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  はじめに

1982年に制定されたフランスの放送法はフ
ランス革命のさなかに出された人権宣言 1）を意
識してか，その第1条第1項で「視聴覚コミュ
ニケーションは自由である」と高らかに宣言し
た。放送の国家独占を放棄し，民間の放送事
業者の自由な参入に道を開いた瞬間だった。こ
の新法のもとフランスの独立規制機関は，放
送の自由と多様性を保障する要としてヨーロッ
パでは最も早く誕生した。その3代目となる視
聴覚高等評議会，CSA（Conseil supérieur 
de l'audiovisuel）は，放送内容に関する規制
を極めて組織的かつ積極的に行っている。特
に放送倫理の確保，子ども・未成年の保護，
仏語・仏文化の擁護については厳しい監視が
行われ，多くの警告や制裁が発動されている。
そのことが放送表現の自由を狭めることになら
ないのか，具体例をいくつか示しながらフラン
スの規制の特質を見ていきたい。全体構成は
以下の通りである。

1. CSA 設立の経緯

2. CSA の使命，組織構造と独立性
2-1.　CSA の役割と任務
2-2.　CSA の組織構造

2-3.　CSA の独立性
2-4.　CSA の透明性

3. CSA，規制の実態
3-1.　コンテンツ規制の方法
3-2.　制裁へのプロセス

4. フランス的規制の特質
4-1.　報道倫理の確保
4-2.　子ども・未成年保護
4-3.　仏語・仏文化擁護 

5. まとめ　放送倫理と放送の自由

  1. CSA 設立の経緯

「ドゴール 2）の放送」とも呼ばれたフランスの
放送は長年国家に直接管理されてきた。1972
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コアビタシオンが終了した翌年，社会党単
独政権下で「コミュニケーションの自由に関す
る86年法を改正する89年法」が成立した。
これに伴って誕生したのが現在に続く3代目
の規制機関CSAである。86年法から89年法
への改正では，独立規制機関の権限の強化
と限定の双方が行われた。すなわち放送番組
監視の権限を強化するとして，89年法では政
府による放送免許付与の際，CSAと放送会
社側との間で放送倫理などについての個別の
協定書を交わすことになった。そして，これに
違反した場合の制裁手段の多様化もはかられ
た。一方，86年法のもとでは，通信に関して
も広範な許認可と監督の権限を政府から独立
規制機関に移管することを予定していたが，社
会党単独政権下の89年法では，このさらなる
権限委譲・自由化方針は実現しなかった。し
たがってCSAはアメリカのFCC等のように通
信に対する権限は持たない。現在それを担っ
ているのは1996年に設立された別の独立規
制機関，電気通信郵便規制機関，ARCEP

（Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes）である。

  2. CSAの使命，組織構造と独立性

第2章ではCSAの使命と組織構造，そして
独立性や透明性を政府や議会そして視聴者と
の関係において見ていきたい。

2-1 CSA の役割と任務
CSA設立の根拠となっている法律は「改正

されたコミュニケーションの自由に関する1986
年法」である。その第1条第1項で，視聴覚コ
ミュニケーションの自由を宣言したあとに続く

年の放送法には「フランスのラジオ・テレビは
全国的公役務であり，国家の独占物である」と
明記されている。この時代，フランスでは放送
に対する規制・監督の権限が政府に集中して
いたため，政府・与党をはじめ政界からの放送
への介入が頻発していた。これに対して1982
年制定の放送法は「視聴覚コミュニケーション
は自由である」と宣言し，フランスが長年堅持
してきた放送の国家独占原則を正式に放棄し，
民間の参入を促した。前年に出現したミッテラ
ン左翼政権が踏み切った大きな方針転換だっ
た。これを受けて，

84 年 カナルプリュス（CANAL+, Canal Plus）
86 年 ラ・サンク（La 5, La Cinq）
86 年 メトロポール 6（M6, Métropole 6）
87 年 テレビ・フランス 1

（TF1, Télévision Française 1）3）

と民間のテレビ局が 80 年代に次 と々誕生した。
放送界が膨張する中で，独占的公共放送時

代には不要だった商業放送に対する許認可の
担い手が必要となった。また政治的介入の余
地を狭めるため，政府に集中していた監督権限
の多くを独立法人に移す必要に迫られた。そ
の結果，82年法に基づいて，視聴覚コミュニ
ケーション最高機関，HACA（Haute autorité 
de la communication audiovisuel）がヨーロッ
パでは初めての独立規制機関として誕生した。

