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  1. はじめに

歴史的に首都パリを中心とする中央集権の
政治体制をとってきたフランスでは，第2次世
界大戦後も長い間，国営放送，そして公共放
送による放送の独占が続いた。公共放送テレ
ビがわずかな時間の地域向け放送を開始した
のは1970年代に入ってからのことだった。ロー
カルテレビ放送についても公共放送による独占
体制が長く続き，商業放送との二元体制と言え
る状況になったのはようやく2000年代に入っ
てからのことである。

フランスのローカルテレビ放送を支える制度
の特徴として2つのことがある。

1つめは，公共放送フランステレビジョンの
チャンネルの1つFrance3が，地域向け放送を

担う「地域密着型チャンネル」としてそのアイデ
ンティティーをチャンネルまるごと定義づけら
れ，パリの本部と地方局との間でネットワーク
を構築していることである。一方で，商業放送
にはこのような全国ネットワークは存在しない。

もう1つは，放送局と行政側が交わす「目標
手段契約」（COM，Contrat d'objectifs et de 
moyens）の存在である。これは放送局の中長
期の目標設定に政府が関与する一方で，その
手段，すなわち財源を国家が保障するという
契約システムで，国レベルでは2000年に公共
放送機関に導入された。地方においては，そ
の4年後にこの契約システムが導入されること
になったが，その契約はローカル公共放送では
なく，ローカル商業放送局と地方自治体との間
で結ばれるものとなった。商業放送局は地方
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できるのか，困難な課題に直面する事態となっている。
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自治体の補助金を受けることができるようにな
り，経営財源の経済モデルが安定した。この
ことがローカル商業放送の増加に拍車をかけ
る要因の1つとなったのである。

ローカル放送局が実際にどのように運営さ
れ，どのような番組を放送しているのかについ
ては，フランスの西北端にあるブルターニュ地
方を訪れ調査した。ヨーロッパの基層をなすケ
ルト系の文化，言語が残る特色ある地域の1
つだからだ。そこで，公共放送，商業放送の
双方を比較調査することで，ローカル放送のア
イデンティティーや直面する経営課題などにつ
いて考察したい。

1．はじめに

2．ローカル公共放送の歴史

3．ローカル商業放送の歴史

4．ブルターニュ地方に見るローカル放送

5．自治体への財源依存と編集権

6．地域での公共放送と商業放送との関係

7．公共放送 France3 の課題

8．おわりに

  2. ローカル公共放送の歴史
 
フランスのローカル テレビ 放 送 の歴 史

は 1972 年 12 月31日，ORTF（Off ice de 
Radiodiffusion-Télévision Française， 公 共
放送フランス放送協会）の3 番目のチャンネル
として誕生したLa 3e chaîne couleur（カラー
第3チャンネル）の放送によって始まった。地
域のニュースを伝えることが主な役割だった。
しかし開始当時は，パリ，リール，ナンシー，
そしてストラスブールの4 都市圏での放送に限

られ，人口の26％をカバーするに留まった。こ
の第3チャンネルの放送は，夜のプライムタイ
ム3時間だけだった。公共放送がテレビ放送
を独占し，公共放送のチャンネルしかない時
代だった。

当初は地方制作の番組はなく，パリで制作
した番組を地方向けに放送するという形だっ
た。地方で制作した番組を地方から発信する
ということは当初はできなかった。フランスが，
今よりさらに中央集権的だった当時，ローカル
放送は，首都パリから発信される全国放送の
うちの，一部地方向け番組の放送と位置づけ
られていたのである。

1974年には，ORTFの7分割 1）に伴って，こ
の第3チャンネルは独立したチャンネルとして
France Régions 3（フランス地域3）となり地域
放送を担うチャンネルイメージをより鮮明にした。

1970 年代，80 年代を通じて全国の主要都
市にFrance Régions 3の地域局が次 と々設置
され，パリの本部と結ばれてネットワークが構
築されていった。これに伴い，地元での番組
制作と地元からの電波発信が可能な機能が各
地域局に整備されていった。リヨン，マルセイ
ユなどの大都市ではFrance Régions 3のロー
カル番組を請け負って制作する独立プロダク
ションも誕生し増えていった。

1992 年，France Régions 3はFrance3と
改称した。France3は90 年代半ばごろには全
国の24の「antenne」（アンテナ），すなわち地
域局から1日1時間余りの地域向け番組を発
信する体制が整い，現在に至っている。この
ほか全国にニュースの取材支局が111ある。

2009年には当時のサルコジ大統領のイニ
シアチブによる公共放送テレビの再統合で
France3は，ほかの4つのテレビチャンネル 2）と
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ともに国が唯一の株主である国有会社フランス
テレビジョンのもとに統合された。これらの変
遷があったものの，France3は，地域のニュー
ス，文化を伝えるチャンネルという役割に変
化はなかった。総合編成のFrance2には全国
ニュース枠しかなく，ローカルニュース枠がある
のはFrance3だけである。

France3の全国の地域局の地上デジタル化
は2010 年から2011年にかけて概ね北から南
へ向けて順調に行われ，2011年11月末にアナ
ログ放送を終了し，完全デジタルに移行した。
放送は地上デジタルのほか衛星やADSLでも
流されている。

