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シリーズ  世界の公共放送のインターネット展開

ドイツ・ZDF
 公共放送から公共メディアへ

メディア研究部（海外メディア）  伊藤　文

第 4 回

はじめに

ドイツの公共放送ZDF（第2ドイツテレビ，
Zweites Deutsches Fernsehen）は，「ZDFメ
ディアテーク」（ZDF-Mediathek）の名称で，イ
ンターネットのビデオオンデマンド（VOD）サー
ビスを行っている。これはテレビ番組を，ZDF
のウェブサイト（http://www.zdf.de/）から視聴
できるサービスである。シリーズ「世界の公共
放送のインターネット展開」第4回としてドイツ
を取り上げるにあたり，おもにこのZDFの取り
組みに焦点をあてて報告する。

ドイツには，公共テレビ放送を行う機関とし
て，ARD（ドイツ公共放送連盟）とZDFがある。
ドイツにおける，地上波の全国放送テレビチャ
ンネルは2つで，一方がARDによる第1チャン
ネル（Das Erste），もう一方がZDFによるZDF
チャンネルである。ARDは，9つの州放送協会
と，国際放送を専門とするドイチェ・ベレの，合
計10機関で構成される連盟で，2008年5月に，
傘下の放送機関共通のポータルサイト1）による
VODサービスを本格的に開始した。ZDFは，
それに先駆け2007年9月より「ZDFメディアテー

ク」を開始し，すでに1年あまりの実績を積んで
いる。同じ公共放送でもZDFは，連合体組織
のARDに比べると規模は小さいが，進取の気
風があり，意思決定が速いという強みを持って
いる。ドイツの公共放送の事例として，ZDFの
インターネット展開と，それを支える理念につい
てリポートする。

1. 転換期にある公共放送

1）ZDFの沿革

ZDFは，第2の全国テレビ放送を行う機関と
して，1963年に放送を開始した。チャンネル名も

「ZDF」（以下，ZDFチャンネル），先行したARD
の第1チャンネルの放送開始（1952年）から11年
後のことである2）。ZDFは新しい技術を取り入れ
ることに積極的で，VODサービスだけでなく，
さかのぼれば，カラーテレビ放送や，画面比率
を16：9にするワイドスクリーン化についても，
ARDより早く始めた。ZDFとARDという2つの
異なる公共放送がそれぞれにテレビ放送を行う
ドイツ独特の制度をふまえ，ZDFはキャッチフ
レーズとして，「2つあった方がよく見える」（Mit



31DECEMBER 2008

ZDFチャンネルは総合編成の基幹チャンネル
で，報道が一つの要となっている。もう一つの
要にはドラマなどの娯楽番組がある。また，ド
キュメンタリーや教養番組，そして例えばサッ
カーの国際大会のようなスポーツ中継にも力を入
れ，ZDFチャンネルは，高視聴率のチャンネル
として常に上位3つまでに入るなど，ドイツのメ
ディアの中で確固たる地位を築いている。また，
地上放送だけでなく，衛星による同時放送も
1986年から行われている。ZDFは，このZDF
チャンネルを補完する目的で，3つの衛星デジタ
ルチャンネルを1999年に新設し，それぞれ情報・
教育・文化に重点を置いた編成を行っている。

2）変化への対応をせまられるZDF

ZDFは現在，二つの危機に直面している。
一つの問題は，メディア環境の変化で，もう一
つの問題は若年層離れである。

メディア環境の変化

ZDFは，放送のデジタル化がもたらしたメディ
ア環境の変化の只中にある。ドイツでは商業テ
レビ放送が有料化へ向かっており，そうした流
れは公共放送にも大きな影響を及ぼす。

ドイツの商業テレビ事業者は，地上放送で
はなく，衛星やケーブルテレビで放送を行って
いる。それは，地上放送に参入する余地がな
かったことによる。というのは，地上波の全国
チャンネルが2つしかなく3），いずれも公共放
送によって使われていたからである。1984年，
Sat.1やRTLなどの衛星チャンネルの放送が開
始され，ドイツでは公共放送と商業放送が併
存する，二元的放送体制4）が始まった。衛星
チャンネルは，広告収入を財源に，視聴者に
とっては無料で受信できるものとして運営され，
ケーブルテレビでも再送信されて普及が進ん
だ。ドイツ国内のテレビ受信の状況は，全世
帯のうち約52.5％がケーブルテレビ受信，約
42％が衛星直接受信，地上放送のみの受信が
約5.5％（2006年末）5）となっている。

ところが2006年，衛星チャンネルを一斉にス
クランブル化して有料にするビジネスプランが持
ち上がった。ドイツの商業放送チャンネルのほ
とんどは，SES Astraの衛星を使っており，ド
イツ向けの衛星送信事業は同社のほぼ独占状
態にある。そのSES Astraが，複数の商業放
送事業者に対し，チャンネルをスクランブル化し
て課金を容易にするデジタル技術プラットフォー
ムの利用を持ちかけたのである。商業放送の側
も，これを新たな収益モデルとして検討した。
当初「ドルフィン」と呼ばれたこの計画は，無料
チャンネルが一斉に有料化されるという点で物
議をかもし，その後撤回された6）。だが商業放
送は，広告収入の増加を見込める状況にないた

dem Zweiten sieht man besser）を使っている。
意味するところは，片目よりも両目で見た方がよく
見えるのと同じように，公共放送も2つあった方
が物事がよく見えてくる，ということである。 
ARDに追随する二番手としてではなく，独自の
存在感を示したい姿勢が現れている（図1）。

この画像はありません
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め，デジタルケーブルテレビを通じてチャンネル
を有料で供給する方向にある。また，ケーブル
テレビ事業者が子会社を通じて有料衛星チャン
ネルを運営する，統合型の経営形態も現れた。