86年，ミッテラン大統領・シラク首相の第一
次コアビタシオン（保革共存）政権が誕生し，

「コミュニケーションの自由に関する法」が新た
に制定された。この新法に基づいてHACAに
代わる独立規制機関，コミュニケーションと自
由のための国民委員会，CNCL（Commission 
nationale de la communication et des 
libertés）が誕生した。
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第2項で，
•  この自由の行使は，一方では人格の尊厳の

尊重，他者の自由と所有権の尊重，およ
び思想・意見の諸潮流の表現の多元的性
格の尊重のために求められる場合を除き，
他方では公共の秩序の擁護，国防上の必
要，公共サービスの要請，通信手段に固
有の技術的制約ならびに国内の視聴覚制
作産業を発展させる必要性のために求めら
れる場合を除き，制限されてはならない

と自由の行使の例外事項を明記している。そし
て続く第 3 項では，

•  CSA は独立の機関であり，本法の定める
条件に従って，この自由の行使を保障する

とCSAの使命を定義している。
この冒頭の3項だけでCSA設立の根拠と目

的は明らかである。それはいかなる政府機関か
らも独立した機関であり，放送の自由を保障す
る砦である。ただしその自由は無制限ではなく，
人格の尊厳や多元的な表現の尊重，公共の秩
序の擁護等が実現されない場合は，CSAによ
る規制を受けるのである。　

放送法に基づくCSAの主な任務は次の通り。
① 電波監理，周波数割り当て，放送免許の

更新，没収

② 放送会社等に対する平等な関与と，自由
な競争の助長

③ 番組の質と多元性確保のための監視
④ フランス語・フランス文化の擁護
⑤ 有害コンテンツからの子ども・未成年保護
⑥ 放送会社による義務違反に対する注意喚

起，釈明要求，制裁
⑦ 公共放送に対する意見表明

この内③〜⑤の3つ，いずれも番組コンテン
ツの規制に関わる任務については，このあと第
3章で詳しく見ていきたい。

2-2 CSA の組織構造　

CSAは政府から独立した委員会組織による
行政機関である。評議会のメンバーは9人で，
共和国大統領，上院議長，下院議長がそれぞ
れ3人を任命し，この内，委員長については大
統領が指名する。委員の身分は保障され，解
任されることはない。メンバーは任命時65歳
以下で，他の仕事との兼職は一切禁止されてい
る。任期は6年で，2年ごとに3人を入れ替える。
2010年8月時点のメンバーはテレビやラジオの経
験のあるジャーナリスト出身が6人，官僚出身が
3人というプロフェッショナルの集団である。

氏　名 選任者 担当部会 経　歴
Michel Boyon 大統領 委員長 ラジオフランス会長
Michel Reiser 大統領 視聴覚制作 ドキュメンタリー制作
Françoise Laborde 大統領 子どもの保護 F2，F3 番組編集長
Marie-Laure Denis 上院議長 政治的多元性・選挙 保健省局長
Alain Mear 上院議長 デジタル TV 国務院評定官
Christine Kelly 上院議長 広告・視聴者保護 TV キャスター
Sylvie Genevoix 下院議長 公共 TV TV プロデューサー
Rachid Arhab 下院議長 視聴覚コンテンツの倫理 TV キャスター
Emmanuel Gabla 下院議長 新しい視聴覚サービス 経済産業省情報技術局長

表 1　CSA評議委員一覧

※ CSA の HPより



79OCTOBER 2010

評議会は原則として毎週火曜日に開催され
る。合議制を重視しており，CSA事務局によれ
ば出席メンバーの合議に基づいて決定が下され
るケースが95〜99%で，ほとんど合議により決
定される。ただ，制裁のケースで，制裁金の額
等について事前に合意が得られなかった場合
等は多数決で決める。出席している構成員の
過半数で議決され，賛否同数の場合は委員長
に決定権がある。

評議会の下には，「視聴覚コンテンツの倫理」
「多様性」「子ども保護」「公共テレビ」「新しい
視聴覚サービス」等分野別に合わせて18の作
業部会があり，委員長を除く8人の評議委員が
分担して主宰している。

これとは別に委員長の権限の下，事務局が設
けられている。事務局の下には，番組内容の監
視を担当する「番組局」，放送免許の審査を行
う「放送事業者担当局」，評議会の決定の法的
側面を確認する「法務局」等8つの部局がある。

人員はパリの本部に約300人，リヨンやマル
セイユ等の中核都市，それに海外県等16の地
方組織に約100人の，合わせて400人体制で

ある。予算は秋に政府が議会に提出する予算
案に計上され，議会の審議，承認を受ける。
2008年の事業費は3,439万ユーロ（約38億円）
だった。

2-3 CSA の独立性
放送行政や放送規制に関して法律を制定し

たり改正したりするのは政府，議会であり，「政
令」（décret）を出すのは大統領または首相であ
る。CSAに法律制定の権限はないが，大統領
府や議会に諮問されれば意見を述べる。ただ
具体的に，例えば青少年保護に関する「指令」