France3の職員は合わせて約5,000人。この
うち500人はパリの本部に在籍している。フラ
ンステレビジョンは5つのチャンネルで合わせて

約1万500人の職員がおり，France3
はその48％を占めるグループ内最大
組織である。

  3. ローカル商業放送の歴史

3.1  停滞するローカル商業放送
次にローカル商業放送の歴史を見て

みよう。フランスでは1980年代後半
になってようやくローカル商業放送が
誕生する。きっかけの1つは82年か
ら83年にかけて可決成立した地方分
権法である。道路，教育，スポーツ，
文化などの分野で権限が中央から地
方に移譲されていった。その分権化
の流れのなかで，地方のアイデンティ
ティー保持のためにもと，全国各地で
ローカル商業放送設立への気運が高
まっていった。

こうした情勢を受けて当時のミッテラン大統
領は「Plan câble」（プランカーブル，ケーブル
テレビ網建設計画）を82年に打ち出し，100
を超えるケーブル商業放送局が誕生した。今
あるローカル商業放送局の多くが，この計画に
沿って設立されたケーブルテレビ局を起源とし
ている。

だが，ローカルのケーブルテレビ網は市町
村のコミュニティーレベルに留まり，フランスで
は大きく発展することはなかった。その理由と
しては，競合関係にある衛星やADSLの事業
も行っている親会社がケーブル事業から撤退
するケースが多く，また地上デジタルが急速に
普及したことが挙げられる。

それでも，公共放送のローカル放送開始に
遅れること15 年，地上波のローカル商業放

図 1　France3 全国地域局図
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送チャンネルが1987年に南部の大都市トゥー
ルーズにようやく誕生した。「Télé Toulouse」
である。続いて88 年にリヨンに「Télé Lyon 
Métropole」，89 年にはサヴォワに「8 Mont-
Blanc」が誕生した。しかしこのあとは，地上
デジタルの登場までローカル商業放送局が一
気に増えることはなかった。

このようにローカル商業放送がすぐには軌道
に乗らなかったことについて，メディアを管轄
する文化省メディア振興局の担当者アントワー
ヌ・ガンヌ氏 3）は，「フランス革命以来の共和
国精神，つまり何事も全国均一になることを好
む傾向が理由として挙げられる。何百年も続く
この考え方や政策が，地方の多様性を薄めて
しまった歴史がある」ことに加えて，「大規模な
公共放送のチャンネルであるFrance3の力の
強さが，商業放送のローカル進出を困難にして
きた」と2つの理由を挙げた。

一方，地方におけるメディアの状況をローカ
ル商業放送停滞の理由として挙げるのは，独
立規制機関CSA（視聴覚高等評議会）のロー
カル放送担当部長のクリスティーヌ・ロードラン
氏 4）である。

ロードラン氏は「地元の地方新聞の強い圧力

と妨害が要因の1つで，報道や広告市場にお
いて競争相手が増えてしまうと自分たちが困る
というのがその理由だった。初期の商業ローカ
ル局の多くは，地方紙が株主となったが，彼ら
は，テレビ局よりも新聞に優先的に広告を回し
た」と説明する。

フランスでは地方においては地元紙が全国
紙より大きな影響力を持っている。発行部数が
全国で第1位の新聞は，ブルターニュ地方の地
方紙「Ouest France」（西フランス新聞）の75
万7,000部 5）である。全国紙で名の通ったフィ
ガロ紙が33万4,000部，ルモンド紙は29万
1,000部 6）にすぎないのである。

3.2  地上デジタル時代の到来
このように全体的には停滞気味だったローカ

ル商業放送は，図2のように2000年代に入っ
て急に増え始める。2003年に10局だったのが，
2005年には16，2006年には22，2008年には
33，2010年には45局に増えている。

2000年代半ばからの増加が著しいことから，
地上デジタル時代の到来が追い風となったのは
明らかだと言えよう。

フランスでは2005年に公共放送や商業放送

ロードラン CSA ローカル担当部長

37

文化省メディア振興局ガンヌ担当部長

MAY 2013



のCanal+が地上デジタル放送を開始した。独
立規制機関CSAは地デジの発展に伴って全国
放送だけでなく，ローカル放送においても多
チャンネル化の方針を打ち出し，2007年から
2008年にかけて合わせて5回の地上デジタル
のローカル商業放送の免許公募を行った。　

ローカル商業放送は，公共放送 France3の
地域局と足並みをそろえてデジタル化が進めら
れていったが，その際に懸案だった電波帯域
の問題の解決が図られた。CSAはマルチプレッ
クス（多重周波数帯）のR1を，ローカル商業
放送用に割り当てることにした。R1は主に公
共放送用の周波数帯域で，フランステレビジョ
ンの各チャンネルに優先的に割り当てられてい
るが，その一部をローカル商業放送に割り当て
たのである。ローカル商業放送にとっては，安
定した帯域が確保され，かつ放送エリアが広
がることとなった。

3.3  官民混合の財源モデル
もう1つの大きな要因としては，官民混合の

財源モデルが地方でも可能となったことが挙げ
られる。2004年の放送法改正 7）で地方レベル
でも目標手段契約のシステムが導入されること

になったからである。
目標手段契約は，公共放送会社がその中

長期（3 ～ 5年）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。2000年にフランステレビジョン
などの公共放送機関に導入された制度だが，4
年遅れで，地方レベルにおいても適用されるこ
とになった。