商業放送チャンネル全般が有料化されると，
事業者どうしの競争によって，スポーツや映画な
どの放送権料が高騰し，公共放送がそれらを獲
得するチャンスを失い，公共放送の番組編成が
貧弱になってしまう懸念がある。また，ケーブル
テレビ事業者や通信事業者が，チャンネルを束
ねて有料提供するプラットフォーム事業を推し進
め，視聴者にとってメディアへの出費が増えれば，
公共放送の財源とする受信料の負担感が増す。
そうなれば，将来の受信料値上げを認めないよ
う求める圧力ともなりうる。そして，プラットフォー
ムを経由したテレビ視聴が一般的になると，もし
そのパッケージに公共チャンネルが含まれていな
ければ，あらゆる視聴者にサービスを届けるとい
う公共放送の使命が果たされなくなるだろう。

ZDFは，メディア環境が変化しても，視聴者
が自由にアクセスできる公共放送でありつづけ
るために，自らも伝送路を多様化する必要があ
ると判断した。そこで，視聴者が無料で受信で
きるという条件を技術的に満たすプラットフォー
ムに対し，チャンネルを供給する方針をとること
にした。この点についてはARDも同様である。
ドイツの公共放送は，HanseNetやTelefonica，
ドイツテレコムなどの通信事業者と交渉し，こう
した事業者の運営するIPTVプラットフォームで
は，2006年から，ZDFやARDの基幹チャンネ
ルがテレビ放送と同時に見られるようになった。
若者の公共放送チャンネル離れ

ZDFのもう一つの問題は，若年層離れであ
る。ドイツでは，全体でみて，ZDFチャンネ
ルとARDによるチャンネルが，視聴率の上位

を占める。だが，年層別にみると，若い世代
からは公共放送があまり見られていないことを
データが示している。

放送がどれだけよく見られているかの指標とし
て，ドイツではチャンネルの「市場シェア」が用い
られる。これは視聴者が，1日のテレビ視聴時間
のうち，どのチャンネルを何分間見ているかとい
うパーセンテージである。市場シェアのデータに
は，テレビ調査研究団体のAGF7）が公表してい
る数字があり，チャンネルの比較に用いられるこ
とが多い。以下はAGFによる調査結果である。

2006年のドイツ国民全体（3歳以上）の平均
では，1日に3時間32分テレビを視聴し，その
うち29分間ZDFチャンネルを見ている。これは
テレビ視聴時間のうちの13.6％にあたり，ZDF
チャンネルの市場シェアは第2位である（図2）。
なお，第1位はARDによる第1チャンネルで，1
日平均30分間視聴され，全視聴時間の14.2％
である。ZDFチャンネル，第1チャンネルともに，
過去10年間，シェアは接近しており，また，ほ
ぼ同水準の数字で推移している。年によっては
ZDFチャンネルが第1位になっている。

ところが，14歳から29歳の年層に絞ると，1日

図 2　テレビチャンネルの市場シェア（ドイツ国内，年層別）
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に2時間20分テレビを視聴するうち，7分間しか
ZDFチャンネルを見ておらず，市場シェアは5.1％
である。14歳から29歳，そして30歳から49歳
の年層では，市場シェア上位3つがいずれも商
業放送チャンネル（RTL，ProSieben，Sat.1）で
ある。50歳以上の年層が，1日に4時間38分テ
レビを視聴するうち，53分間（19.0％）ZDFチャ
ンネルを見ているので，平均を引き上げる結果に
なっている。そして14歳から29歳の年層におけ
る市場シェアは過去10年低下傾向にある。
インターネット普及のインパクト

こうした事態に，ZDFは，キーワードとして
「若返り」（Verjüngung）8）を打ち出し，公共放
送には，あらゆる年層にサービスを提供する使
命があるとして，若年層にもサービスを行き渡
らせなければならないと考えるようになった。
その手段の一つがインターネットの活用である。

ここで，ドイツでのインターネットの普及・利
用状況を概観しておく。ドイツにおけるインター
ネットの利用状況の調査に，「ARD・ZDF オン
ライン調査」9）がある。これは1998年以来毎
年，ARDとZDFが共同で行っている電話調査
で，結果が公表されている。2008年の調査は，
実施時期が3月から4月，対象は14歳以上のド
イツ国民から無作為抽出された1,802人である。

2008年4月現在で，ドイツ国内の14歳以上の
65.8％がインターネットを利用している。「日常的
にインターネットを利用する」と答えた人の割合は
概算で，14歳から29歳の年層では96％となり，
30歳から49歳では83％，50歳から59歳では
66％，60歳から79歳では29％である（家庭だ
けでなく学校や職場での利用も含まれる）（図3）。
インターネット利用者のうち，ブロードバンド接続
を利用しているのは70％である。

14歳以上の国民全体のメディア利用状況で

は，1日の利用時間について，テレビが平均3
時間45分，ラジオが平均3時間6分，インター
ネットが平均58分である。2008年の調査では，
メディア利用時間の合計が過去最高になり，テ
レビとラジオの利用時間は前年の水準を維持し
つつ，インターネットの利用時間だけが増える
という結果になった。14歳から19歳の年層に
限ると，インターネットの利用時間は1日平均2
時間となる。この年層では，テレビの視聴時間
が1時間40分，ラジオの聴取時間は1時間37
分で，1日のうちで最も長い時間利用するメディ
アがインターネットである。また，この年層の
90％が，「日常的にインターネットの動画サイト
でコンテンツを視聴する」としている。

このように，メディア利用や視聴行動が特に
若年層において変化しており，ZDFは変化に対
応したサービスを行う必要にせまられた。ZDF
会長（2002年～）のマルクス・シェヒター氏は，
次のように述べている。
「公共放送サービスは，あらゆる年層の視聴

者にとって魅力的でなければならない。視
聴行動は特に若い世代において変化してい
る。魅力的なオンラインサービス抜きには，
ZDF は，中期的には若い視聴者を獲得す

図 3　「日常的にインターネットを利用する」割合（年層別）
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ることができなくなるだろう。こうした流れ
に ZDF は，多様で質の高いオンラインサー
ビスで対応する。特にメディアテークのサー
ビスの実施で，我々は適切な対応をしてい
ると考えている」10）。