（directive）を出したり，地デジ推進のための
「管制」（régulation）を出したり，番組内容に
ついて注意を喚起し改善を促す「催告」（mise 
en demeure）を出したりするのはCSAの役割
である。つまり放送会社，およびその番組内容
についての規制は，政府，議会，CSAの3者
が関わっており，CSAは放送の国家独占が終
わった後に加わった3番目の決定機関であると
も言える。中でもCSAの中核的役割は放送内
容の監視であり，その意味では，核拡散の監

CSA組織図

委員長
事務局

番組局
障害者のためのアクセス部会

国際放送・国際協力部会

競争・経済・欧州問題部会

視聴覚コンテンツの倫理部会

多様性部会

デジタル TV 部会

新しい視聴覚サービス部会

海外県・海外領土部会

政治的多元性・選挙部会

視聴覚制作部会

子どもの保護部会

広告・視聴者保護部会

アナログラジオ部会

デジタルラジオ部会

ローカルテレビ部会

全国有料テレビ部会

全国無料テレビ部会

公共テレビ部会

評議会秘書室

放送事業者担当局 技術局

法務局 欧州・国際担当局

運営・財務局 研究・予測担当局

評議会

※ CSA の資料・パンフレットより作成（2010 年 8 月現在）
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視機関であるIAEA，国際原子力機関と同じ
watchdog（監視人）なのである。

ただしCSAが発する指令や管制，催告につ
いてはいかなる政府機関もこれを変えたり，廃
棄したりすることはできない。そこにCSAの権
威と独立性がある。CSAの決定を廃棄できる
のは「国務院」（Conseil d’État）4）だけである。
例えばCSAの発動する制裁に不服があれば，
放送会社は国務院に訴えることができる。そし
て制裁の発動が法に照らし合わせて正しいかど
うかを判断する国務院の決定が，最終的な裁定
となるのである。その意味で国務院は，放送規
制に関わる4番目の国の機関であるとも言える。

2-4 CSA の透明性
CSAは毎年，活動報告書を作成し，公に発

刊される前に大統領，政府，議会に提出しな
ければならない。

一般視聴者にはCSAのホームページを通じ
て情報を公開している。このサイトから，視聴
者は質問，意見表明などができる。「Décisions」
というページを開くと，CSAの決定事項が新し
いものから順に閲覧できる。CSAの月刊誌「La 
Lettre」にも，1か月分の「Décisions」が掲載
され，放送局に対する意見，警告，制裁措置
などが公表されている。

CSA事務局によると，CSAには視聴者から
メールや電話などで，年間4〜5,000件の苦情
や質問が寄せられ，基本的にその全てに対応
しているという。デジタル化についての質問か
ら人種差別，誤報への苦情等様々で，メール
をきっかけにCSAが放送局に問い合わせる等
調査を開始し，催告などの措置に発展すること
もあるという。

  3. CSA，規制の実態

第3章ではCSAがどのような方法で番組内
容の規制を行っているのか見ていきたい。

3-1 コンテンツ規制の方法
前述のように視聴者からの苦情のメールで放

送内容についての調査が始まることもあるが，
基本的にCSAは，各局の放送内容について全
てをチェックしている。ただし，事前検閲は一
切ない。CSAは2004年以降，24時間365日
分の全ての放送内容をコンピューターシステム
に保存しており，随時チェックすることができ
る。映像アーカイブセンター，国立視聴覚研究
所INA（Institut national de l’  audiovisuel）で
開発されたものとほぼ同じである。

放送コンテンツのモニターを日常的に担ってい
るのは番組局である。局の中には，例えば「子
ども保護」，「政治的多元性の確保」といった
テーマごとに，各放送局を横断的に監視するい
わば横型の監視グループがある。一方で全国ア
ナログ放送，有料ケーブルチャンネル等のメディ
ア別に各テレビ局，ラジオ局を監視しているグ
ループがある。例えば商業放送テレビ局TF1の

番組モニターする職員
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担当者はTF1の全ての番組を1人でチェックす
る，いわば縦型の監視を行っている。このよう
に縦横双方向の監視を補完的に組み合わせた
形で，全体的な監視が行われているのである。