ただ，地方においてこの目標手段契約を締
結するのは，公共放送ではなく，地元の商業
放送ローカルテレビ局と，市や県などの地方自
治体である。契約によって地方自治体は，公
共サービスとして，地域社会に向けてニュー
ス，文化，スポーツ，経済などの情報を提供
するという使命をローカル商業放送局に担わせ
る。その代わりに，地方自治体はその公的資
金をローカル商業放送局に注入する。これに
よって，ローカル商業放送の経営者にとっては
予算が確保され，中長期的な見通しも立てや
すくなり，安定的な経営が可能となったのであ
る。予算のうち公的資金が占める割合は全国
平均で33 %だという8）。

全国レベルでは，公共放送が，国によって
財源を保障されている9）のと同じように，ローカ
ルにおいては商業放送が，地方自治体によって
財源を保障される図式となっている。

このような経緯で，地上デジタル化が完了し
た2012年末時点で合わせて43の商業放送ロー
カルチャンネルが地上デジタル放送を行ってい
る。とはいえ，2010年に45あったうちの2つの
チャンネルは，CSAから放送免許を没収されて
いる10）。持続性のある財源モデルを構築して地
デジチャンネルに移行することができず，期日
どおりに放送を開始することができなかったた

図 2　ローカル商業放送局数
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めである。
ローカル商業放送局は2012年8月時点で全

国に図3のように展開している。
フランス本土の地方自治の行政区分は，3万

6,778のcommune（コミューン，日本の市町村
にあたる）と96のdépartement（県），さらに
いくつかの県からなる22のrégion（地域圏）で
構成されている11）。

France3で，地域放送を発信している地域
局は24あるので，公共放送France3の場合，
ほぼ1地域圏に1地域局ということになる。こ
れに対してローカル商業放送局は43局あるの
で，地域の人口によってばらつきがあるが，1
地域圏に平均で2局ある勘定となる。

  4. ブルターニュ地方に見るローカル放送

4.1  ブルターニュ地方と首府レンヌ
では，フランスの地方において，公共放送

と商業放送は，それぞれどう運営され，どの
ような役割を果たしているのだろうか。北西部
のブルターニュ地方を訪れて調査した。

ブルターニュは，大西洋に突き出た半島で，
フランスでも地方色の強い地域の1つである。

紀元前，今のフランスにあたる地域の大部
分にはケルト系の言葉を話すガリア（フランス
語ではゴール）人が住んでいた。しかし「ガリ
ア戦記」にあるように，シーザー率いるローマ
軍に敗れて征服されるとラテン語化が進んだ。

〔　〕内の年数は地上デジタル開始年
CSA 提供（2012 年 8 月）

図 3　地上デジタルローカル商業放送局
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ブルターニュ地方も例外ではなかったが，その
後5世紀ころブルターニュでは再びケルト系の
言葉ブルトン語が話されるようになる。ゲルマ
ン系のアングロ・サクソン族が，グレートブリテ
ン島に大量に侵入してきたため，それに押され
てケルト系の住民が海を越えてブルターニュ半
島に移住してきたからである。ブルターニュ地
方西部では19世紀まで，ブルトン語が話され
ていたが，19世紀末に学校で話すことが禁じ
られ，次第に衰退していったという。

ブルターニュ地方の人口は319万9,000人，
その中心都市が半島の付け根に位置するレン
ヌである。人口は21万人。レンヌ市は，イル・

エ・ヴィレーヌ県の県庁所在地であり，4つの
県で構成されるブルターニュ地域圏の首府でも
ある。市，県，地域圏のそれぞれの議会もレ
ンヌにある。

レンヌの主な産業は自動車（プジョー・シト
ロエンの工場）と電気通信（トムソン）。パリか
らはフランス新幹線TGVで2時間余り，世界
遺産モンサンミシェル観光の起点となる町とし
て日本からの観光客も多い。

4.2  公共放送 France3 北西の歴史
ヴィレーヌ川の流域に開けた街レンヌの中

心部の一角，国立ブルターニュ劇場の隣にあ
る6階建ての建物が「France3 Nord Ouest」
France3北西である。

この地域局の前身は1964年当時の国営放
送RTFのブルターニュ地域における取材拠点，

「Télé-Bretagne」としてスタートした。当初は
自局からニュースを発信する機能がなく，パリ
に映像を送りパリから放送していた。毎日午後
7時10分から20分間，地域ニュースを自局か
ら放送するようになったのは設立から20年後
の1984年のことだった。そのころは「France3 
Bretagne」と呼ばれていた。

France3 北西
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公共放送テレビジョンの再統合を主な柱と
する2009年改正放送法でFrance3 Bretagne
は，「France3 Nord Ouest」（France3 北西）
となった。本土にあるFrance3の24の地域局
のうち，北西地域にある6つの地域局の管理
部門を統括する「pole」（拠点局）と位置づけら
れたのである。北西地域にはブルターニュをは
じめ，オート・ノルマンディー，バス・ノルマン
ディー，サントル，ペイ・ド・ラ・ロワール，そ
れにイル・ド・フランス（首都パリ市と周辺の7
県）の合わせて6つの地域圏が含まれる。

France3北西は拠点局として，会計や広告，
共同プロジェクトの実施，機材の共有，労使交
渉などについて地域局を支援し管理する役割を
持つ。France3の組織の合理化の一環として，
このように地方における管理部門の集約が行
われた。レンヌ以外は，北東がストラスブール，
南東がマルセイユ，南西がボルドーにある地域
局が拠点局となっている。

