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中長期的な視野における
公共放送サービスと負担の関係について

NHK受信料制度等専門調査会 第四回会合資料
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1.中長期的な視野で公共放送サービスを考える
1-1.ＮＨＫのそもそもの創立理念について (1/3)

性格について性格について

国民的・公共的な放送事業体

放送法により設立された法人であり 、民法や商法に基づいて設立された法人ではない

使命について使命について

• 全国に放送を受信できるように放送設備を整備し、あまねく放送する使命を負う

• 全国民の要望を満たし、文化水準の向上に寄与するような放送番組を放送する任務を持つ

4

昭和25年、社団法人日本放送協会が解散し、現在のＮＨＫが放送法の規定に基づいて設立された。ＮＨＫの
性格や使命に関する、放送法創設時の政府の主な説明は、次のとおり。

財源については、全国に放送を聴取
できるように放送設備を整備するとい
う使命に鑑みて、二元体制におけるＮ
ＨＫの運営財源を制度的に準備する
必要があると考えられた

財源については、全国に放送を聴取
できるように放送設備を整備するとい
う使命に鑑みて、二元体制におけるＮ
ＨＫの運営財源を制度的に準備する
必要があると考えられた

※ パブリック・コーポレーションと近い性質を持つ旨も言及されているが、ＮＨＫについては、上記のとおり国民

的・公共的な事業体であること、社団法人日本放送協会の権利義務、財産を承継しており、設立に際して
国の出資がないことなど、日本における公社や公団のような、いわゆるパブリック・コーポレーションとは異
なる経緯や仕組みを有する
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○昭和25年2月 参・電気通信委員会 網島毅政府委員 （電波監理長官）
放送法案の特色といたしまするところは、第一には我が国の放送事業の事業形態につきまして、これを二つに分けておる点でございます。即ち一つは全国
津々浦々に至るまで、普く放送を聽取できるように放送設備をいたしまして、全国民の要望を充たすというような放送番組を放送することを任務といたしますとこ
ろの、国民的な、公共的な放送企業体でありまして、第二は個人の創意と工夫とによりまして、（略）いわゆる一般放送局、又は民間放送局、こういうものでござ
います。そしてこの二つのものがそれぞれその長所を発揮すると共に、互いに他を啓発し合いまして、おのおのその欠点を補うことによつて、放送により国民が
十分福祉を享受できるように図つておるのでございます。
（略）現在我が国の放送を独占的に実施しておりますところの日本放送協会が、現在約六千人の社員によつて構成される社団法人であることに鑑みまして、新
たにこれに代りまして、全国民に基盤を持つ公共的な特殊法人である日本放送協会を設けることにいたしております。(略)新しい日本放送協会は公的の性格を
持つものでございまして、全国民が国会を通じてその業務の運営、財務等につきまして必要な監督を行うという精神ででき上つております。(略)次に日本放送協
会の性格でございまするが、この日本放送協会はこの法律によつて目的が與えられて設立される法人でございまして、民法に基いて設立される公益社団法人、
又は財団法人でもございませんし、又商法に基いて設立されるところの会社でもございません。即ちこの法律によりまして社団法人日本放送協会から継承した
財産を運用し、経営委員会という議決機関と、会長その他の執行機関を持つところの特殊な法人でございます。協会の行います業務は第九條に掲げてござい
まするが、その業務につきましては特に嚴重な制限を設けまして、放送事業の関係ある事業に協会が大きな支配力を持ち、又その事業の死命を制することの
ないように、或いは受信機等を認定し、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律又は干渉することのないように、これらの行為を禁
止しておりまするし、又放送用受信機の修理場所も、電波監理委員会が特に調査して規定する場所に限つて行えるようにいたしておるのでございまして、これ
によりましていわゆるラジオ業者という民業を圧迫することのないように顧慮されておるのでございます。(略)協会の目的に鑑みまして、これに受信料を徴收す
る利益を認めまして、強制的にこの日本放送協会の放送を聽取し得る受信機を持つた者はこの協会と聽取契約を結ばなければならないというふうにしてござい
まするし、免税その他公共的な事業体として必要な若干の特権は認めてございます。

○荘宏、松田英一、村井修一著「電波法放送法及監理委員会設置法詳解」（昭和25年7月）

• 日本放送協会は、国民の財産を運用し、日本全国あまねく受信できるように放送をする国民の機関であるから、日本放送協会の事業に対する 終的の監督
は国会が行い (略)その経営を民主化するために、議決機関である経営委員会と（略）執行機関とを分離して設けることとし、（略）経営委員会は、一党一派に
偏することなく、（略）又協会は、放送番組の編集について公衆の要望を満たすとともに文化水準の向上に寄与するように 大の努力を払うべくことを定め、そ
の公衆の要望を知るために定期的に科学的な世論調査を行わなければならないものとして、その他にも放送番組の編集についてこの法律で守るべき準則を
定められ、それに従つて行うべきものとされているのである。

• 若し我が国の放送事業の経営を民間にだけ委ねたとしたならば、民間事業は、収益の多い都会地に集中して、山村僻地はおいて顧みられなくなる処がある。
(略)従つて放送が国民に 大限に普及し、国民の要望を満たすこととともに日本の文化水準の向上に寄与するためには、日本全国あまねく受信できるように
放送する公共的事業体を設けることが必要となる。これがため(略)この法律により日本放送協会という従来より更に公共性の色彩の強い特殊法人を設立して、
日本全国あまねく受信できるように放送をする使命を負はせることとなつたのである。

• 社団法人日本放送協会が全国的に独占的放送事業を経営することについては、独占禁止法及び集中排除法の精神から見て疑問があり、且つ(略)、国民的
基盤をもつた組織に改める必要がある、又受信料の確保その他事業経営に必要な保護を与えるとともに国の監督を行うことができるような法的措置を講じな
ければならない。(略)日本放送協会は、アメリカにおけるいわゆる公共企業体(パブリックコーポレーション)に相当するものである。我が国の従来の公共企業
体は、官営事業の合理化の目的で政府が出資した国の事業を経営する事業体であるが、国とは別個の人格を持ち、経営上の自主性を広い範囲に認められ
た事業体である。日本放送協会は、民間の事業が公共的の機関となつたもので、（略）その成立の過移が異り、言論報道機関でもあるから、国から受ける監
督は、日本国有鉄道及び日本専売公社と多少異るものがある（以下略）

1.中長期的な視野で公共放送サービスを考える
1-1.ＮＨＫのそもそもの創立理念について (2/3)
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○荘宏著「放送制度論のために」（昭和38年11月）