評議会で最終的な決定が下されるまでのプ
ロセスを追ってみよう。

① 番組局内の特定放送局（例えば TF1）
担当者が番組をチェックして「この内容
は暴力的すぎる」と判断すると，局内の
子ども保護グループの責任者に連絡する。

② この責任者は番組局以外の「子ども保護」
担当者にも呼びかけて委員会を開き，問
題の番組を一緒に見る。そして問題点を
指摘した報告書をまとめるが，そこには当
該放送局の過去の違反事例や，他の放
送局による類似の違反事例に CSA がど
のような判断をしたかも書き加えられる。

③ 報告書は法務局に回され，法的観点から
番組局の判断に問題がないかどうか審査
し問題なしとなったら，事務局長が子ども
保護担当の評議委員に報告書を上げる。

④ この評議委員の下，「子ども保護部会」の
会合が開かれ，CSAとして何らかの対応
をとるべき事案であるかどうか検討する。

「催告」「制裁」などの措置が必要と判断
されれば，評議委員がこの問題を火曜日
の評議会の議題とするよう委員長に申し
入れる。

⑤ 評議会が開催され最終的な決定が下さ
れる。

　

3-2 制裁へのプロセス
CSAによる制裁の根拠は放送法ならびに，

放送免許交付と引き換えにCSAが各放送会社
と交わした協定書である。これは前述したよう

に89年の改正放送法で強化された権限で，報
道倫理や子どもの保護などについてより具体的
に規定してあり，これに違反すれば制裁措置
を受けるのである。制裁には，制裁金の支払
い，訂正放送の読み上げ，当該番組の一時停
止，放送免許の期間短縮，そして免許取り消
しがある。免許取り消しについてCSAは，案
件が放送法違反にあたる場合は発動できるが，
CSAとの協定違反だとそこまでは行えないこと
になっている。では制裁へと至るプロセスを具
体的に見てみよう。

CSAの法務局によると，基本的に違反をみ
つけたら，まず放送事業者に注意し改善を求
める。改善がはかばかしくないと判断されると
次は，催告（mise en demeure）の手紙が委
員長の署名入りで放送会社に送られる。この段
階からは官報に公表され，のちにCSAのホー
ムページ等にも掲載される。それでも同じよう
な違反を繰り返している場合CSAは，「制裁手
続きの開始」（engagement de la procédure de 
sanction）を告げる手紙を放送会社社長宛て
に送る。会社側は受け取って1か月以内に返答
しなければならず，社長もしくは代理の弁護士
がCSAの召喚に応じて証言しなければならな
い。この段階に至っても，改善の見通しがたた
ないと評議会が判断すれば制裁へと至ることに
なる。この決定に不服があれば，放送事業者
側は，通告を受けてから2か月以内に国務院に
全面審判訴訟を起こすことができる。

制裁の方法は2種類ある。制裁金の支払い
を科す場合は年間総売上高の3%が上限だが，
繰り返し違反した場合は最高5%の制裁金を科
すことができる。また番組の中で違反事実につ
いて，CSAの作成した訂正の声明をそのまま
放送させるという制裁もある。　
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  4.フランス的規制の特質

では実際にどのような規制や制裁が行われて
いるのか，CSAの対応件数が多いトップ3であ
る「報道倫理」「子ども・未成年保護」「仏語・
仏文化擁護」の3つの分野について具体例を見
ていきたい。

4-1. 報道倫理の確保
2009年11月のある日，商業放送テレビ局

Canal+の社長宛てに次のような手紙が届いた。

これは「制裁手続きの開始」を通告する手
紙の一例である。いずれもニュースの内容に関
係のない映像を流したというもので，Canal+
は，番組の中でCSAの声明をそのまま読み上
げるという訂正放送をするしかなかった。

　
商 業 放 送 最 大手 のTF1でも2008年から

2009年にかけて同様の誤報が相次いだ。制裁
に抵抗しつつ結局はCSAの声明読み上げへと
至った経緯について見てみよう。

• 2008 年 8 月 8 日，TF1の夜 8 時のニュー
ス番組で，2 日前から行方不明になってい
た 2 歳の男の子の捜索に関するニュース
が取り上げられた。現場のレポーターは
生放送の中で，「残念ながら遺体で発見さ
れたようだ」と報告した。しかし実際には
その時点では安否は定かでなく，その後
生存が確認された。

• 続いて 2009 年 3 月11 日の昼のニュース

2009 年11月23日　パリ

社長 殿

CSAとCanal+社との間で2000 年5月29日に締結
された協定書では第15 項において，「Canal+社は，
全ての番組において誠実さが要求される。報道の妥
当性と情報源を確認する」と規定しています。（中略）

第17 項では，「同局は情報の取り扱いと提示の厳
密さを遵守し，使用する映像が報道内容に沿ったも
のであるかどうかを常に確認する。再現映像，イメー
ジ映像については，そのことが視聴者に明確に分か
るようにしなければならない。映像や音声によって風
刺や模倣をする場合には，元の映像の意図を著しく
歪めたり，視聴者を困惑させるような編集をしたりし
てはならない」と規定しています。