2. ZDFメディアテークとは

こうして，伝送路を多様化する必要性，若
年層にアプローチする必要性を背景に，ZDF
は，視聴者にインターネットで放送番組を見て
もらえるようにした。それがZDFメディアテーク

（以下，メディアテーク）で，2007年9月に開始
された（図4）。

ZDFはメディアテークで，ライブストリーミ
ング配信と，オンデマンド配信の両方を行っ
ている。その力点はオンデマンド配信に置か
れている。番組をZDFチャンネルの放送と同
時に配信するライブストリーミングについては，
全番組ではなく，通常1日に3 番組程度，時
間にして合計3時間程度実施し，日によっては
まったく実施していない。

メディアテークは無料で利用できる。イン
ターネットに接続されたパソコンを利用できれ
ば，アクセスして番組を視聴することができる。
ユーザー登録やログインは不要で，ドイツ国外
からもアクセス可能である。ZDFは，コンテン
ツの有料オンライン提供は行っていない。

メディアテークの特色は，キャッチアップ・サー
ビスと，アーカイブ・サービスの両方を提供する
ことである。この点で，イギリスBBCのiPlayer

（放送後7日間に限定した番組配信サービス）11）

とは異なっている。メディアテークのコンテンツ
へは，2通りの入口からアクセスできる。1つは，

1）キャッチアップ・サービス

キャッチアップ・サービスについては，トッ
プページの，「 放 送を見 逃した？」（Sendung 
verpasst？）というメニューからアクセスできる。
過去7日分の日付・曜日が一覧表示され，日付
を選ぶと，放送順に番組名が表示される（図

5）。番組名にポインタを合わせると，文章によ
る概要説明と写真が表示される。クリックすれ
ば，再生が開始され，番組を視聴できる。

ZDFは，メディアテークのキャッチアップ・
サービスで，ZDFチャンネルの全番組を提供し
ているわけではない。ニュース，情報番組，イ
ンタビュー番組，委託制作のドラマなどを提供
し，著作権契約上の理由で，外国のドラマや

放送後7日以内の番組へアクセスする，キャッチ
アップ・サービスの入口である。もう1つは，テー
マやキーワードでの検索によって，蓄積された全
コンテンツの中から該当するものにアクセスでき
る，アーカイブ・サービスの入口である。これら
に加えて，3つめのサービスとして，「オンライン・
ファースト」と呼ばれる，番組のネット先行配信
もZDFは行っている。これら3つのサービスを
順にみていくことにする。

この画像はありません
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キャッチアップ・サービス
で提供されている番組の本
数と時間を，2008年9月1日

（月）から同7日（日）の7日
間を対象に調べたところ，番
組の本数については全番組
の3分の1ほどが提供されて
いた。放送時間の合計では，
月曜から金曜の平日では1日
に合計約8時間，土曜・日曜
は約4時間となった。図6は
2008年9月5日（金）の番組
編成と配信状況である。テレ
ビのZDFチャンネルは24時
間放送で，1日に平均38番
組を放送している。そのうち
キャッチアップ・サービスで
提供しているのは，平均して
1日13番 組 程 度 であった。
傾向として，月曜から金曜の
平日の方が土曜・日曜よりも，

キャッチアップ・サービスで提供している番組
の本数が多い。これは，土曜・日曜には，著
作権契約上オンライン配信できない，映画や音
楽番組などの購入番組を多く編成しているから
である。なお，ZDFチャンネルの番組の制作
形態は，ZDFによる独自制作が約61％，委託
制作が約22％，共同制作が約3％で，購入番
組は約14％である（2007年）12）。

2）アーカイブ・サービス
ZDFがメディアテークで提供するコンテンツ

は比較的近年のものに限られるが，これをアー
カイブ・サービスと位置づけて説明する。提

映画など購入番組，コンサートやオペラなど劇
場中継番組，一部のドキュメンタリー番組など
を除外している。

（  ■ は配信番組 ）

図 6　ZDF チャンネル　番組の編成と配信状況（2008 年 9 月 5 日）

2008 年
9 月 5 日

（金）

番組名 （日本語直訳） 番組ジャンル 備考 配信
5:00 ARD-Morgenmagazin （ARD 朝情報） 情報 ARD 制作 ×
9:00 Tagesschau （今日のニュース） ニュース ARD 制作 ×
9:05 Voll Kanne- Service täglich （今日も全速力） 情報 ×

10:30 Wege zum Glück　第 673 回 （幸せへの道） ドラマ（恋愛） ○
11:15 Reich und Schön　第 5240 回 （お金持ちで美人） ドラマ（恋愛） 米ＣＢＳより購入 ×
11:35 Reich und Schön　第 5241 回 （お金持ちで美人） ドラマ（恋愛） 米ＣＢＳより購入 ×
12:00 Tagesschau um zwölf （12 時のニュース） ニュース ARD 制作 ×
12:15 drehscheibe Deutschland （転車台 -ドイツ） 情報 ○
13:00 ARD-Mittagsmagazin （ARD 昼情報） 情報 ARD 制作 ×
14:00 heute - in Deutschland （今日のニュース - 国内） ニュース ○
14:15 Die Küchenschlacht （キッチンバトル） 料理ショー ○
15:00 heute - Sport （今日のニュース - スポーツ） ニュース ×
15:15 Tierisch Kölsch （ケルン動物園から） ドキュメンタリー（生物） ○
16:00 heute - in Europa （今日のニュース - 欧州） ニュース ○
16:15 Wege zum Glück　第 674 回 （幸せへの道） ドラマ ○
17:00 heute - Wetter （今日のニュース - 天気） ニュース ×
17:15 hallo Deutschland （ハロードイツ） 情報 ○
17:45 Leute heute （今日の人） 情報 ×
18:05 SOKO Kitzbühel （特別捜査本部キッツビューエル） ドラマ（刑事）2002 年制作 ×
19:00 heute （今日のニュース） ニュース ○
19:20 Wetter （天気） 天気予報 ×
19:25 Der Landarzt （田舎医者） ドラマ（医療） ○
20:15 Der Alte （ボス） ドラマ（サスペンス） ○
21:15 SOKO Leipzig （特別捜査本部ライプチヒ） ドラマ（刑事） ×
22:00 heute-journal （今日のジャーナル） ニュース解説 ○
22:27 Wetter （天気） 天気予報 ×
22:30 Lesen! （読もう！） インタビュー・書評 ×
23:00 Lanz kocht （ランツが料理する） 料理ショー ○
0:05 heute nacht （今日のニュース - 夜間） ニュース ○
0:30 ZDF in concert Rosenstolz （ZDF ライブ　ローゼンストルツ） 音楽（ポップス） ×
1:05 Die Lady aus dem Kino Shanghai （上海劇場の女） 映画　 ブラジル 1988 年 ×
2:45 heute （今日のニュース） ニュース ×
2:50 Schatten der Leidenschaft 第 8335 回後半 （情熱の影） ドラマ（恋愛） 米ＣＢＳより購入 ×
3:00 Schatten der Leidenschaft 第 8336 回前半 （情熱の影） ドラマ（恋愛） 米ＣＢＳより購入 ×
3:20 Markus Lanz （マルクス・ランツ） トークショー ×
4:30 heute （今日のニュース） ニュース ×
4:35 3satbörse （3sat 投資市場） ドキュメンタリー（経済） ×
5:05 citydreams ～ Paris, Barcelona （シティードリームス） 紀行 ×