管理部門はこのようにできるだけ拠点局に集
約するというプロセスにあるが，番組の放送に
関しては，基本的に各地域圏の24の地域局か
らそれぞれの地域圏内向けに行われている。

4.3  France3 北西の要員体制と予算
France3北西が管轄する6つの地域局の全

体の概要をまず見てみよう。6局の職員は合わ
せて860人，このうちジャーナリスト（記者，カ
メラマンなどが該当する）が380人である。年
間の予算は6局合わせて1億200万ユーロ（122
億円）である。

次にFrance3北西局のあるブルターニュ地域
圏内に限った場合の要員や予算を見てみよう。
レンヌの本局の要員は合わせて150人，内訳は
表1のとおりである。

表 1　France3 北西レンヌ本局要員

図 4　ブルターニュ地域圏の France3 支局所在地

ジャーナ
リスト

ニュース
編集

番組制作
関連 経営 総務・

経理

64 24 42 8 12

レンヌにあるFrance3北西本局のほか，ブ
ルターニュ地域圏にはFrance3北西の4つの
支局がある。ブレスト支局に20人，サン・ブ
リュー支局に4人，ロリアン支局に3人，カン
ペール支局に2人の職員がそれぞれ配置されて
いる。支局の主な業務はニュース取材である。

France3のレンヌ本局とこれらの支局を含め
た年間の予算は3,250万ユーロ（39億円）で，
番組の制作・購入の経費は，1,750万ユーロ（21
億円），このうち300万ユーロは地域言語ブルト
ン語の番組の制作経費である。

4.4  France3 北西の番組編成
番組編成の土台となる公共放送 France3全

体の使命と役割については，放送法やcahier 
des charges（業務運営規則 12））などで定めら
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れている。放送法の改正に合わせて2009年に
政令で出された業務運営規則では，France3
の「キャラクターとアイデンティティー」につい
て，「地域貢献を使命とする全国放送チャンネ
ル，社会的絆と市民的議論についての地域密
着チャンネル」と定義されている。地域密着
チャンネルは「chaîne de proximité」の訳で，
直訳すれば「近くのチャンネル」である。この
言葉はFrance3を指す場合よく使われる。

公共放送 France3北西の，再放送を除く新
規の地域放送は年間合計で550時間。1日平
均1時間半の新規の地域向け放送を送出して
いることになる。

新規放送の基本はニュースである。France3
北西から放送する地域向けニュースは1日3回，
合わせて51分である。

昼のニュース（12：00 ～ 12：20）
夜のニュース（19：00 ～ 19：26）
最終ニュース（22：50 ～ 22：55）

放送エリアはブルターニュ地域圏全域で，
ジャン・ミシェル・ル・グエンヌ編集局長によれ
ば19時のニュースの視聴シェアは20％で，約
30万人が視聴しているという。

　

このほかのローカル番組は，以下のとおり。

・26 分のテーマ別情報番組が週 2 本
・「Littoral」（沿岸地帯）

毎週土曜日 16：15 ～ 16：41
20 年続く大西洋岸紀行番組

・「Enquêtes de Régions」（地域調査）
毎月の最終金曜日 23：00 ～ 24：00 放送
の地域情報番組

・週 1 本 52 分のドキュメンタリー番組
・1 年に合わせて 15 時間程の地域の文化・

スポーツ特番

2012年9月の番組編成改編時に，ローカル
サービスをさらに充実させるためとして，2つの
新番組が編成された。

・ 「GASTRONOMADE」（美食紀行）
毎週土曜日 13：00 ～ 13：15
ブルターニュ地方のシェフ探訪

・ 「La voix est libre」（声は自由である）
毎週土曜日 11：30 ～ 12：00　討論番組

さらに公共放送の使命として，地方の多様な
文化の保存に貢献するためとして地域言語ブル
トン語の番組も放送している。

・昼のニュースのうち 5 分間はフランス語字
幕付きのブルトン語放送（年間 220 日）

・水曜日 26 分の児童向け番組（年間 38 週）
・日曜日 55 分の一般向け番組（年間 38 週）
　
ブルトン語は20世紀初頭まではブルター

ニュ全域で日常的に話されていた。現在，初
等教育での学習者は1万5,000人で，レンヌ大
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学には唯一のブルトン語科がある。ブルトン語
番組の視聴者は5,000人から1万5,000人であ
る。

ブルトン語放送について，France3 北西の
ル・グエンヌ編集局長 13）は，「番組の意義は，
メディアにおけるブルトン語の存続である。若
い世代にブルトン語を継承してもらい，将来に
向けて保存していくこと，これはブルトン語の
教員を派遣する教育省も賛同した自発的な取り
組みだ。ブルターニュの人口の8％がブルトン
語を話すと言われているが，その人たちからの
反響も大きい。

こうした方言の継承は公共放送の使命である
と思う」と番組の意義について語った。

4.5  商業放送 TVR レンヌの歴史
続いてブルターニュの商業放送がどうなっ

ているのか見てみよう。ブルターニュ地域圏
で地上デジタル放送を行っている商業放送は
3局ある。レンヌ市にある「TVR Rennes 3514）

Bretagne」（以下TVRレンヌとする）とブレス
ト市にあるTébéo，それにロリアン市にある
TY-Téléである。今回取材したのはこのうちの
TVRレンヌである。