CSAは，グアドループでのデモに関するレポート
の中でCanal+が，マダガスカルで起きた別のデモに
対する軍事介入の映像を使用した事を受け，2009 年
2月24日付で同局に対し，協定第15 項及び第17 項を
遵守するよう催告しました。

この 催 告 にもかかわらず，Canal+社はその 責
務を尊重していないように見られます。情報番 組
Dimanche Plus （日曜日プラス）の2009 年10月18日
放送分を視聴した結果，EPAD（デファンス地区整
備公社）の会長選挙を話題にした際に，ドイツの放
送局ARDのニュース番組の中で，記者がこの会長選
挙について皮肉を言っているように見える部分を抜粋
して紹介していましたが，実際にはそれがインターネッ
トサイトに載っていた，会長選挙とはまったく関係の
ない別のニュースを加工した風刺動画であったことが

判明しました。この動画を放送するにあたって，翻訳
の正確さについても，動画の出所についても，十分な
確認をしていなかったようです。結果として，同局は，
不正確で視聴者を欺くような情報を流し，正確な報道
をするという責務に違反しました。

CSAでは，2009 年11月10日の評議会において，
Canal+社に対し協定第15 項及び第17 項への違反を
理由に，制裁を科す手続きに入る事を決定しました。

放送法に規定されているとおりCanal+社は，この手
紙を受け取ってから1か月以内に文書による反対意見を
提出する事ができます。CSAが同局の代表者からの意
見聴取を行う日取りについては，後ほど通知します。　
　

敬具
（CSA委員長）ミシェル・ボワイヨン

Canal+ 社長　ベルトラン・ムユー 殿
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番組でドイツの銃乱射事件を扱った際，
犯人の顔写真として，ドイツの放送局が
流した別の事件の容疑者の写真と名前を
誤って放送した。

• さらに 4 月 3 日の夜のニュース番組で「イ
ンターネット不正ダウンロード取締法」の
国会採決のニュースを扱った際，国会議
員の多数がボイコットしたにもかかわらず，
資料映像として大勢の議員が出席してい
る別の法案の採決の映像を使った。

• 最後に 4 月12 日の昼の番組で，イスラム
教徒の集会のニュースを扱った際，「男女
が分かれて出席している」と事実と異なる
発言をした。

これらに対してCSAはまず改善を求める「催
告」を，さらに「制裁手続きの開始」を告げる
通告を行った。そして2010年3月9日，報道倫
理上問題のある放送を繰り返したとして，違反
事例を指摘するCSAの声明文を放送中に読み
上げる制裁をTF1に科すと発表した。こうした
声明読み上げという懲罰制裁はテレビでは初め
てだった。

これに対してTF1は声明読み上げの方法を
巡って抵抗した。CSAは違反事例全てを声明
に盛り込み，2つのニュース番組の冒頭で読み
上げるよう求めたがTF1は抵抗し，結局2回
にわたる放送に分けて，別々の違反事例につ
いて番組の最後に声明を読み上げることとなっ
た。いずれも「では，これからCSAの声明を
読み上げます。引用始め」で始まり「引用終わ
り。CSAは，この発表文を，音声・字幕いず
れにおいても一切の関連コメントなしに読み上
げるようTF1側に求めてきました」とキャスター
が早口で読み上げた。スタジオからの切り替え

映像にはCSAの外観映像が使われた。
CSA側には前例のない強い制裁を科した理

由があった。CSAは，最近の動向として報道
の厳密さに関わる違反例が急増していると発表
した。それによると違反件数は，2008年の35
件に対して，2009年は76件と2倍以上に増え
ている。この内10件に対して「催告」を，TF1
とCanal+の2件に対して制裁を発動した。違
反の主な内容は，十分確認しないままインター
ネットから映像を引用した結果の誤報，人の死
亡に関する誤報，不正確な情報の報道，著作
権侵害等である。中でも増加傾向にあるのは，
インターネットからの，映像情報を含めた不確
実な情報の引用だとしている。このためCSA
は今年6月16日，「視聴覚コンテンツの倫理部
会」の部会長である評議員のもと，全国放送
のテレビ局の責任者を集めて会合を開き，この
問題についての検討を始めた。参加者側から
は，インターネット上の映像の出典を確認する
のは非常に難しいとの意見が出されたという。

　

4-2  子ども・未成年保護
86年放送法では，第15条で「CSAは未成

年者の身体的，精神的，道徳的成長を害する
おそれのある番組が，公衆の用に供されないよ
う留意する」とある。これに基づいてCSAは
1989年5月，子どもと未成年者保護に関する