現行法がわが国の放送の目的としているものを（略）挙げたのだが、放送のもろもろの特質を考えた場合には、およそ放送たるものはすべて
この目的を達成するようにあってほしいものである。これが公衆の要望であると思われる。しかし法律が法律上の義務としてＮＨＫに要求して
いるところと一般放送事業者に要求しているところとは異っている。法律はＮＨＫには重い要求を課し、一般放送事業者に対してはこれを軽減
している。思うに法律は、わが国の放送の理想像をＮＨＫの放送に求めているのである。

○片岡俊夫著「放送概論」（昭和63年4月）

放送法は、第１条において、放送の 大限の普及、放送による表現の自由の確保、放送の健全な民主主義の発達への寄与の３原則を掲げ、
この法律は、この３原則に従って、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする旨、明確に規定して
いる。そして、第７条以下に、ＮＨＫの組織、運営に関する基本的な規定を置いている。このことは、上記３原則に従って、放送の健全な発達
を図る事業体としての役割を、法律上、まずＮＨＫに期待したということを表している。

○金澤薫著「放送法逐条解説」（平成18年4月）

放送法は受信料を財源とする公共放送機関である協会と自由な経営による民間放送の並存体制を基本としており、相互の切磋琢磨により
放送界全体の発展が図られることを期待している。放送番組の質の面についても、この体制が効果を発揮することを期待しているが、協会に
対しては、特に、豊かで良い質の高い放送番組を放送することを使命とし、放送番組の質の向上とわが国の教育や文化の発展に資すること
を期待している。

○昭和24年6月 ファイスナー氏との会談要旨
(5)協会の改組
(A)公共事業体を創設する。
(B)性質は半官的(Quasi-governmental)であるが政府の「コントロール」はできるだけ受けないような組織にする。その職能は全国的及び地方
的な放送を公共の利益に適するように行うこと、公共の利益に適合するか否かはＲ、Ｒ、Ｃが判定する。
(D)政府の財政的補助を受ける、従つて会計検査院(Board of Audit)の審査を受ける、その財政的補助とは聴取料につき法定せられること
（略)をあげることができる。

(※Ｒ、Ｒ、Ｃは、無線規律委員会(Radio Regulatory Commission)を指すと思われる。)

既述の性格や使命をＮＨＫへ与えることで、ＮＨＫの設立の目的の実現を期待し、ひいてはそれを通して放送法
の掲げる理念の達成を図ろうとしているものと推察される。

また、放送法制定前、占領軍は、ＮＨＫについて、政府のコントロールをできるだけ受けないようにすること、公共の利益
に適する放送を行うことを求めていた。

1.中長期的な視野で公共放送サービスを考える
1-1.ＮＨＫのそもそもの創立理念について (3/3)



1.中長期的な視野で公共放送サービスを考える
1-2.将来のＮＨＫに期待される役割について

(1)過去の有識者会議等の議論(1)過去の有識者会議等の議論

過去にＮＨＫが設置した有識者会議において、今後の多チャンネル時代におけるＮＨＫの役割が検討されている。

平成15年「デジタル時代の公共放送に関する勉強会」報告書 平成18年「デジタル時代のＮＨＫ懇談会」報告書

1.番組の多様性を非商業的財源に基づき確保する

放送法に基づき設立された公共放送事業体が、民間放送とは異なる財源に立
脚し、多数の番組をあまねく日本全国に放送し続けることの意義は、デジタル
時代でもなお不変である。

平成15年「デジタル時代の公共放送に関する勉強会」報告書 平成18年「デジタル時代のＮＨＫ懇談会」報告書

特定組織や企業スポンサーに依存せず、視聴者が負担する受信料によって運
営される公共放送は、健全で、多様・多彩で活力のある民主主義社会を維持・
発展させるために不可欠である。

2.社会生活の基本となる情報を提供する

多チャンネル時代にあっても放送全体の中で確固たる地位を維持し、基本的
情報・教育的情報を公平かつ安価に、しかもこれまで以上に利便性を高めた
形で提供することは、社会の分裂と対立を回避する歯止めとなりうる。

広範な人々の暮らしと社会参加に必要な情報や知識、理性と感情に訴える有意
義で多彩な現象や価値観を、社会全体に公平に、また迅速に伝える役割を担っ
ている。

4 放送の技術開発・普及に寄与する

3.放送番組の質的水準を確保する

従来通り公共放送が高い水準の番組内容を維持しつつ、高度な新技術を活用
した番組制作・放送に積極的にチャレンジし、放送界における先導的役割を果
たすことが必要である。

公共放送ＮＨＫは技術的物珍しさや短期的収益性に惑わされることなく 高速大

公共放送ＮＨＫは、民放との二元体制のもとで、質の高い番組の提供と放送技
術の革新や開発、さらには公正で効率的な組織運営を通じて、放送界全体に寄
与するとともに、広範な視聴者からの信頼を得る努力を地道に積み重ねなけれ
ばならない。

4.放送の技術開発・普及に寄与する

安定した経営基盤に基づき視聴者からの信頼の厚い公共放送が、リスクの大
きい新技術の開発や普及に加えて、地上波デジタル放送への誘導をはじめと
してデジタル化推進の旗振り役としての役割を担うことが、期待される。

5.情報格差(デジタルデバイド)を是正する

公共放送ＮＨＫは技術的物珍しさや短期的収益性に惑わされることなく、高速大
容量の送受信が可能になったことによって活用範囲の広がったインターネット、
ブログ、NGN等の技術の将来性を見極め、より確かな放送技術や番組・放送
サービスの開発と普及を使命とすべきである。

公共放送ＮＨＫには、「デジタルデバイド(情報格差)」の解消や、「情報バリアフ

6.世界規模の情報化に対応した日本発の情報発信を強化する

日本発の信頼出来る情報の発信は 世界各地に居住する日本国民に日本の

( )
公共放送は、社会各層に広く受け入れられる番組を提供する任務を帯びてい
ることもあり、国民間の情報格差(デジタルデバイド)を埋める役割を果たすこと
が期待される。

日本のメディアが国際化していく最初のステップとして、諸外国と国際社会にお

公共放送 、 デジタ デ イ (情報格差)」 解消や、 情報 リア
リー(障壁除去)」の実現に役立つ放送技術の研究、さらには、より内容豊かな番

組をより迅速かつ効率的に制作する技術の開発など、真に視聴者の視点に立っ
た研究基盤の整備が必要である。

日本発の信頼出来る情報の発信は、世界各地に居住する日本国民に日本の
現況を伝えると同時に、世界に対して日本の政治・経済・文化についての正確
な理解を提供し国民の福祉にも資する重要な責務がある。