TVRレンヌの建物は，レンヌ市の中心部か

ら離れた閑静な住宅街の一角にある。ここに
放送局があるとは外側からは気づきにくいくら
いである。

TVRレンヌの前身は1987年，当時のミッテ
ラン大統領の「プランカーブル」一環として誕
生した，レンヌ市内のみをエリアとするケーブ
ルテレビサービスだった。2006年には放送エ
リアをイル・エ・ヴィレーヌ県全体に拡大して
地上アナログ放送を開始し，2007年には地上
デジタルの放送免許を取得した。そして2009
年にはブルターニュ地域圏のほかの商業放送
2局との共同制作や番組交換などの協力体制
を整え，地上デジタルのマルチプレックスR1
の確保によって，ブルターニュ地域圏全域に向
けての放送も可能になった。放送はケーブル，
ADSLでも行っている。

　 
4.6　TVR レンヌの要員体制と予算

職員は社長を含めわずか26人で，公共放送
France3北西の6分の1程度である。

ル・グエンヌ France3 北西編集局長 TVR レンヌ

社長 ジャーナリスト 技術者 総務・経理

1 15 5 5

表 2　TVR レンヌ要員
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TVRレンヌは地方自治体の株主が過半数を
占める第3セクターの混合財源会社である。

これは既述のように，地方レベルでも目標手
段契約のシステムが導入されたことによるもの
だ。地方自治体の株主としては，レンヌ市が
26%，レンヌ都市圏共同体が20％，イル・エ・
ヴィレーヌ県議会が5％を保持している。地方
自治体が合わせて51％の株を持つ最大の株主
である。このほかにレンヌ商工会議所，地元の
日刊紙なども株主になっている。

年間の予算は310万ユーロ（3億7,200万円），
公共放送 France3北西のおよそ10 分の1であ
る。内訳はレンヌ市からの補助金が85万ユー
ロ（1億円），レンヌ都市圏共同体が45万ユーロ

（5,400万円），県議会が20万ユーロ（2,400万
円），ブルターニュ地域圏が50万ユーロ（6,000
万円）である。

これらの補助金を合わせると200万ユーロ（2
億4,000万円）となり，予算の65％を占めてい
る。残る110万ユーロは広告収入などである。
予算においてもTVRレンヌは地方自治体に大
きく頼っているのである。

このようにローカル商業放送局が地元の自
治体に大きく依存することになったのは，広告
市場が厳しい状況にあるからだ。フランスの
経済がそもそも不況であるのに，広告市場の
ライバルは増えている。無料の地上デジタル
全国放送チャンネルは，2013 年2月時点で24
チャンネルあり，広告市場で激しい競争を繰り
広げている。

一方でローカル放送は，カバーエリアの人口
が数十万人から2 ～ 300万人と少ないため，費
用対効果の面から広告主を惹きつけるのが困
難である。そのうえテレビ広告は新聞やラジオ
より制作費がかかるので，広告主は手を出し
にくい。さらにフランスは伝統的に地方新聞
が強いということもあり，地域の消費者をター
ゲットにした広告の多くが新聞に流れていく。

このような事情から，ローカル商業放送局の
安定した経営のため，目標手段契約のシステ
ムが地方レベルでも導入され，その結果，地
方自治体に財源面で大きく依存することになっ
たのである。

4.7  TVR レンヌの番組編成
TVRレンヌは総合編成のローカル商業放送

局で，編集方針としてニュース，スポーツ，文
化・若者（ローカルイベント），経済を番組編成
の4つの柱としている。France3はブルターニュ
地域圏全体を放送エリアとしているが，TVRレ
ンヌはそのうちイル・エ・ヴィレーヌ県内向けが
基本的な放送エリアである。

1日に平均して1時間50 分の新規のローカル
放送を行っている。公共放送 France3 北西よ
り20 分ほど量では上回っている。

放送の柱は以下の2つの番組だ。

図 5　TVR レンヌへの各自治体補助金の割合
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・夕方のローカルニュース番組「TVR Soir」
（TVR ソワール）
月曜～金曜 18：00 ～ 18：26

・30 分のテーマ別情報番組
（ブルターニュ紀行，ビジネス，音楽など）
月曜～金曜 21：00 ～ 21：30

地元の企業との共同制作番組もある。
・「La minute de ma boite」（私のテレビの

時間）
水曜日除くウィークデイの 18：35 ～ 18：37
の 2 分間

このミニ番組は，地元企業が自社の成長戦
略やイノベーションを紹介するもので，広告規
制の枠外と認識され，広告としてはカウントさ
れていない。テレビ放送後は自社サイトの動画
用に買い取ってもらうようになっており，60 社と
契約し年間12万ユーロ（1,440万円）の収入が
ある。

週末には以下のような番組がある。
・「7 a Bretagne」（7 デイズ　ブルターニュ）
土曜日18：30 ～19：00の週末ニュースハイラ

イト番組。ブルターニュ地域圏のほかの2つの
商業放送局TébéoとTY-Téléとの間で映像を交

換しブルターニュ全域のニュースを伝えている。
このほか週末などには，フランスサッカー1

部リーグに所属する地元ブルターニュの「レン
ヌ」「ロリアン」「ブレスト」の3チームの試合な
ど，スポーツの生中継や政治討論番組，それ
にショッピング情報番組などが特別編成で放
送されている。