この画像はありません



36 　DECEMBER 2008

供コンテンツは，番組（Sendung），クリップ
（Beitrag），写真シリーズ（Bilderserie）という3
つの形式に大別でき，どれも概ね2001年以降
に制作，放送されたものである。番組は，キャッ
チアップ・サービスの対象と同様に，ニュース，
情報番組，政治番組，インタビュー番組，ドラ
マ番組（購入番組を除く）などがある。そして，
ニュースや情報番組については，フルサイズの
番組としてだけでなく，その一部を切り取った，
テーマごとのクリップの形式でも保存されてい
る。キャッチアップ・サービスでは提供されない，
オンライン配信できない個所を部分的に含む番
組でも，配信可能な部分はコーナー別，テーマ
別のクリップとして提供されている。写真シリー
ズとは，オンライン配信できない番組を，映像
の代わりに，十数枚の静止画で保存するもので，
番組内容を説明するキャプションも添えられてい
る。ドラマの場合は主要な場面の写真，ドキュ
メンタリーの場合は出演者の写真に，トピックを
あしらった画像などで構成される。

コンテンツの検索は，番組のタイトルだけで
なく，テーマやキーワード，出演者名でも可能
である。絞り込み検索の機能があるので，検
索対象の番組を特定して，あるテーマが扱われ
た回だけを探すことや，検索対象とする期間を
特定して，あるテーマがどう扱われたかを調べ
ることなどができる。

過去どのくらいの期間の放送分を蓄積，提供
するかについて，ZDFは，「コンテンツの多くは，
放送後少なくとも13か月間」13）と説明している
が，番組によって異なる判断をしている。例を
挙げると，看板ニュース番組の“heute”（今日）
では，過去13か月分である。ルポルタージュ番
組“37 grad”（37 ℃）では，過去10か月分であ
る。外部プロダクションによる委託制作の連続

ドラマ“Wege zum Glück”（幸せへの道）では，
初回の放送分から直近の放送分まですべて蓄
積し，オンデマンド提供している。このドラマ
の放送開始は2005年10月で，月曜から木曜の
週4回放送（1本につき42分間）なので，2008
年11月までで，3年分以上となり，通算700回
を超す。このようにメディアテークは，見逃した
番組を見たいというニーズにはキャッチアップ・
サービスで，調べものをしたいというニーズには
アーカイブ・サービスで応える基本設計である。

─3）オンライン・ファースト

このほかに，第3のサービスとして「オンライン・
ファースト」がある。これは「番組のネット先行公
開」で，テレビ放送に先がけて，番組をフルサイ
ズでストリーミング配信するサービスである。

ZDFはこのサービスを2007年2月から実施して
おり，刑事ドラマ“KDD”（Kriminaldauerdienst，
犯罪捜査班）が，対象となった最初の番組であ
る。これは週1回のドラマシリーズで，ZDFは，
初回の90分拡大版14）を，ZDFチャンネルの2
月2日（金）21時15分から22時45分に編成し
たが，インターネットでは，放送開始の24時間
前，つまり2月1日（木）21時15分から，これ
を全編にわたって，オンデマンド視聴できるよ
うにした。オンデマンド配信は，放送後7日ま
で続けられた。ZDFチャンネルの金曜21時台
とは，伝統的に刑事ドラマが編成され，視聴
者にも定着している時間帯である。放送の24
時間前から番組を見ることができるオンライン・
ファーストは，“KDD”シリーズにおいて，初回
だけでなく毎回続けられ，その後もこの時間帯
に新シリーズを放送する場合に毎週実施されて
いる。オンライン・ファーストの開始にあたり，
メディアテークの責任者であるローベルト・アム
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ルング氏（ZDFニューメディア編集部長，当時）
は，次のように述べている。
「ZDF はインターネットを，テレビの重要な伝

送手段だとみなしている。このオンライン・
ファーストは，インターネットとテレビが一体
となるデジタル世界への第一歩である」15）。

─4）技術的な特徴

ここまで，ZDFメディアテークが提供してい
るコンテンツを中心にみてきたが，VODとして
の技術的特徴を列挙しておく。

▲

ストリーミング配信

メディアテークには，ユーザー側のＰＣ端末に
番組をダウンロード・保存する機能はない。た
だし例外的に，番組によっては，MP3 プレー
ヤーへダウンロードする機能を提供している。

▲

H.264 コーデックの採用

動画データを圧縮して送受信する技術方
式として，H.264 コーデックが採用されて
いる。この方式はオープンスタンダードで，
Windows だけでなく，Linux や Mac のユー
ザーもアクセスできる。ユーザー側では，動
画の再生に Windows Media Player，または
QuickTime Player を用いる。いずれもイン
ターネットで無料ダウンロードできる一般的な
ソフトウェアである。