日本の ディアが国際化して く最初の テップとして、諸外国と国際社会にお
ける日本理解を促進するための国際放送を展望するのであれば、公共放送とし
てのＮＨＫが主体的な編集権をもって行える条件を整えるべきである。
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ＮＨＫでは第三者委員会である「視聴者視点によるＮＨＫ評価委員会」を立ち上げ、「放送の信頼性」および「経営の信頼性」に
関する視聴者の期待について調査を行っている*。

1.中長期的な視野で公共放送サービスを考える
1-2.将来のＮＨＫに期待される役割について

(2)第三者委員会である評価委員会の調査結果(1/4) –調査項目

*ＮＨＫ 「放送に関する調査」(2010年)

評価指標
(期待される役割・価値)

放送の信頼性

評価の柱

独立性・公正さ

自主・自律を守り、多様性・多元性の確保に
努めているか

質の高さ

良質さと高い品位の実現に努めているか

役に立つ

情報が容易に得られ、生活の中で役に立っ
ているか

親しまれる

幅広く親しみを持って利用されているか

社会への貢献

社会の様々な分野の発展に寄与しているか

自主・自律

評価項目
(期待される役割・価値の要素)

公平・公正

多様性を踏まえた編成

迅速・正確な報道

丁寧な取材・制作

良質な番組の開発

ジャーナリズム性の発揮

人にやさしい放送

品位ある放送

緊急・災害時の迅速・正確な情報提供

生活情報の提供

学習機会の提供

国内外の社会情報の提供

利用しやすいサービスの開発・提供

わかりやすい放送

感動の提供

話題性の提供

娯楽性の提供

社会的課題の情報共有

地域社会の発展

文化・芸術の発展

記録・伝承

放送技術の発展

世界への情報発信

デジタル化促進

経営の信頼性 (略)
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1.中長期的な視野で公共放送サービスを考える
1-2.将来のＮＨＫに期待される役割について

(2)第三者委員会である評価委員会の調査結果(2/4) –調査結果概要

「放送に関する調査」の結果、将来のＮＨＫの放送に対する視聴者の期待は、総じて高いことが明らかになった。
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23.4 

36.3 
34.2 
33.6 
33.0 
33.1 
33.6 

36.0 
37.0 

29.3 
38.7 
36.2 

40.4 
31.1 

38.0 
36.1 
30.9 

36.9 
39.2 
36.7 
32.8 

37.7 
35.4 
34.9 

37.9 
34.4 

35.7 
32.2 

30.2 

3.3 
6.5 

9.5 
10.1 

10.4 
11.6 
11.0 
11.5 
11.8 
12.7 
10.9 
14.9 
14.3 
14.8 

13.6 
15.5 
15.8 

11.8 
16.4 
17.1 
16.4 
14.8 
18.3 
17.8 
17.8 
18.5 

25.1 
30.0 

31.5 
32.3 

2.8 
3.8 
4.6 
4.6 
5.6 
5.2 
6.1 
5.7 
5.8 
6.1 
7.8 
5.6 
6.1 
6.1 
8.0 
6.9 
6.8 

11.1 
7.6 
7.4 
8.4 

10.2 
7.4 
8.8 
9.5 
8.6 

14.0 
12.0 

17.0 
17.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（１２）災害等に関する情報をいち早く正確に報道すること

（１１）政治・経済、事件・事故に関する情報をいち早く正確に報道すること

（２６）暮らしに役立つ生活情報を提供すること

（２７）わかりやすい番組を放送すること

（１８）自然・環境・医療・科学技術などの分野にわたって、信頼できる科学番組を提供すること

（１３）過去の貴重な映像記録を次世代のために蓄積・保管し、国民が利用できるようにすること

（７）ていねいに時間をかけて取材・制作した番組を放送すること

（２０）オリンピックなど世界的に関心の高いスポーツの番組を放送すること

（１４）映像・音声を通じて、日本の伝統・文化を継承すること

（２４）高齢者や障害者などに十分配慮した放送に取り組むこと

（３）政治等で意見の対立する課題について、多様な意見を公正・中立な立場で紹介すること

（２８）地域社会に関する情報を提供すること

（２５）社会の規律や倫理に沿った放送をすること

（２９）様々な年代や地域に配慮した多様な放送をすること

（２２）人々の心に残る、質の高いドラマ番組を提供すること

（１７）文化的、芸術的な価値の高い番組を制作することで、日本の芸術文化の発展に貢献すること

（１５）日本の出来事や歴史・文化、アジアの情報を世界に積極的に発信すること

（１）広告主・スポンサーに左右されず、番組を制作し提供すること

（２３）特定のジャンルにかたよらず、全体に調和のとれた放送をすること

（１６）あらゆる世代の視聴者に、学習の機会を提供すること

（４）日本社会に散らばる課題を幅広くとりあげ、国民の間で共有し、互いが議論できる素材を提供 …

（２）国民の間に存在する情報格差を解消するように努めること

（３０）情報が多様化する時代にあって、情報を評価・識別する能力を育てるよう導くこと

（８）国際的に評価されるような番組を提供すること

（６）従来の放送番組の枠にとらわれない新しい形式の番組を創造すること

（５）多様な社会のあり方・価値観を紹介し、互いに寛容の精神や連帯感を持つことに役立つこと

（９）テレビ、パソコン、携帯端末など利用しやすいメディアで情報や番組を提供すること

（２１）競技人口が多くないようなスポーツを積極的に取り上げて放送すること

（１９）バラエティ、アニメなど娯楽性が高く人気のある分野の番組を提供すること

（１０）携帯端末など従来のテレビ以外の新しいメディアに向けて、放送とは異なるサービスを提供 …

１．期待している ２．どちらかというと期待している ３．どちらかというと期待していない ４．期待していない ５．無回答

将来のＮＨＫへの期待 (n=1532)
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*ＮＨＫ 「放送に関する調査」(2010年)

1.中長期的な視野で公共放送サービスを考える
1-2.将来のＮＨＫに期待される役割について

(2)第三者委員会である評価委員会の調査結果(3/4) –「放送以外のサービス」への期待

前頁の評価項目のうち、 「放送以外のサービス」関連の評価項目は、全体平均で見れば比較的低位であるもの
の、回答者の年代別に見れば、若年層の期待はかなり高いことが見て取れる。