ブルトン語番組は，週3本の放送である。
・5 ～ 8 歳向けの番組
・France3 北西と共同制作の 8 ～ 12 歳向け

番組
・アイルランドから購入した青少年向けドラマ

今後はブルトン語とフランス語の混じった大
人向けの情報バラエティー番組をFrance3 北
西と共同制作する予定だという。

TVRレンヌは，地方自治体や地元経済界の
出資を受けながら，ブルトン語番組などを公
共サービスとして放送しているのである。

France3 北西とTVRレンヌの双方の番組編
成を見る限り，公共放送と商業放送を比較す
ると次のことが言えるだろう。

・地域ニュースは 1 日 1 回しかない商業放送

5 ～ 8 歳向けブルトン語番組
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拠出というのが，きっちりと明文化されるから
だ。そもそもローカルサービスというものを考
えると，テレビであれ新聞であれ，自治体か
らの影響は受けるものだ。どのような時代で
あれ，その地域の政治，政策を報道するにあ
たっては，当局側と信頼関係を築く必要があ
る。地方ではそれがさらに強くなり，そういう
意味では圧力を受けるとも言えるかもしれな
い。ただ，その圧力は編集権を脅かすような
ものではなく，放送局はより一層，地方政治
に対してメディアとしての監視の目を強めなけ
ればならないという視聴者側からの催促の圧
力だ。視聴者は，ある政党だけにローカルテ
レビが肩入れするようなことは許さない。公共
サービスというのは，広く有益でなければなら
ず，我々もその使命を果たすよう努力している」

一方，文化省メディア振興局のガンヌ担当部
長は「あからさまな政治的介入がないかどうか
について我々も監視している。ただ，自治体か
らの要望というのが，地元観光産業の推進や
地域についてのドキュメンタリーをもっと放送す
るようにといった程度に留まっている限りは許
容範囲だと考えている。地域色の強いドキュメ
ンタリーというのは，例えば，ボルドーのロー

に比べ，公共放送が充実している
・双方とも地域のアイデンティティーとしてブ

ルトン語放送を重視している
・地域と生活に密着したきめの細かい情報

番組は商業放送の方が充実している

  5. 自治体への財源依存と編集権

TVRレンヌはFrance3北西に比べ，地元企
業との共同制作番組やショッピング情報番組な
ど，より狭いエリアでの地域密着志向と，地元
の経済振興へのより強い協力姿勢が窺えること
がわかった。だがこれはその反面，地域密着
のあまりに地元政界，経済界のPRの手段に堕
してしまうおそれがないだろうか。そして地元自
治体への財源依存が，メディアの本来の役割で
ある権力や政治腐敗の監視，そして編集権の
独立に影響を及ぼすことはないのだろうか。

ローカル商業放送局間の協調と発展のため，
TLSP（Union des Télévisions Locales du 
Service Public，公共サービスローカルテレビ
連盟）が1986年に結成された。現在加盟局は
56，このうち地上デジタル放送局が13局で残
りはケーブル放送局である。加盟局はみな地方
自治体の支援を受けながら，公共サービスを地
域へ届けることを使命としている。そのドミニク・
ルノー会長 15）にこの問題についてパリにある事
務局で聞いた。フランス北東部ヴォージュ県に
ある商業放送「ヴォージュテレビジョン」の局長
でもあるルノー氏は以下のように語った。
「編集権の独立性への懸念は常に念頭に置

かれてきた。我 と々しては，だからこそ目標手
段契約の締結に力を注いできたのだ。目標手
段契約によって，一方で局側が果たすべき公
的使命，他方でそれを支える自治体側の資金
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カルテレビはワイン産業やぶどう畑についての
番組をたくさん取材し放送する。そういったこ
とだ。地元自治体からの資金援助を受け，地
元産業支援の番組を放送するという今日のロー
カルテレビの経済モデルは，私から見ればうま
くいっている形だと言える」と語り，ローカル放
送が地元振興の役割を担うことを肯定してい
る。

両者とも自治体からの支援を受けていても
ローカルテレビの編集権の独立は保たれてお
り，あからさまな政治介入はないという見解の
ようだ。ただしこの問題は表面的に現れている
ことだけで簡単に論じられるものではなく，今
後も注視すべきことがらだろう。

  6. 地域での公共放送と
　　　　　　　 商業放送との関係

ブルターニュでは公共放送の地元局と商業
放送局が地域言語ブルトン語の番組制作で
は協力関係にあるが，フランス全体では一般
的に地域における公共放送と商業放送はどの
ような関係にあるのだろうか。文化省メディア
振興局の公共放送の担当者ロマン・ラレック
ス氏 16）は，「ある意味で相互補完的な存在だ。
商業放送の提供する番組の内容にもよるが，
現在，France3の地域放送はほとんどが地域
圏レベルの情報で，カバーエリアが広い。ロー
カル商業放送局の多くは1つの地方自治体（市
レベル）に集中した地域番組を放送すること
が多い。これに対してFrance3は予算も多く
持っていることから，もう少し広い地域に広げ
て取材し報道している。またフランス国内で
まだ都市化が進んでいない地域においては，
ローカル商業放送は発達しておらず，その地