▲

長時間番組もそのまま配信

2 時間を超す番組でも，分割せず，インデック
スを付して，1つのコンテンツとして提供してい
る。インデックスの個所から途中再生できる。

▲

選べる通信速度

ユーザー側の接続状況に合わせて，通信速
度を 3 段階から選択できる。

▲

大画面表示が可能

視聴する際の画面の大きさを，大・標準・小

の 3 種類から選択できる。

▲

ランキング表示

トップページで，最新のおすすめコンテンツ，
よく見られているコンテンツ，評価が高いコン
テンツ各 10 本のリストが表示される。よく見
られているコンテンツは，過去 1 日，過去 1
週間，過去 1 か月で集計した順位も表示され
る。再生回数は具体的な数字ではなく，図
で表示され，他との比較ができる。視聴者
がコンテンツを評価する機能があり，星 5 つ
を最高に 5 段階評価で送信できる。その平
均が星の数で表示される。

▲

連続再生

検索結果として一覧表示されたコンテンツの中
から，複数を選択し，チェックを入力すると，
それらが連続して再生される。1つのコンテン
ツが終わるごとに検索結果に戻る必要はない。

▲

メモ機能

再生したコンテンツのタイトルが順に記録され
る。このメモはサイトを閉じると消去される。

──3.─メディアテーク実施の背景

それでは，公共放送ZDFが番組をこのよう
にインターネットで無料配信できる背景には，
どのような制度的枠組みがあるのだろうか。

─1）公共放送サービスを規定する法制度

ドイツの放送制度の枠組みを定めている法律
は，「統一ドイツの放送に関する州間協定」（以
下，州間協定）16）と総称される。そのなかの一
つ，「放送とテレメディアのための州間協定」17）

は，「公共放送は，番組の放送に付随して，番
組に関連した内容の印刷物とテレメディアを提
供できる」18）と規定している。この規定が，公
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共放送がインターネットサービスを提供する根
拠となっている。「テレメディア」（Telemedien）
とは，インターネットサービスとほぼ同義で，通
信技術を利用したコミュニケーションサービス
を意味する。公共放送の提供するテレメディア
に関し，現在のところ，さらに詳細な規定は存
在しない。したがってZDFは，意思決定機関
であるテレビ評議会に諮り，その承認を得ると
いう手続を踏めば，インターネットサービスや動
画配信を開始することができた。この点は，イ
ギリスBBCの場合，iPlayerの実施にあたり，
監督機関であるBBCトラストによって公共的価
値の審査が行われ，サービス実施の可否が判
断されたことと対照的である19）。

また，現在の制度下では，ドイツの公共放
送は有料のVODを実施できない。州間協定が
次のように定めているからである。「公共放送は，
受信料，広告放送収入およびその他の収入を
財源とする。主たる財源は受信料である。任務
の枠内のサービスを特別の対価をとって行うこ
とは認められない」20）。そもそも，公共放送の
任務は，「公共放送は，ラジオ番組とテレビ番
組の制作と放送によって，個人と公共の自由な
意見形成過程の媒体かつ要因として機能しな
ければならない」21）と定められている。ZDFが
インターネットで番組を配信することは，ここに
規定されている任務の枠内であり，対価をとっ
てコンテンツを配信することは法的に認められ
ていないのである。

─2）メディアテーク実施に至るまでの諸議論

有料サービスも検討

ZDFがインターネットで番組を配信するにあ
たって，実は構想の段階では，一部を有料で
実施できないか検討されたこともあった。放送

後7日間はキャッチアップ・サービスとして無料
で，7日間経過後はアーカイブ・サービスとして
有料で，番組配信を行うという案をZDFは持っ
ていた22）。それは2006年のことで，ドイツとフ
ランスの公共放送が共同運営する文化チャンネ
ルARTEの番組が，その年の2月からフランス
国内向けに，1.99ユーロから2.99ユーロの料金
でオンデマンド提供されるようになった。シェヒ
ターZDF会長が，ARTEの課金方法を引き合
いに出し，この案を述べた23）ところ，ドイツの
文化・メディア担当大臣で，連邦を代表して
ZDF管理評議会の委員を務める，ベルント・ノ
イマン氏によって，次のように批判された。
「ドイツの公共放送は，世界で最も財源がき

ちんと保障されている。にもかかわらず，イ
ンターネット上で“小規模なペイＴＶ”を志
向するなどあってはならないことである。公
共放送のアーカイブを世間一般に開放する
方法こそ模索されなければならない。なぜ
ならばそれは，私たちの国の貴重な記憶で
あるから」24）。

ここで示唆された，公共放送の進むべき方
向を，その後ZDFはメディアテークで体現した
ように見える。有料VODの構想は正式なもの
として練られる前に立ち消えになった。
通信事業者との提携

ZDFがインターネットのウェブサイトを開設し
たのは1996年にさかのぼる。ZDFが，メディア
テークによるVODをインターネットサービスの核
に据えるまでには，いくつかの段階があった。

公共放送コンテンツの配信にあたり，その最
も効果的な方法は何か，ZDFは模索するなか，
当初，独自サイトよりも，通信事業者のポータ
ルサイトにコンテンツを提供することを試みた。
まず，msnbcとの提携があった。msnbcは，マ
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イクロソフトと米ＮＢＣの提携で北米向けサー
ビスとして開始されたニュースサイトで，1997年
8月，ZDFは提携関係を結び，msnbcサイトの
ドイツ語版として，文字情報中心のニュースサー
ビスを開始した。2001年にはその提携関係を
解消し，今度は国内最大の通信事業者ドイツテ
レコムのインターネットサービス，Ｔ-Onlineと
提携し，ニュースサービスを開始した。この協
力関係は2004年いっぱいまでで終了した。お
もに文字と写真でニュースを提供する，他社サ
イトとの提携は，いわばナローバンド時代の試
みであった。