放送以外の新サービスへの期待※ 多メディアへの情報提供への期待※

(10)携帯端末など従来のテレビ以外の新しいメディアに向けて、

放送とは異なるサービスを提供すること

(9)テレビ、パソコン、携帯端末など利用しやすいメディアで情報

や番組を提供すること

※ いずれも、アンケート設問に対して「期待している」「どちらかといえば期待している」と回答した比率を示している。(n=1532)
なお、図中の赤枠囲みは、それぞれの［平均値＋5%］を超えている年齢層を示している。

10

平均47.4%

平均58.4%



出所：ＮＨＫ 「放送に関する調査」(2010年)

1.中長期的な視野で公共放送サービスを考える
1-2.将来のＮＨＫに期待される役割について

(2)第三者委員会である評価委員会の調査結果(4/4 ) -「放送以外のサービス」と公共的価値

「放送以外のサービス」を期待している層*1 も、ＮＨＫの「社会への貢献」や「質の高さ」等に対して、高い期待を
抱いている。

*1：設問(9) 「テレビ、パソコン、携帯端末など利用しやすいメディアで情報や番組を提供すること」、(10)「携帯端末など従来のテレビ以外の新しいメディアに向けて、
放送とは異なるサービスを提供すること」 の一方もしくは両方について、「期待している」もしくは「どちらかというと期待している」と答えた回答者

*2：設問(4) 「日本社会に散らばる課題を幅広くとりあげ、国民の間で共有し、互いが議論できる素材を提供すること」について、「期待している」もしくは「どちらかとい
うと期待している」と答えた回答者 ( 「社会への貢献」の一例として )

*3：設問(7) 「ていねいに時間をかけて取材・制作した番組を放送すること」について、「期待している」もしくは「どちらかというと期待している」と答えた回答者 ( 「質の
高さ」の一例として )

「社会的課題の共有」と「放送以外のサービス」 「丁寧な取材制作」と「放送以外のサービス」

「放送以外の
サービス」

を期待しない
30.3%

「社会的課題
の共有」を期

待する*2

回答者
(1,123名)

「放送以外のサービス」
を期待する

72.2%

「丁寧な取材
制作」を期待

する*3

回答者
(1,250名)

「放送以外のサービス」
を期待する

69.7%

11

「放送以外の
サービス」

を期待しない
27.8%



1.中長期的な視野で公共放送サービスを考える
1-2.将来のＮＨＫに期待される役割について

(参考)大臣認可のサービス例「ＮＨＫクリエイティブ・ライブラリー」 - 概要

12

4.創作用素材等の外部事業者への提供
創作用素材を電気通信回線を通じて一般に提供すること等を希
望する事業者から要請があった場合には、クリエイティブ・ライブ
ラリーの効果を高めることを目的として、これを提供する。

実施する業務の概要ＮＨＫクリエイティブ・ライブラリーサービス概念図

ＮＨＫは平成21年10月より、アーカイブスの社会還元事業の一つとして、生きものや日本・世界の風景といったＮＨＫ
アーカイブスの番組や番組素材から切り出した映像資料を、視聴者が表現・創作活動で利用するために、インターネッ
トを通じて無償で提供するサービス、「ＮＨＫクリエイティブ・ライブラリー」を開始した。

3.ウェブサイト上での簡易編集ソフトウェアの供用
簡便に映像・音声の編集を行うソフトウェアを、クリエイティブ・ラ
イブラリー用のウェブサイトにおいて利用可能とし、利用者作品
の制作の用に供する。

2.利用者作品の募集等
クリエイティブ・ライブラリー用のウェブサイトにおいて、創作用素
材を活用して制作された作品を募集し、応募された作品を一般の
閲覧および新たな利用者作品の制作の用に供する。

1.インターネットを通じた創作用素材の一般への提供
ＮＨＫが放送した放送番組およびその編集上必要な資料の一部
など（創作用素材）を、クリエイティブ・ライブラリー用のウェブサイ
トにおいて一般に提供し、非営利目的に限って広く利用可能とす
る。

参考
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1.中長期的な視野で公共放送サービスを考える
1-2.将来のＮＨＫに期待される役割について

(参考)大臣認可のサービス例「ＮＨＫクリエイティブ・ライブラリー」- 法的根拠と認可プロセス

根拠法及び他インターネットを通じた業務との比較 認可プロセス概要

「ＮＨＫクリエイティブ・ライブラリー」は、ＮＨＫオンデマンドと異なり、放送法第9条第2項第8号の業務として、同条第
10項に基づき総務大臣の認可を受けている。

提供する
コンテンツ

ＮＨＫオンデマンド ＮＨＫクリエイティブ・ライブラリー

協会が放送した番組およびそ
の編集上必要な資料

左に加え、クリエイティブ・ライブ
ラリーでの使用のために新たに
収集・制作した独自素材

提供する
コンテンツ
と放送番組
との関係

業務の基準において、明示す
る措置をとることとしている

原則として、明示する措置はと
らない

根拠法

【放送法第9条第2項第2号】
協会が放送した放送番組及び
その編集上必要な資料（これら
を編集したものを含む。次号に
おいて「既放送番組等」とい
う。）を電気通信回線を通じて
一般の利用に供すること（放送
及び有線テレビジョン放送法
（昭和47年法律第114号）第2
条第1項に規定する有線放送
に該当するものを除く。）。

【放送法第9条第2項第8号】
前各号に掲げるもののほか、放
送及びその受信の進歩発達に
特に必要な業務を行うこと。

認可の
要否

【放送法第9条第10項】
協会は、第2項第8号又は第3項
の業務を行おうとするときは、
総務大臣の認可を受けなけれ
ばならない。

認可
(電波監理審議会

に諮問)
申請書及び

添付資料の作成

総務大臣協会（ＮＨＫ）

【放送法施行規則】

(業務の認可申請)
第2条の4

法第9条第10項の認可を受けようとするときは、申請書に次に
掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するもの
とする。