域のニュースや情報を取り上げ報道できる存
在はFrance3以外にはない状態だ」と述べ，
地域における相互補完性を強調する。

ローカル商業放送局側は，France3との協力
についてあまり積極的ではないようだ。TVRレ
ンヌのドミニク・アネドゥーシュ局長 17）は，次の
ように語る。

「公共放送と我々商業放送とでは，編集方針
をはじめ，予算や要員の規模が違いすぎるた
め，共同制作は複雑な作業になる。我 と々して
はむしろ，同じ地域圏の別の商業放送局との
連携関係を強化していきたい」

文化省メディア振興局ラレックス氏

TVR レンヌ・アネドゥーシュ局長

47MAY 2013



ローカル テレビ 連 盟 のルノー 会 長 は，
「France3との 共 同 作 業 の 難しさは，組 織
の運営が彼らと我 と々でまったく違うことだ。
France3は組織の規模が巨大で，職員に関し
ても組合の影響が非常に強い。我々商業テレ
ビの職員は1人で何役もこなす。商業放送では
まず，ビデオジャーナリストとして活動する。原
稿を書くのもカメラを回すのも編集するのも，す
べて1人で行う。一方France3では，原稿を書
く，カメラ撮影をする，編集するといった作業が
すべて分離して行われていて，1人1つの仕事し
かしない。こうしたことが作業効率にかなりブ
レーキをかけているし，予算も膨らませている。
France3の予算規模は，我々にとっては夢のよ
うなレベルだが，日常的にそのような大組織と
一緒に作業をするのは難しい。単発でたまに共
同作業をするようには努力している」と説明する。

企業文化の違いもあり，各地域での公共放
送と商業放送の協調は簡単ではないようだ。

  7. 公共放送 France3 の課題

7.1  問われる France3 の
　　　　　　　　　アイデンティティー

既述のようにFrance3は業務運営規則で「地
域密着チャンネル」を標榜している。だが，そ
れが本当に達成されているのか，ここまで見て
くると疑問が生じる。公共放送France3北西
とTVR レンヌの概要を改めて比較してみよう。

☆要員
France3 北西は 150 人で TVR レンヌの 26
人の 6 倍近くである。

☆年間予算
France3 北西は人件費と番組費を合わせて
3,250 万ユーロ（約 40 億円），TVR レンヌの
年間予算 310 万ユーロの 10 倍以上である。

☆新規のローカル放送時間
France3 北西は 1 日の新規ローカル放送は 1
時間 30 分で，残りはすべてパリからの全国
放送。これに対して TVR レンヌは 20 分長
い 1 日平均 1 時間 50 分が新規のローカル放
送である。
つまりFrance3の地域局は，商業放送局の

6倍の人員，10 倍の予算を持ちながら，地域
向けの放送時間は20 分短いのである。

このようなFrance3の実態に関して，メディ
アを監督・規制するCSAのローカルテレビ担
当部長ロードラン氏は厳しい評価をしている。
ロードラン氏は「France3の地域放送は，実
際のところ1日1時間半だけの放送だ。その
ほかの時間は，全国どこでも同じ番組が流れ
ている。France3 はローカル切り替え機能を
持つ全国放送チャンネルと言える。これに対
し，ローカル商業放送は，例えば地元の企業
や団体の代表者がテレビに出てきて事業の内
容を説明するなど，かなり地域色が強い。そ
の地域で行われるマイナーなスポーツイベント
なども，ローカル商業テレビはカバーするが，
France3ではほとんど取り上げない。局として
地域との密接な関係は築けていない」と手厳し
く語った。CSAの担当者はインタビューに対し
て慎重な物言いが多いが，これはFrance3に
対するかなり辛辣な評価だという印象を持っ
た。

要員 予算 ローカル
放送時間

France3 北西 150 3,250 1 時間 30 分

TVR レンヌ 26 310 1 時間 50 分
（予算の単位　万ユーロ）

表 3　France3 北西と TVR レンヌの比較
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France3の全国向け放送では，地域制作の
ドラマや，地域で放送されたドキュメンタリー
や紀行番組の再放送を行ったりしている。し
かし，地域放送局による地域向けの放送を見
る限り，France3は業務運営規則で定められ
たような地域密着チャンネルを実現してはいな
いとCSAの担当者は指摘しているのである。

7.2  強まる France3 への合理化圧力
France3は，政府からの強い合理化要求の

矢面にも立たされている。
フランステレビジョングループ内の第1の総

合編成チャンネルであるFrance2との比較を見
てみよう。日刊紙フィガロの2012年10月1日
号に掲載された数値である。要員がパリに集
中しているFrance2と，全国に地域局と取材
支局を展開しているFrance3という条件の違
いはあるが，あえて比較を行っている。

☆要員
France2 の 1,300 人に対して France3 は 4
倍近い 5,000 人

☆予算
France2 の 8 億 300 万ユーロに 対して，
France3 は 4,700 万ユーロ多い 8 億 5,000
万ユーロ（1,020 億円）

☆視聴シェア
France2 の 15.2％に対して，France3 は 5.4
ポイント低い 9.8％

フランスでは新興の地上デジタルチャンネル
が視聴シェアを増やす一方で，既存のチャンネ
ルのシェアは2006 年以降相対的に下がり続け
ている。特にFrance3 の低下は著しく，2006
年の14.7％が2012年には10％を割って9.8％
にまで下がっている。フランステレビジョンの5
つのチャンネルの中では最も下げ幅が大きい。
単純比較ではあるが，France3はFrance2の
4倍近い要員，5.85％多い予算を有していなが
ら，視聴シェアではFrance2に大きく引き離さ
れている。