「指令」（directive）を出した。それによれば，
午前6時から午後10時半にかけての時間帯に
エロチックな，あるいは暴力をそそる番組を放
送してはならないことになった。

この指令に度々違反したとみなされ，ついに
は20万ユーロ（約2,200万円）という，これま
でで最高額の制裁金を科せられたラジオ局の
例を見てみよう。若者に人気のある音楽番組が
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主体の商業放送大手のラジオ局「Skyrock」，
その看板番組の1つにリスナーからの電話を受
け，司会者が相談にのる「自由ラジオ」という
番組があった。毎週木曜日の午後9時過ぎに
は「今月の問題」というコーナーがあり，ここ
では時 「々性の問題」が取り上げられた。しか
し，CSAによれば，「若者の性の悩み相談とし
てまっとうな性教育的価値のあるアドバイスを
するのではなく，過激な性表現を使った挑発
的な内容」で，「司会者の発言は過激で，時
に暴力や女性蔑視を支持するような内容でも
あった」ため2004年2月，こうした放送をや
めるよう最初の催告を行った。さらに2005年，
2006年にも2度目3度目の催告を行った。しか
しSkyrockは同様の内容の番組を続けたため，
CSAは2006年1月，Skyrockに対して，5万ユー
ロ（約550万円）の金銭制裁を科すことを決定
した。しかしSkyrockはその後もCSAの催告
を尊重せず，午後9時過ぎの時間帯に「性的体
験を露骨で，詳細で，陳腐な方法で描写した」。
このためCSAは2008年7月，ラジオ局に対す
るものとしてはこれまでで最高額の20万ユーロ
の制裁を科す決定をした。

これに対してSkyrock側は「表現の自由を侵
害する権力の乱用だ」として，国務院に制裁の
凍結を訴えたが，国務院は2008年10月，CSA
の制裁は妥当だとする裁定をくだし，制裁が確
定した。5年の長きにわたってSkyrockが抵抗
を続けたことについてCSA側では，「若者に人
気があり聴取率の高い番組だったため，過激
な内容で若者を惹きつけ広告収入を上げようと
したのだろう」5）と見ている。一連の経過を経
て，2009年以降はSkyrockで問題となるような
番組は放送されていないという。

暴力表現についても基準が厳しく，日本で人

気の格闘技K-1について，CSAによれば「教育
的価値を尊重しない暴力的なもの」とされ，今
年からフランスでは事実上放送が禁止された。

　

4-3 仏語・仏文化擁護
放送に限らず，映画，演劇を含めフランスは，

自国の文化の擁護に極めて熱心である。放送
における仏語・仏文化擁護については次のよう
な量的規制「クォータ制度」が86年放送法で
規定されている。

• 放送法第 27 条
  映画作品については，ヨーロッパの作品が

60% 以上の比率を占める放送，ならびに，
オリジナル版がフランス語で表現された作
品が，少なくとも 40% を上回る比率を占め
る放送でなければならない。

• 放送法第 28 条
  ラジオ放送で，聴取率の高い時間帯に放

送される番組の内，ポピュラー音楽で構成
された部分について，フランス語表現の音
楽作品が最小限 40% に達しなければなら
ない 6）。

こうした量的規制は，フランスおよびヨーロッ
パ文化にふれる機会を守るという意味で視聴
者側を保護するものであり，一方でフランス産
の歌や映画の分量を守るという意味では産業
界の保護でもある。

では，どのようにクォータ規制の監視を行う
のか。CSAによればフランスには地域のコミュ
ニティー FM等を含めると，1,500局を超えるラ
ジオ局がある。各局は放送の15日前までに番
組編成表をCSAに提出することになっている。
CSAはこれで音楽番組の放送時間帯を確認し
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2008年のCSAの年次報告によると，7月か
ら9月にかけての夏の期間の，主要なFM局の
仏語表現の歌の達成率は表2のとおりである。
これを見ると4つの局に40%を下回った月があ
るが，不足分はせいぜい4%から1%未満であ
る。ロックやラップ等，海外の新しいタイプの
ポップミュージックをフランスの若者たちも次々
と受け入れていくなかで，むしろよく達成してい
ると言えるかもしれない。このクォータ制の導入
で，フランスの国内音楽産業は，90年代にCD
の市場シェアを伸ばし，息を吹き返したという。

映画放送規制に関しては今年，厳しい金銭制
裁が決まった。今年3月，CSAは，地デジ無料
テレビNRJ 12 の2008年1年間のヨーロッパ制
作映画作品の放送の割合が，規定の60%を大
きく下回る49.2%だったとして，7万5,000ユーロ