2005年以降は，ブロードバンドのいっそうの
普及を見込み，ZDFは動画で情報を提供する
ことを軸に，自らのウェブサイトの構築に注力
する。このころから，「メディアテーク」の名称
はすでに用いられていた。ニュースについては
2005年から，情報番組については2006年から，
フルサイズの番組としてではなくクリップ形式
で，放送と並行して，オンデマンド配信するよう
になった。また個別番組のページを設け，写真
や過去の放送分の概要だけでなく，視聴者に
よる意見交換ができるフォーラムの機能を持た
せるなど，充実を図った。個別番組のページは
当初，番組ごとに体裁を異にしていたが，2007
年3月に刷新を行い，共通のページレイアウト
を導入した。これによって，番組名やチャンネ
ルロゴの配置などの視覚上のデザインや，提供
する内容項目が統一された。そして2007年9
月，コンテンツのキーワード検索機能もついた
メディアテークの開始を，ZDFの新サービスの
目玉として，IFA（ベルリン国際コンシューマー・
エレクトロニクス展）の場で記者発表した。

このようにZDFは，インターネットサービス
を，文字によるニュース配信を端緒に少しずつ

構築してきた。ZDFメディアテークの責任者
ローベルト・アムルング氏は，インターネットを
次のようにとらえている。
「ナローバンド・インターネットが提供するのは

文字と画像で，これは紙の要らない新聞に
すぎない。ブロードバンド・インターネットは，
加えて音声，動画も提供できる。それは，
新聞・ラジオ・テレビ，そしてそれ以上のも
のだ。ナローバンド・インターネットがメディ
アの一つなら，ブロードバンド・インターネッ
トは，メディアの全てである」25）。

プラットフォームのさらなる多様化

ZDFは，メディアテークを開始した2007年9
月以降，伝送路の多様化の一環として，次のよ
うな事業者と提携関係を結んでいる。

▲

動画共有サイトとの提携－YouTube

2007年11月開始。YouTubeのドイツ語版サー
ビスの開設と同時に，YouTube のブランドチャ
ンネルの一つとして動画配信を開始した。

▲

インターネット TV プラットフォームとの提携－ Zattoo

2008 年 4 月開始。Zattoo は P2P 方式によ
るインターネットでテレビ放送を見ることがで
きるプラットフォームである。ZDF，ARD の
全チャンネル，イギリス BBC，スイス・フラ
ンスの公共放送，アルジャジーラなど，2008
年 10 月現在で，テレビ 169 チャンネル，ラジ
オ 20 チャンネルを同時同内容で送信してい
る。Zattoo へアクセスできるのはヨーロッパ
の 9 か国26）だけである。登録と利用は無料で，
ログイン時とチャンネル切り替え時に広告が
挿入される。

▲

新聞社との提携－ ZEIT ONLINE 

2008 年 6 月開始。ZEIT はハンブルクに拠
点を置く新聞社で，そのウェブサイトZEIT 
ONLINE から，ニュース番 組“heute”の
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100 秒バージョンをはじめ，ZDF のニュース
クリップに直接アクセスできる。ZEIT の側
がコンテンツを選択し，ZDFに料金を支払う。
ZDF は，ZEIT からコンテンツ提供を受けず，
サイトにリンクもはらない。それぞれの編集
権は独立を保つ。契約は 2 年間である27）。

──4.─公共放送のインターネット展開を
───　めぐる議論

このようにして，ZDFは現行の制度下でイン
ターネットサービスを発展させてきた。一方で，
受信料を財源に幅広く事業を展開する公共放
送に対し，民間のメディア事業者が絶えず批判
してきたことも事実である。そして議論は，公
共放送のインターネット展開に関し，新たに規
制をかける方向へと進んだ。ここからは，ドイ
ツにおける公共放送の財源とサービスのあり方
に関する議論を整理する。

─1）インターネットサービスと財源

公共放送の財源制度

ZDFの財源は，その8割以上が受信料であ
る。ZDFの総収入は18億8,720万ユーロで，
受信料収入が85.9％を占める（2006年）28）。ド
イツの公共放送は広告放送を認められている
が，テレビコマーシャルの放送は1日に合計20
分以内，午後8時以降と日曜・祝日は禁止とい
う制限29）があり，ZDFでは，広告収入の割合
は総収入の5.2％である。

ドイツの受信料は，公共放送が，社会の基
盤をなすサービスを供給できるよう，その財源
にするために徴収される料金で，放送受信機
の設置者が支払い義務を負う。受信料には，
基本料金（ラジオ料金）と，テレビ料金（テレ

ビ所有者が，基本料金に加えて徴収される）
がある。2008 年現在，基本料金が月額5.52
ユーロ，テレビ料金が11.51ユーロで，テレビ
所有世帯の受信料月額は，17.03ユーロであ
る。原則として世帯（住居）単位で徴収され，
機器を複数所有している場合にも追加料金は
発生しない。徴収については，専門の機関30）

があり，徴収された受信料が，法律で定めら
れた割合でZDFやARDに配分される仕組み
である。ドイツの国全体における年間の受信
料徴収総額は，約72億9,000万ユーロ（2006
年）である31）。

2007年1月からドイツでは，インターネットに
接続できるパソコンや，放送を受信できる携帯
電話の所有も，月額5.52ユーロの基本料金を
課す対象となった。このような制度の改定が提
案されたのは1997年で，実際の徴収開始まで
に10年を要したことになる。この制度では，す
でにテレビやラジオを所有して受信料を支払って
いる世帯に対し，パソコン等の所有に関して追
加徴収することはない。「パソコンを所有するが，
テレビやラジオを所有しない」という世帯が，そ
の所有を届け出る義務と，月額5.52ユーロを支
払う義務を負う。将来的に，テレビ・ラジオを
所有しないという選択をする世帯が増えたとして
も，そのような世帯からも受信料の基本料金の
部分を確保することができる制度である。
インターネットサービスへの財源的制約