一 業務の内容

二 業務を行うことを必要とする理由

三 業務の実施計画の概要

四 業務の収支の見込み

五 業務を行うために必要とする資金の額及びその調達方法

六 その他必要な事項

参考

【放送法第9条第9項】
協会は、第2項第2号の業務を
行うときは、総務大臣の認可を
受けて定める基準に従わなけ
ればならない。



1.中長期的な視野で公共放送サービスを考える
1-3.公共放送に求められる機能について

(1)調査の目的・方針

14

目的

調査会への諮問事項である、「（２）中期的な視野で、財源制度にも留意した公共放送のあり方について」
を検討する材料とする。

方針

視聴者・国民のメディアへの接触、メディアの機能への認識状況等を調査・分析し、ＮＨＫに求められる機
能や領域についての示唆を抽出する。

社会心理学の研究で実績のあるアプローチを活用する。



1.中長期的な視野で公共放送サービスを考える
1-3.公共放送に求められる機能について

(2)視聴者・国民のメディア接触・認識の現状

15

メディアとしての信頼はインターネットより従来型メディアの方が高い。一方、従来型メディアより、
インターネットから情報を得ている人が既に一定の規模存在している。

主に従来型メ

ディア, 353, 
9.8%

やや従来型メ

ディア, 1,976, 
55.1%

均等に接触, 
255, 7.1%

ややインター

ネット, 692, 
19.3%

主にインター

ネット, 260, 
7.2%

メディア非接

触, 52, 1.4%

従来型メディアよりもインターネットから情報を得ている人が、
4人に1人以上存在。

主に情報を得るメディア 構成比（n=3,588）

各メディアからの情報への信頼度では、ＮＨＫ・新聞社が高位。

あなたは、以下の情報について、どの程度信頼し
ていますか。以下の中からお答えください。

25.9%

11.6%

20.4%

8.1%

57.9%

65.4%

62.4%

63.9%

11.4%

19.1%

13.9%

26.1%

4.8%

4.0%

3.3%

1.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

NHK（テレビ）からの情報

民間放送局（テレビ）からの情報

新聞社からの情報

インターネット上の情報

非常に信頼している

やや信頼している

あまり信頼していない

まったく信頼していない

合計
26.5%



1.中長期的な視野で公共放送サービスを考える
1-3.公共放送に求められる機能について

(3)インターネットを主な情報源としている層の現状

16

メディア接触の態様により、価値観・関心・知識水準等が異なる。また、インターネットを主な情報源としている層
では、“情報ジェネラリスト”傾向が低い（接する情報領域が必ずしも広範囲でない）。

主にインターネットから情報を得ている人は、政治的関心が低
位。

取得している情報領域の数を”情報ジェネラリスト係数”*とし

て定義し、メディア接触の態様別に算出。
インターネットを主な情報源としている層は、情報ジェネラリス
ト係数が4.26と他の層に比べ低い。

16.4%

20.5%

18.8%

14.0%

15.8%

7.7%

54.4%

56.7%

50.6%

54.2%

41.5%

26.9%

22.7%

19.2%

23.5%

26.3%

28.8%

25.0%

6.5%

3.6%

7.1%

5.5%

13.8%

40.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

主に従来型メディア

やや従来型メディア

均等に接触

ややインターネット

主にインターネット

メディア非接触

かなり注意を払っている やや注意を払っている

あまり注意を払っていない ほとんど注意を払っていない

選挙のある、なしに関わらず、いつも政治に関心を持っている人も
いますし、そんなに関心を持たない人もいます。あなたは政治上の
出来事に、どれくらい注意を払っていますか

4.63 5.18 4.75 5.14 4.26 0.00

主に情報を得るメディア×情報ジェネラリスト係数

情報ジェネラリスト係数*

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

100.0%

6.8%
0.5% 2.7% 0.3%

11.2%

0.0%

5.1%

1.4%
5.5%

3.0%

10.8%

0.0%

10.8%

5.8%

9.4%
7.9%

11.9%

0.0%

13.3%

15.0%

20.0%

12.9%

12.3%

0.0%

23.5%

26.7%

20.8%

22.4%

15.0%

0.0%

40.5%
50.7%

41.6%
53.5%

38.8%

0.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

主
に
従
来
型
メ
デ
ィ
ア

や
や
従
来
型
メ
デ
ィ
ア

均
等
に
接
触

や
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

主
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

メ
デ
ィ
ア
非
接
触

6個

5個

4個

3個

2個

1個

0個

*情報ジェネラリスト係数・・・6つの情報領域（気象情報、スポーツ情報、芸能人に関する情報、食事や健

康などの生活情報、政治や社会情勢に関する情報、ビジネスや経済情報）について見る頻度を質問し、
「よく見る」「見る」と回答した領域の数を情報ジェネラリスト係数として算出している



1.中長期的な視野で公共放送サービスを考える
1-3.公共放送に求められる機能について

(4)メディアの機能についての認識－社会心理学的アプローチから

17

メディアの機能として考えられている要素については、大きな期待がある。
インターネットを主な情報源としている層では、自分と同じ意見の人が多いと認識する傾向。

そう思う

18.2%

どちらかと

いえばそう

思う

60.4%

どちらかと

いえばそう

思わない

16.6%

そう思わな

い
4.8%

そう思う

15.6%

どちらかと

いえばそう

思う

56.2%

どちらかと

いえばそう

思わない

22.1%

そう思わな

い
6.0%

あなたは、どのような政治的・
社会的問題が世間で重要だ
と思われているか知りたいと
思いますか

「議題設定機能」への期待

「世論認知機能」への期待

あなたは、世間で話題となって
いる政治的・社会的問題につい
て、人々が賛成なのか反対なの
か知りたいと思いますか

66.3% 62.0% 56.8%

33.7% 38.0% 43.2%

0%
10%
20%
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40%
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60%
70%
80%
90%
100%

N
H
K

視
聴
層

主
に
従
来
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メ
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ィ
ア
＋

や
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来
型
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ア

主
に
イ
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ー
ネ
ッ
ト

Aの意見の人が多い／Aの意見の人がどちらかといえば多い

Bの意見の人が多い／Bの意見の人がどちらかといえば多い

世間では、どちらの意見を持つ人の方が多いと思いますか。
次の中から選んでください

（Bに近い／どちらかというとBに近いと答えた人の回答傾向）

*「フォールス・コンセンサス効果」…合理性推測の誤りと呼ばれ、自分の信念や選択が周囲の

人に合意されている度合いや標準的である度合いを、実際より高く見積もる傾向のこと（出所：
『よくわかる社会心理学』ミネルヴァ書房）

議題設定機能、世論認知機能に対して、7割以上の人が期
待。

Aが多数派の問題について、「Bに近い」「どちらかというとBに近
い」意見を持つ人について調査。
インターネットを主な情報源としている層では、「Bの意見の人が
多い」という人が43.2%と他の層に比べ多く、フォールス・コンセ
ンサス効果*が観察される。