（約820万円）の制裁金を科すことを決定した。
CSAは2005年にも地デジ有料テレビCanal 
Jimmyに対して同じような理由で，7万5,000
ユーロの制裁を科している。カンヌ映画祭を開催
し，ハリウッド製映画とは一線を画す作品づくり
で一定の影響力，集客力を維持し続けている仏
映画産業界ではあるが，その背景では放送界の
クォータ規制が助け舟となっているのである。

　

  5. まとめ 放送倫理と放送の自由

こうしたCSAの厳しい規制と制裁について
は，放送界から反発が出ている。第4章で詳
しく報告したCSAによる訂正放送声明読み上
げ 制 裁 について，TF1とCanal+は「CSAに
よる職権乱用だ」として国務院に訴えている。
Canal+の副社長は，「我々は番組の中で，訂
正を行った」にもかかわらず，この制裁を科さ
れたことは「驚くべき，ショッキングで，度はず

てモニターしたり，コンピューターシステムに登
録された番組をあとからチェックしたりして放送
時間の量を積算するのである。

情報公開のためCSAが発行している月刊誌
「La Lettre」の2008年7月号には以下のような
記事が掲載された。

「警告」（mise en garde）は，「催告」（mise 
en demeure）より軽く，法的価値はない。制
裁の手続きに入る必要のない小さな違反と判
断した場合，とりあえず「警告」する。フラン
ス語表現の歌のクォータを達成できずに，「警
告」を受けたのは2007年が10件，2008年は7
件，より重い「催告」を受けたのは，2007年，
2008年とも3件である。

局　名 7 月 8 月 9 月

CHERIE FM
（50％） 49％ 50.4％ 49.9％

RFM（50％） 49.7％ 50％ 49.3％

VIRGIN
RADIO 39.8％ 40.5％ 39.3％

KISS FM 39.6％ 40.5％ 38.9％

NRJ 36％ 38.1％ 36.9％

RTL2 41.1％ 41.3％ 41.3％

SKYROCK 45.1％ 47.4％ 45.9％

TOP MUSIC 39.8％ 39.7％ 38.8％

WIT FM 40.7％ 41％ 41.5％

表 2　仏語の歌達成率（2008 年夏）

（2008 年 CSA 年次報告より作成）

Vitamine 局に警告
　フランス語表現の歌の割合について調査した結果，
ラジオ局 Vitamine「ビタミン」は 2008 年 2 月から 4
月までの 3 か月間のうち，3 月，4 月の 2 か月間続けて，
フランス語表現の歌のクォータを尊重しなかった。こ
のため CSA は 6 月 17 日，Vitamine 局に対して，「警
告」（mise en garde）の措置をとった。4 月のフラン
ス語表現の量は 28.1% しかなかった。
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れた」もので，「メディアの歴史に特異な前例を
つくった」と厳しく非難した。

言論界からもCSAの制裁は行きすぎではな
いかという意見が出ている。フランスキリスト
教労働者同盟のジャーナリスト事務局は「CSA
は，TF1とCanal+が自ら謝り，訂正の放送を
したにもかかわらず，声明の読み上げを押し付
けた。メディアは行政の介入から守られるとい
う憲法の原則に違反している」としてCSAのミ
シェル・ボワイヨン委員長に説明を求めている。

また巨額の制 裁 金を科されたラジオ局
Skyrockの当時の社長は，「CSAのメンバー
のユーモアのセンスは我 と々違う。この制裁は
ユーモアのセンスに対する侵害だ」とCSAに対
して皮肉まじりで反発している。

元祖自由の国フランスで，なぜこのように厳
しい放送規制が行われているのだろうか，若
干，考察の糸口を探してみたい。

　　
フランスが仏語・仏文化の擁護に駆り立てら

れる動機は比較的分かりやすいかもしれない。
フランス語は一時期ヨーロッパの共通外交言語
であり，共通宮廷言語でもあった。しかし，産
業革命，アメリカの台頭，グローバリゼーショ
ン，インターネットの普及を経て世界の共通コ
ミュニケーション言語の座は完全に英語に奪わ
れた。一方で自国の言語，文化を積極的に保
護しないと，桁違いの資金力のハリウッド映画
やアメリカンポップス，ファストフード文化に侵
略されかねないという危機感もある。

では報道倫理の確保や子ども・未成年の保
護で見られるような徹底的な監視と規制の根拠
には何があるのだろうか。一般的には，放送
規制の根拠として以下のような要因があげられ
ている7）。