ZDFとARDはいずれも，「インターネットサー
ビスに対し，支出全体の0.75％以上を支出しな
い」という制約を自らに課してきた。ZDFも
ARDも，1990年代後半から，インターネット
サービスを拡充すると同時に，衛星デジタル
チャンネルの開始によって多チャンネル化も進め
てきた。そして，こうした業務拡大に対し，商
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業放送や新聞・出版事業者などメディア界から
強い反発があがった。「0.75％まで」というのは，
そのような状況で受信料の値上げが議論され
た2004年に，ZDFとARDの側から表明した
約束である。この約束には，2008年末までと
いう期限があり，それ以降のことにはふれず，
放送州間協定の付属文書に盛り込まれた32）。

─2）法改正議論

欧州委員会の裁定

このように，公共放送によるインターネット展
開については，これまで，支出に制約を課すこ
とによってサービスの規模を制限するという枠組
みであった。しかし，現在ドイツでは，公共放
送がインターネットで行うサービスの内容や範囲
を法律で明確に規定する方向で議論が進んで
いる。その発端は，商業放送や新聞・出版事
業者が，欧州委員会に提訴したことである33）。

2002年から数回にわたり，商業放送や新聞・
出版事業者は，欧州委員会に対し，公共放送
が市場における競争を不公平なものにしている
と訴えた。彼らの主張は，公共放送によるイン
ターネット展開は，民間の多様なサービスの発
展を阻害しており，公共放送のサービスの範囲
を明確に規定して，その拡大に歯止めをかけ
る必要がある，というものであった。

これに応えて欧州委員会は調査を行った。そ
して公正な競争を確保するという欧州共同体の
理念に照らし，ドイツの公共放送が受信料を
財源に，民間の競争がある市場に進出すること
は，競争を不公平なものにする可能性がある，
と判断し，ドイツに対して制度是正を求めた。
公共的価値の審査制度を導入

そこでドイツでは，2007年4月，公共放送が
新しいサービスを提供する際には事前に，公共

サービスとしての価値を内部監督機関が審査・
検討し，各州の承認を得るという制度を導入す
ることが決まった。そしてその手続を，2009年
までに法制化することになった。法制化とは，
具体的には州間協定を改定して，この手続を盛
り込むことである。この法改正は，放送州間協
定の第12次改正 34）と呼ばれ，2009年5月発効
がめざされている。

この，公共サービスとしての価値を審査する
手続は，イギリスBBCのPublic Value Test 35）

に範をとったもので，ドイツでは「3 段階審査
（Drei Stufen Test）」と呼ばれる。その第1段
階では，サービスの意義について，民主主義
的，社会経済的，文化的ニーズという観点か
ら，公共的性格を持つかどうかを審査する。
第2 段階では，そのサービスの導入がどのよう
な経済的影響を市場に及ぼすかという点を，
公共的価値に照らして検討する。第3 段階で
は，そのサービスのコストが適切かどうかを審
査する。審査を行うのは，公共放送の内部機
関で，市場への経済的影響の測定については
外部の専門家に委託される。

そして，第12次改正に向け作成された2008
年6月付の法案では，この3段階審査の手続
だけではなく，公共放送によるインターネット
サービスの範囲も，個別具体的に規定されてい
る。法案では，まず，全支出の0.75％以内とい
う支出制限が撤廃されている。それから，コン
テンツの配信期間について，番組は原則として
放送後7日間まで，番組以外の記事・解説等
は，内容を番組に関連する事柄に限定し，該
当する番組の放送後7日間までと制限している。
そして，コンテンツの，7日間を超える配信など，
例外的な扱いをする場合にも，3段階審査を行
い，そのサービスの公共的価値を判定しなけ
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ればならないと定めている。こうした制度改正
に向け，ドイツの各州首相は2008年6月，大
枠で合意した。
公共サービスの範囲を定めるものは何か

これに対してZDFは，コンテンツの配信期
間を決めるのは公共放送自身であるべきだとし
て，編集の自由を守るため，自主的なガイドラ
インを定めることを表明した36）。放送後7日間
を原則とするが，ニュース・ドキュメンタリー・
大型企画番組は1年間，連続ドラマはシリーズ・
スタッキング 37）をするとともに最終回の放送後1
か月までなど番組分野ごとに基準を設けるとい
う内容である。法律で画一的に定めるのでは
なく，ZDFの最高意思決定機関であるテレビ
評議会に諮って，編集方針として決定すべきだ
と主張している。ZDFは，自らの価値基準に
照らし，事件・事故など世の中の出来事に合
わせて，関連のある放送番組や記事・解説等
を，配信期間を終えたものであっても，あらた
めてオンデマンド提供することを，公共放送
サービスの核とみなしている。

2008年10月，放送州間協定の第12次改正
法案を，全ての州の首相が承認した。成立に
は，調印と，全ての州議会による批准という
手続が必要で，今回の場合には欧州委員会と
の協議もまだ残っている。

おわりに

以上のように，ドイツでは今，公共放送の
サービスに対し，それがどのような公共的価値
を提示できるのかを精査する方向で法改正議
論が進められている。ZDFは，「時間にしばら
れないテレビを実現することは，視聴者の利益
になる」38）という信念を持ち，メディアテークを

携帯電話にも提供する計画で，2008年9月に
試験版を公開した。シェヒター ZDF会長は，
メディアテークの一つの成果として，看板ニュー
ス解説番組“heute - journal”のオンデマンド
での視聴者の2人に1人は30歳未満であるとい
うデータを挙げ，「インターネット展開なくして未
来なし」という確信を深めたと述べている39）。

ZDFのインターネット展開のねらいは，視聴
者をテレビ放送へと誘導して，テレビ回帰を促
すことではなく，視聴者にとって身近な端末−
たとえそれがテレビ以外であれ−でZDFのコ
ンテンツにアクセスしてもらうことにある。現在，
公共放送のインターネットサービスは，法律上，
放送に付随するサービスと位置づけられている
が，放送州間協定の第12次改正法案では，テ
レビ・ラジオと並び，任務を達成するために行
うサービスの一つとして，明確な位置づけを与
えられた。このことを，シェヒターZDF会長は
肯定的に受けとめ，次のように述べている。
「我 は々，もはや単に放送局としてではなく，公