合計
71.8%

合計
78.6%



1.中長期的な視野で公共放送サービスを考える
1-3.公共放送に求められる機能について

(5)ＮＨＫとの関係について

18

メディアの機能に期待する人は、ＮＨＫからの情報に高い信頼を寄せている。
インターネットを主な情報源としている層でも、同様にＮＨＫへの信頼は高い。
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10.9% 13.0%

4.1% 7.4%
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メディアへの期待×ＮＨＫからの情報への信頼

議題設定
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世論認知
機能

31.2% 30.4%
21.2% 20.5%

7.7%
1.9%

60.3% 59.2%

56.1% 57.9%

52.7%

30.8%

5.7% 8.5%

16.9% 13.4%

23.5%

44.2%

2.8% 1.9% 5.9% 8.1%
16.2%

23.1%
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主に情報を得るメディア×ＮＨＫからの情報への信頼

まったく信頼していない

あまり信頼していない

やや信頼している

非常に信頼している

議論設定機能、世論認知機能に期待する層は、期待してい
ない層よりも、ＮＨＫからの情報への信頼が高い。

主にインターネットから情報を得ている人の60.4%がＮＨＫか
らの情報に信頼を寄せている。

84.9% 79.6%

85.5% 79.5%



1.中長期的な視野で公共放送サービスを考える
1-3.公共放送に求められる機能について

(参考)回答者属性

19

調査実施日：11/20-21
外部シンクタンク保有のパネルを使用（パネル数4,000、定期的に入れ替え実施）

有効回答者数：3,588

会社員, 1512, 
40%

会社経営・役

員, 77, 2%自営業, 235, 
6%

公務員・教職

員, 157, 4%

専門

職, 82, 
2%

主婦, 624, 17%

バイト・派遣, 
503, 14%

無職, 197, 5%

学生・浪人

生, 294, 8% その他, 77, 2%

性年代属性 居住地域 職業

男女、16歳～69歳
20～59歳は人口構成で年代割りつけ
（10代、60代は人口構成よりも少ない）

関東地区
（茨城、栃木、群馬、千葉、

埼玉、東京、神奈川）

男性10代, 
38, 1%

男性20代, 432, 
12%

男性30代, 524, 
14%

男性40代, 418, 
11%

男性50代, 486, 
13%

男性60代, 97, 
3%

女性10代, 
52, 1%

女性20代, 
351, 9%

女性30代, 462, 
12%

女性40代, 373, 
10%

女性50代, 439, 
12%

女性60代, 
86, 2%

東京都, 1449, 
39%

神奈川県, 896, 
24%

埼玉県, 567, 
15%

千葉県, 495, 
13%

茨城県, 157, 
4%

群馬県, 103, 
3%

栃木県, 91, 2%

参考



1.中期的な視野における公共放送サービスと負担の関係について
1-3.公共放送に求められる機能について

(参考)社会関係資本の理論 -概要 -

社会関係資本とは成員の相互協力により形成されるものであり、概念上「結束型」と「橋渡し型」の二種類に大別される。
近年では、社会的環境の変化を受けて衰退する傾向にある。

20

参考

社会関係資本の形成過程 社会関係資本の種類と動向

* フリーライダー（ただ乗り）の増加により協力が控えられ、集団への信頼感が

低下していく「負の循環」の存在も指摘されている。

社会の成員間に信頼が醸成される。

「他者の利益のために何らかの行動をすればいつ

かは自分にかえってくる」という期待（一般化された

互酬性への期待）ために、協力行動ができる。

互酬性が一種の社会的規範にまで高められると、

その規範に基づく社会ネットワークが形成される。

形成されたネットワークが社会に埋め込まれること

によって、今度はネットワークが社会の成員を常に

相互に協力するように差し向けるようになる。

相互協力によって集合行為のジレンマが解決し、

民主主義が機能する。やがて社会内の取引コスト

が低下し、経済的に成長する。

形
成
過
程*

顔と顔をつきあわせる関係を伴い、誰でも参加でき、水平的な社会
ネットワーク構造をもつ、自発的な集団・組織・結社(Association)に
積極的に参加することで、社会関係資本は形成されていく。

個別的
信頼

特定的互酬性
特定集団内での
一般化された

互酬性

閉鎖的で強い
紐帯からなる
ネットワーク

同質性の
高い資源

一般的
信頼

一般化された
報酬性

開放的で弱い
紐帯からなる
ネットワーク

多様性の
高い資源

自発的な集団・組織・結社(Association)への積極的参加が減少し、

社会関係資本は衰退傾向

結束型社会関係資本 橋渡し型社会関係資本

安心安全向上

Well-being向上

社会参加・政治参加の促進

社会的寛容性の促進

• 労働量の増加と金銭的圧迫

• 居住の流動化と郊外化（スプロール化）

• マスメディア（特にテレビの影響）

• 世代効果

• ライフスタイルの変化、等

環
境
変
化
の
影
響

二
種
類
の
社
会
関
係
資
本
と
そ
の
特
徴

信頼の
醸成

相互
協力

社会ネット
ワーク
の形成

協力
行動

経済
成長



1.中期的な視野における公共放送サービスと負担の関係について
1-3.公共放送に求められる機能について

(参考)社会関係資本の理論 –放送が社会関係資本に及ぼす影響 -

放送は社会関係資本に対して、①成員に争点を認知させ社会・政治への参加を促す直接的な影響力と、②成員同士
のコミュニケーションを活性化させることで社会・政治への参加を促す間接的な影響力を有している。

21

参考

①直接的な影響：放送による争点の認知

放送内容が争点認知・関与（関心・知識）を高め、社会参加や
政治参加を促進する

争点の認知を通して社会参加や政治参加を促進

放送内容が対人コミュニケーションの素材となり（情報を共有して
いるからコミュニケーションできる）、コミュニケーションを通じて社
会参加や政治参加が促進される

コミュニケーションの活性化を通して社会参加や政治参加を促進

参加する個人の資源が多様・多数であれば、社会全体として
豊かな社会関係資本が形成できる

社会関係資本の多様性を実現

対人コミュニケーションの活性化を通じて社会的リアリティが増し、
社会関係資本の形成・維持が実現される

社会関係資本の形成・維持を実現

②間接的な影響：放送によるコミュニケーションの活性化



1.中期的な視野における公共放送サービスと負担の関係について
1-3.公共放送に求められる機能について

(参考)社会関係資本の理論 –インターネットが社会関係資本に及ぼす影響 -

インターネットは、選択可能な情報の提供を通じて、コミュニティを同質性・排他性を高める可能性がある。
従って、不特定多数に対する大量の情報提供を行う放送とインターネットは、相補的な関係に置かれる可能性がある。