① 電波は公共性の高い公的財産である。
② 周波数は有限で稀少なので放送免許を得

たものには責任が発生する。
③ 放送はチャンネルを合わせれば，誰が見

ているかに関係なく無差別に家庭に入っ
てきて，影響力も強い。

これらに加えてフランスには歴史的な要因も
あると思える。80年代初頭までの長い間，放
送は国家によって独占的に管理されてきた。フ
ランスは今も中央集権的な国家であり，上から
の規制や統制を受け入れやすい土壌が残り続
けている可能性がある。

また，フランスでは80年代の放送の自由化
で次 と々商業放送が誕生したが，番組編成表
を自前の番組だけで埋めることができず，アメ
リカのテレビ番組や映画，日本製のアニメ等に
頼らざるを得なかった状況があった。同じころ，
移民問題もからんで，若者による犯罪や暴力が
深刻な社会問題となって浮上した。日本製アニ
メには暴力的すぎるシーンが多く，子どもに悪
影響を与えていると，時には，校内暴力の増加
に結びつけて議論されるようにもなった。その
結果，多くの日本製アニメやアメリカ映画が暴
力，性表現が過激で子どもに有害だとして，フ
ランスのテレビから排斥されていったのである。
こうした暴力，性表現に対する社会の敏感さが
今も続いている可能性も考えられる。一方で子
どもの保護を理由にアメリカの映画や日本のア
ニメが減ることは，相対的にフランス製の映画・
番組が増えることでもある。このことは，仏語・
仏文化保護，自国産業保護と結果的にはつな
がり，一石二鳥となっている状況もある。

最後に，こうした歴史的要因とは別に，放送
規制の法的根拠はどこにあるのだろうか。　　
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　視聴覚コミュニケーションの自由を宣言した
82年放送法はその第2条で，「市民は自由で多
元的な視聴覚コミュニケーションを享受する権
限を有する」とも規定している。受け手の視聴
者の側にも一定の具体的権利が保障されるべ
き旨を明らかにしたもので，この文言はその後
の立法の中には現れてこないが，その趣旨は継
承されている8）。

さらに86年放送法の成立にあたっては，野
党側だった左翼勢力が，大幅な市場原理の導
入と，大胆な放送自由化による民営化の推進を
目指す内容に反発し，いくつかの条文に関して
憲法適合性を審査すべきだとして憲法院に提訴
した。その際憲法院は放送の自由に関して次の
ような注目すべき見解を示した 9）。「放送の自由
によって実現されるべき目標は，（中略）自由の
本来的享受者である視聴者が，自己の自由な
選択権を行使できることであり，公権力がその
自由な選択権を自らの決定権に置き換え，また
は，これを市場原理の下に置くことはできない」

これについて大石泰彦氏は，「放送の自由の
主体を放送の受け手である公衆ととらえること
によって，その公衆の情報選択の自由の確保
のために，国家によって行われる放送の送り手
の自由に対する種々の制限を，放送の自由に内
在し，むしろそれを促進するものとして承認す
る」ものと解釈している。

メディアに籍を置くものは，表現の自由と言
えばすなわち表現をする側の自由と考えがちだ
が，放送というメディアに関しては，むしろ受
け手の側の自由こそ，放送の自由の主体だとい
うのである。これに対して大石氏によれば，フ
ランスにおける放送の自由は，「管理下の自由」
または「監視される自由」と反発する学者も多
く，憲法院判決の論理を是としない「送り手の

自由」論が強固に主張されているという。
21世紀，「視聴覚コミュニケーション」を運

ぶ媒体は増え続ける。デジタル・多メディア時
代の到来だ。その中で，情報の受け手の自由
を守り，かつ送り手の自由を過度に制限しない
ため，どのようにして放送倫理を実現すればい
いのか，フランスの例は日本にとっても参考に
なると思われる。

（にった てつろう）

注：
1 ）1789 年の人権宣言第 11 条「思想・意見の自由

なコミュニケーションは人間の最も貴重な権利
の 1 つである」

2）第 5 共和政初代大統領，在任 1959 年 1 月〜
1969 年 4 月

3）TF1 は公共放送の第 1 チャンネルが民営化さ
れたもの

4）政府の行政，立法の諮問機関であると同時に最
高行政裁判所の役割を兼ねる

5） 2010 年 2 月 22 日取材，CSA 事務局聴き取り
調査による

6）いわゆる日本語で言うシャンソンでなければな
らないというのではなく，仏語の歌詞であれば，
ロックでもジャズでもよい

7） 山田健太『法とジャーナリズム』第 2 版 学陽
書房 2010 年 4 月

8） 大谷堅志郎『放送研究と調査』1989 年 9 月号
9） 大石泰彦『フランスのマス・メディア法』現

代人文社 1999 年 9 月