こうした背景もあってFrance3 は，フランス
テレビジョングループに対する政府の合理化要
求の最大の標的となっている。財政難のオラン
ド社会党政権は，2013年度のフランステレビ
ジョンへの政府補助金について，予算全体の
5.2％にあたる1億5,000万ユーロ（180 億円）を
削減すると通告している。これに伴って，業務
の整理と要員の合理化を行うよう求めている。

これに対してフランステレビジョンのフリム
ラン社長は2012年9月，France2とFrance3
の編集部門の統合などによって2015年末まで
に，500人のポストを削減し，2億ユーロの経
費を節減するという合理化案を労働組合側に
示した。労働組合はこれに反対して同年12月
18日に全国一斉のストライキを行い，各地で
France3 のローカルニュースが放送できない事
態となった。

このような現状についてCSAのロードラン
ローカルテレビ担当部長は，「景気がここまで
後退せず，国の財政にも問題がなかった時に
は，巨大組織を抱えていることに対する批判
や問題意識はそれほど顕在化しなかった。そ
れが，現在国が置かれている財政状況にあっ
て，改めて問題として浮き上がってきた形だ。

表 4　France2 と France3 の比較

要員 予算 視聴シェア

France2 1,300 8 億 300 15.2％

France3 5,000 8 億 5,000 9.8％

（予算の単位　万ユーロ）
2012 年 10 月1 日付フィガロ紙記事より作成
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現在のFrance3を見ていると，自己の存在価
値をどう維持していけるのか，模索している様
子がテレビの画面からも伝わってくるほどだ。
とは言うものの，大変な数の従業員を抱えてい
て労働組合が強いから，組織を簡単に変える
ことはできない。たとえ政府が，『France3は
地域密着型メディアとしての使命を果たせず，
アイデンティティーを確立できていない。事業
内容を抜本的に変えるべきだ』と言ったとして
も，France3の組合側の合意を得ることはま
ず無理だろう」と語り，合理化問題においても
辛辣な見方を示した。

  8. おわりに

5 年の任期の半ばを迎えたフランステレビ
ジョンのフリムラン社長は2013 年2月上旬，
2015 年夏までの任期後半の経営方針を社員
に文書で示した。このなかでフリムラン社長
は，フランステレビジョングループのコンテンツ
のネット配信の全面展開と，地域放送の充実
の2つについては重点項目として今後も継続し
ていくと表明した。そしてFrance3 について
は「faire de France3 une chaîne à vocation 
pleinement régionale」（France3を「 十 分な
地域貢献を使命」とするチャンネルにする）と
述べている。業務 運営規則には「vocation 
régionale」とあるが「pleinement」（十分な，
十全の）をわざわざ書き加えて強調しているの
である。そして「France3 は地域密着のニュー
スを拠り所とし，ローカルイベントをカバーし
て，地域情報をデジタル多メディアにも展開す
る」と地域向けサービス強化の抱負を語ってい
る18）。かつてFrance3の社長をつとめたこと
のあるフリムラン氏 19）は，France3への様々な

批判を承知のうえで，一方で経費削減と合理
化を進めながら，一方ではあくまでFrance3 
本来の地域密着というアイデンティティーの具
現化を追求していこうというのである。だが，
合理化とサービス強化の両立はたやすい道の
りではあるまい。

実際のところ，フランステレビジョンの合理
化を求める政府の圧力は強く，フリムラン社
長は2013 年3月22日，経費と要員の削減につ
いて，より厳しい合理化案を経営委員会に提
出せざるを得なかった。フリムラン社長はA
とB，2 案を提示した。A案は，2015 年末ま
での3 年間で，要員を600人削減し，経費を2
億3,000万ユーロ節減するというもの。B案は，
要員の800人削減，経費の3億3,000万ユーロ
節減である。

A案についてフリムラン社長は，職員給
与の抑制と番組の制作および購入経費の節
減，そして全国に24のローカル地域局を持
つFrance3の要員合理化によって達成できる
としている。さらにA案によっても収支バラ
ンスを達成できない場合には，B案によって，
ニュースやスポーツ番組の予算削減，そして
France3の全国の地域局の統廃合に踏み込ま
ざるを得ないとしている。これらはチャンネル
の存在理由そのものに影響を及ぼしかねない
事態であろう。

一方でフリムラン社長は，こうした事態を避
けるためには2009 年から廃止されているプラ
イムタイムの広告を復活させるしかないと提案
している。これによって2億ユーロの増収が見
込まれるからだという。

ただし公共放送の広告放送全面復活となる
と，広告市場で激しい競争を繰り広げている
商業放送各社が猛反対するであろうし，そも
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そも2009 年の公共放送改革 21）は，何だった
のかという議論になるだろう。

ローカル放送を担うチャンネルとして誕生し
てちょうど40 年がたった公共放送 France3
は，多チャンネル，多メディア化という環境の
もと，経費節減と合理化の圧力にさらされな
がら，その存在理由であるアイデンティティー
そのものを根本から問われる事態となっている
のである。

（にった てつろう）
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