共のメディア企業グループとみなされており，
それは現実に即したアプローチである」40）。

ここに，ZDF が，公共放送から公共メディ
アへ進化を遂げようとする姿を見ることがで
きる。

（いとう あや）



43DECEMBER 2008

注：
1）名称は A R D - M e d i a t h e k である

www.ardmediathek.de
2）ZDF 設立の経緯にふれたものとして，内野隆

司「ドイツ公共放送 ARD の半世紀−連合体の
軌跡−」『ＮＨＫ放送文化研究年報 44』（日本
放送出版協会，1999）を参照

3）第２次世界大戦後のドイツに割り当てられた放
送用周波数の帯域が限定されていたため

4）二元的放送体制をはじめ，ドイツの放送制度に
ついては，次のものを参照。越川洋「放送制度
と市場」NHK 放送文化研究所編 『放送メディ
ア研究 1』（丸善 , 2003），横山滋「公共放送の
事業運営と視聴者への“約束”」NHK 放送文化
研究所『放送研究と調査』2006 年 3 月号，鈴
木秀美『放送の自由』（信山社，2000），石川明

「公共放送と社会−日独比較の観点から−」『関
西学院大学社会学部紀要 94』（2003）

5）NHK 放送文化研究所編『NHK データブック
世界の放送 2008』（日本放送出版協会 ,　2008）
参照

6）entavio と改称され，2007 年 9 月，従来から有料
であったチャンネル premiere の配信を開始した

7）Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung （AGF，
テレビ調査研究団体）1988 年設立。現在の運
営 主 体 は ARD，ZDF，RTL，ProSiebenSat.1 
Media AG の４団体。テレビ視聴調査を定期的に
実施し，その対象はドイツ国内の，統計的代表性
のある調査パネル 5,640 世帯，約 13,000 人である。
データは“ARD Jahrbuch 2007”より引用

8）ZDF, 年鑑“ZDF Jahrbuch 2007”参照
9）原語では，“ARD/ZDF Onlinestudie”

www.ard-zdf-onlinestudie.de
2008 年実施の調査の回答率は約 71％

10）‘ARD/ZDF Onlinestudie 2008’ 調査結果公表
の際の報道資料（2008 年 8 月 1 日）

11）中村美子「シリーズ 世界の公共放送のインター
ネット展開 第2回イギリス・BBC−公共サービス・
コンテンツを 360 度展開へ−」『放送研究と調査』
2008 年 10 月号を参照

12）ZDF, 年鑑“ZDF Jahrbuch 2007”参照
13）ZDF, 報道資料‘Das ZDF auf der IFA’(2008

年 8 月 26 日 ) 参照
14）翌週から 4 月にかけての連続 10 回はいずれも

45 分番組
15）ZDF,　報道資料（2007 年 1 月 29 日）参照
16） 原 語 で は，‘ S t a a t s v e r t r a g  ü b e r  d e n  

Rundfunk im vereinten Deutschland’，州間
協定は，ALM（ドイツ州メディア監督機関連合）
のウェブサイトで閲覧可能 www.alm.de

17）原語では，‘Staatsvertrag für Rundfunk und 
Telemedien’ 

18）第 11 条「任務」

19）中村美子 前掲参照
20）「放送とテレメディアのための州間協定」第 13

条「財源」
21）「放送とテレメディアのための州間協定」第 11

条「任務」
22）ZDF，事業方針「ZDF のデジタル戦略」‘Die 

Digitalisierungsstrategie des ZDF’（2006 年 6
月 16 日）

23）‘Süddeutsche Zeitung’紙（2006 年 7 月 28 日付）
24）“epd Medien”誌，Evangelischer Pressdienst，

（2006 年 8 月 2 日　Nr.60）参照
25）ZDF, 年鑑“ZDF Jahrbuch 2006”参照
26）ドイツ・スイス・フランス・ベルギー・デンマーク・

ノルウェー・スウェーデン・イギリス・スペイン。
まだ日本からはアクセスできない

27）ZDF，報道資料（2008 年 6 月 23 日）
28）『NHK データブック世界の放送 2008』参照。

ドイツの受信料制度については，内野隆司「ド
イツ　受信料改定案に議論百出」『放送研究と
調査』2004 年 9 月号を参照

29）「放送とテレメディアのための州間協定」第 16
条「テレビコマーシャルの合計時間」

30）GEZ（Die Gebühreneinzugszentrale der 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten，
公共放送受信料徴収センター）が機関名。

31）GEZ，事業報告‘Geschäftsbericht 2006’
www.gez.de

32）放送州間協定第 8 次改正（2005 年 4 月発効）
33）杉内有介「問われる公共放送の任務範囲とガバ

ナンス−ＥＵの競争政策とドイツ公共放送−」
『放送研究と調査』2007 年 10 月号 に詳しい

34）原語では 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag
より詳しい内容は杉内有介「独，公共放送のイ
ンターネットサービス範囲明確化へ」『放送研究
と調査』2008 年 8 月号参照

35）中村美子 「デジタル時代の公共放送モデルとは
−イギリス BBC の特許状更新議論を終えて−」

『放送文化研究年報 52』（日本放送出版協会，
2008）

36）ZDF ，事業方針「デジタル社会における ZDF
の挑戦：特にインターネットの分野について」 

‘ Das ZDF vor den Herausforderungen in der 
digitalen Welt, insbesondere bei Telemedien’

（2008 年 6 月 24 日）
37）過去に放送されたすべての回を，放送期間中は

オンデマンド視聴できる状態
38）ZDF,　事業方針‘Die Digitalisierungsstrategie 

des ZDF ’（2006 年 6 月 16 日）
39）ZDF，年鑑‘ZDF Jahrbuch 2007’
40）‘Süddeutsche Zeitung’紙（2008 年 6 月 16 日付）




