサービス内容
は非常に注目され，不当競争となっていない
か活字メディアや商業放送側から監視されて
いる国もあるが，フランスにおいてはそのよう

な状況になっていない。その理由は，私見で
あるが，フランステレビジョンがこの分野にお
いて競争力を持っていなかったためだと思う。
誰も我々のサービスを気にかけてこなかった。
ニュースやスポーツの分野において，テレビで
は非常に強い力を持っているにもかかわらず，
フランステレビジョンは，ことデジタルメディア
の中においてはなぜか全く存在感がなかった」

「ただこれからは違う。デジタルの世界でも収
益をあげる23）ようになると，商業放送側が不
平等競争だと訴えてくるだろう，ドイツやイギリ
スのように 24）。私からは社長にこのことを伝え
てはいるが，対外的には我々は今のところ沈
黙を守っている」

このインタビューから1年半あまり，フラン
ステレビジョンの新サービスの展開に対して
はその後，批判の声が出始めている。それも
商業放送界からではなく，まず出版業界から
だった。フィガロやルモンドなどの日刊紙は，
ニュース，情報の電子版に生き残りをかけてい
る。経済新聞「レゼコー」電子版（LesEchos.
fr）は2012年1月5日，日刊紙の代表がフラ
ンステレビジョンのフリムラン社長に面会し，
既述のフランステレビジョンのニュースサイト

「francetélévisions info」の財源や今後の広告
市場での収益の見通しなどについて問いただ
すと伝えている。ルモンド紙のドレフュス社長
は「我々がニュース電子版への移行に生き残り
を賭けている時に，公共サービスが我々を危
機に陥らせるとは不条理なことだ」と抗議して
いる。記事の中では，ルモンド紙の電子部門
からパティーノ氏をはじめ30人ほどがフランス
テレビジョンのデジタル展開部門に引き抜かれ
たと伝えられており，その怒りも積み重なって
いるのかもしれない。

ブルーノ・パティーノ　デジタル戦略局長

DECEMBER 2012
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おわりに　最近の動向

COM，目標手段契約の締結から1年がたち，
契約どおりに目標を達成できるのだろうかとい
う状況が生じている。社会党のオランド新政
権は9月28日，2013年度の予算案を発表した
が，長引くヨーロッパの信用不安と景気低迷を
受けて，戦後最大規模とも言われる緊縮型予
算となった。財政難から，公共放送機関に対
しても合理化と経費削減などによる予算削減を
求めている。特にフランステレビジョンに対す
る圧力は強い。

9月12日，フランステレビジョンは，2015年
までにFrance2とFrance3の編集部門の統合
などによって500人分のポストを削減するとい
う合理化案を労働組合側に提案した。これに
よって2億ユーロ（約200 億円）の経費節減を
見込んでいるという。これに対して労働組合
側は反発を強め，10月2日には大規模なスト
ライキが行われ，France3の昼と夜のローカル
ニュースが放送されなかった。今のところ，合
理化の矛先は，1万500人の全職員の半数近く
を占めるF3の組織に向いているのである。

これに対してフリムラン社長は，政府がそれ
ほど予算削減をしたいというのなら，2013 年か
ら2015年までの残りの期間のCOM，目標手
段契約について見直しをするため政府側と交渉
したいとしている25）。

こうした一連の動きの中でこれまでのところ，
オンラインサービス部門については，削減案な
どは出ていない。しかし，いずれにせよヨーロッ
パを覆う景気低迷と政府の財政難が続く限り，
フランステレビジョンのユニバーサルサービスの
全面展開にも，財源面での影響がじわじわと出
てくるかもしれない。　        （にった てつろう）
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