22

参考

インターネットによる成員の同質化 放送とインターネットの相補性

コミュニケーションの円滑化
⇒理解の共通化が進む

長
所

よそ者排除
タコツボ化したコミュニティの増大
⇒魅力が薄れて、消滅するコミュニティ

短
所

放送の特徴と影響

特徴
放送は、不特定多数への
ある種のバイアスを持った
情報を提供するメディア

情報の受け取り方
大量の人々が、同一の
情報に接触する

影響
・社会的リアリティ*の
バックボーンとなる

・対人コミュニケーション
(熟議deliberation) を生む

インターネットの特徴と影響

特徴
双方向で「なんでもあり」の
情報にアクセスするメディア

情報の受け取り方
個々人が選択的に接触する

影響
同類性の高い人々の社会的
ネットワーク (たこつぼ型）の

形成

*「社会的リアリティ」とは、社会的出来事や事象の現実感。
「こう考えてよいのだ」「そう主張することに誤りはないのだ」という確信のより
どころ、ないし起点としてのリアリティを指す。(池田、1993)

インターネットは社会関係資本に対して、コミュニケーションの

円滑化により政治参加・社会参加を促し社会的寛容性を高め

る影響があるが、成員の同質化を促すため、コミュニティのタコ

ツボ化を促進させる負の影響もある。



1.中長期的な視野で公共放送サービスを考える
1-3.公共放送に求められる機能について

(参考)ネット社会の近未来像

生活者の3割強が、情報化社会が進展しても情報の恩恵の享受には格差が生じると考えている。

23

「イメージするネット社会の近未来像」

機会の平等は拡大する
が、情報化の恩恵を被る
人とそうではない人の格
差が拡大する

情報技術関連の犯罪
が多発し、セキュティ
コストが増大する

リアルな世界と仮想
の世界の区分があい
まいになり、社会の信
頼性が低下する

生活にゆとりが生まれ、
個人の情報発信が主流と
なることでコミュニケー
ションが豊かになる

国際間における情報とお金の
流れがスムーズになり、企業活
動がますます活発になる

（n=1,030）

出所：電通総研 「インターネットと未来社会に関する調査」(2007年)
•調査方法： インターネット調査（メール配信・専用HP誘導によるクローズドサーベイ）

•調査対象： 18歳から69歳までの男女個人（全国）

•サンプル数： 1,030名

•調査期間： 2007年7月9日～10日

•調査実施機関： 株式会社マクロミル

参考



1.中長期的な視野で公共放送サービスを考える
1-3.公共放送に求められる機能について

(参考)生活におけるインターネットの重要度

インターネットに対して、生活者の6割が「ないと不便」、10～30代では、3割が「ないと生活できない」と感じている。

24

（n=1,030）

「あなたの生活において、インターネットはどのくらい重要か」

*：回答「ないほうが生活しやすい」、および「わからない」の合計。

出所：電通総研 「インターネットと未来社会に関する調査」(2007年)

参考



1.中期的な視野における公共放送サービスと負担の関係について
1-3.公共放送に求められる機能について

(参考)地上デジタル放送完全移行と生活者動向

2011年7月のテレビの地上デジタル放送への完全移行にあたって、 「地デジ無関心層*1」と定義される一部の生活者は、
テレビの視聴をやめると回答している。この層の特徴として、対する「完デジ層*2」に比べて、インターネットへの接触時
間が多いことがあげられる。

25出所：電通総研 「情報メディア白書」(2010年)

参考

「地デジ無関心層」性別・年代別比較

(%)

テレビ・携帯電話・ネットの一日あたり接触時間比較

計：433.7

計：417.0

完デジ層

地デジ
無関心層

(分)

テレビの地デジ対応を契機にテレビ視聴をやめる「地デジ無関心層」
には、20代男性が多い。

「地デジ無関心層」は「完デジ層*」に比べて、パソコン・インターネット
への接触時間が多い。

*1：地デジ対応予定方法に対して、「テレビ視聴をやめる」と回答し、かつ現在視聴しているテレビについて、「1台も地デジ対応を行わない」と回答した層。

*2：地デジ対応予定方法に対して、「自分の視聴するテレビすべてが地デジ対応ずみ」と回答した層。



2.欧州における取り組みについて
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【凡例】 テレビ 新聞 雑誌 ラジオ 映画 屋外 インターネット

27

（時間）

欧州
視聴時間（週）推移

出所: European Technographics: Benchmark Survey Q2 2009

【凡例】 ◆テレビ ◆インターネット

（年）

欧州
年齢層別利用時間（2009年）（時間）

出所: Microsoft : Europe Logs on

【凡例】 ■テレビ ■インターネット

西欧1（100万ドル）

（年）

*1. 既存メディアとはテレビ・ラジオ・新聞・雑誌の4大マスメディアの合計数値

*2. 西欧とは、ここではオーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、
ドイツ、アイルランド、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、
スウェーデン、スイス、イギリス

出所: ZenithOptimedia

インターネットが
全体に占める割合

既存メディア*2

広告市場規模

インターネット
広告市場規模

2004年 2008年

3％ 13％

95,128 97,252

3,390 15,263

事業者環境
メディア別広告市場規模の推移

視聴者環境
メディア利用時間の推移

視聴者環境 ： 若い世代を中心にテレビよりもインターネットを利用する時間が伸びている。
民間事業者環境 ： 既存メディアが微増に留まっている中、インターネットが全体に占める割合が増加傾向にある。

2.欧州における取り組みについて
2-1.前提となる環境変化



公共放送の事業範囲は、オンラインサービスの拡大によって変化している。また、その事業範囲の変化に伴い、公共

放送の「目的・使命」「サービス範囲」「受信料制度」等も見直されている。

【凡例】 既存の事業範囲 新規の事業範囲

公共放送の事業構造変化と検討領域

検討領域変化まとめ

①サービス範囲の拡大
これまでの放送向けコンテン
ツに加え、オンライン向けの
コンテンツを制作

目的・使命*1

新サービス提供にあたって、存立基盤で
ある自らの目的・使命との整合がはから
れていなくてはならない

②サービス受信機の拡大
オンラインサービス等、新た
なサービスの拡大により、
サービスを受け取る受信機
が多様化

受信料制度の改正
新たな受信機の登場や利用方法から、
どのように財源を確保するかの検討を行
う

事業範囲の変化

サービス範囲の改正
公的な財源である受信料を用いて、どこ
までサービスを行うかを明確にする必要
がある

サービス認証プロセス
目的・使命、サービス範囲の適正度を評
価し、サービスとして提供可能か否かを
判断するプロセスが必要となる

各サービスの適正審査プロセスとして

2.欧州における取り組みについて
2-2.新しい時代に向けた公共放送の理念・機能について

28

放送 オンライン

通信インフラ

通信でサービスを
受信する機器

（PC／携帯電話等）

従来のテレビ受信機
※従来の受信機要件

地
上
波

衛
星

ワ
ン
セ
グ

ケ
ー
ブ
ル

ラ
ジ
オ

放送向け

テキスト

音声

映像

オンライン向け
テキスト

音声
映像

他（ゲーム等）

プラットフォーム

ポータル

認証・課金

その他

①

②

コンテンツ

プラット
フォーム

インフラ

デバイス

（Ａ
Ｍ
・
Ｆ
Ｍ
）
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イギリス・ドイツにおいては新サービス提供にあたり、新サービスの目的・使命が改正・追加されている。
イギリスは体系的な目的と、それらにひもづく使命が内部規約により定められているが、ドイツ・フランスでは、イギリス
のような体系的な目的・使命が定義されておらず、サービスごとに別途使命が定められている。

イギリス

ドイツ

フランス

公共放送の目的・使命の改正

• 目的の改正
BBCの目的を3つから6つに改正
新サービス関連ではデジタル
サービスに関する項目等を追加

• 使命の新規設置
6つの目的各々にひもづく形で

体系だった使命を定義

• 目的の改正・追加無し

• 使命の追加
各チャンネルごとにオンラインサービスの使命を追加
イギリスのように体系だった目的や使命に関する記述
はなく、サービスの説明の中で、使命が都度文章化
されている

• 目的の改正・追加無し

• 使命の追加
イギリスのように体系だった目的や使命に関する記述
はなく、サービスの使命は都度文章化されている

国

使命
（オンラインサービスの例）

• TVやラジオでは接触しきれない若者層（14~29歳）の公共サービス利用を

促進する
• （情報量に制限がないことを生かし）幅広いコンテンツ（マイノリティー、競技

人口の少ないスポーツ等）を取り扱い、利用を可能にする
等

• 「フランス2」は、異なった放送やコミュニケーションプラットフォームを用いて

番組提供を強化し、新しい番組やサービスを発展させなければならない
• オンラインコミュニケーション等全ての双方向サービスを活用しなければな

らない
• 放送コミュニケーションに関する技術の進展に寄与しなければならない

使命
（フランス2のオンラインサービスの例）

使命

1.幅広い話題を扱うこと 1.市民性と市民社会の維持

2.教育と学習の促進

3.創造性と卓越性の推進

4.全国、地域・地方コミュニティ社会の反映

5.イギリスと世界の橋渡し

6.新しい技術やサービスの還元

改正前の目的 改正後の目的
公共中立で質
の高い報道の
提供

幅広い人々に
情報を届ける

…

2.異なる種類の番組提供を
通して、可能な限り幅広い
視聴者の要求を満たすこと

3.番組製作において高い質

を保つこと

2.欧州における取り組みについて
2-3.サービス範囲の拡大と決定プロセスについて

（1）目的・使命の改正
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イギリス・ドイツ・フランスともサービス範囲を規約に定めているが、体系や規定内容の細かさは各国各様である。また、
フランスに関しては、オンラインサービスの範囲が明確化されていない。

イギリス

ドイツ

フランス

オンラインサービス範囲規定の改正

• オンラインサービス範囲の新規規定
サービスライセンスを新たに設け、各テレビチャンネルとオンライン
サービスで、個別にサービス範囲を規定
オンラインサービスのサービス範囲は、具体的なコンポーネントや
仕様等、細かく設定

• オンラインサービス範囲の新規規定
オンラインコンセプトを新たに設け、各テレビチャンネルとオンライン
サービスで、個別にサービス範囲を規定
実施される具体的なオンラインサービス例は紹介されているものの、
あくまで例示に留まる

• 改正無し
改正が行われなかった背景としては以下の2点があげられる

- チャンネル別の憲章において定義されている、新サービス範囲の記述の表現が曖昧であり、多様な解釈が可
能であり、法制度の改正を行わずとも、新サービス展開を図ることが可能

- 総収入の22.5%（2008年：フランステレビジョンの場合）を広告費で賄っており、他国の公共放送に比べて広
告への依存度が高く（ドイツARDは2007年で5.7%）、民業圧迫への影響の大きい広告規制に関する議論が

集中的に行われており、新サービスに関する議論への注目度が低く、比較的自由にサービス展開が可能

国

【凡例】 オンラインサービス関連 テレビチャンネル関連

出所: BBC Online Service Licence; ARD Telemedienkonzepte, ARD

2.欧州における取り組みについて
2-3.サービス範囲の拡大と決定プロセスについて

（2）サービス範囲の拡大

サービス範囲のイメージ
（コンセプト）

オンライン
（オンライン・コンセプト）

テレビ（番組コンセプト）

サービス範囲のイメージ
（サービスライセンス）

BBC Online
BBC One
BBC Two

･･･
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サービスの開始・更新時等において、新サービスの公共的価値と市場への影響のバランスを審議する仕組みとして、
BBCでは「公共的価値のテスト」、ドイツでは「三段階テスト」を導入している。説明の主たる観点は公共的価値・市場へ
の影響・費用対効果の3つであり、特に定量的な理由付けが困難な公共的価値の説明には緻密な準備が行われてい
る。

• 新サービスの開始、更新、また既存サービスからの撤退時に実施。

イギリス
BBC「公共的価値のテスト」

• 主要なサービスの開始、更新を行う際には当局への届けが必要
（サービスからの撤退時には不必要）。

ドイツ
ARD「三段階テスト」

BBCトラストが

公共的価値の審査を実施
（BBCの公的目的に

合致しているかを審査）

BBCトラストが公共的価値のテスト実行の必要性を判断

BBC執行部がBBCトラストにプロジェクト説明書を提出

BBCトラストが審査結果を元に中間報告を公表

パブリック・コメント含む パブリック・コメント含む

個人、組織、BBC執行部等からの反応収集（約28日間）

BBCトラストが 終報告書を公表

放送評議会が三段階テストを実施

放送評議会が公共的価値のテスト実行の必要性を判断

ARD執行部が放送評議会にプロジェクトコンセプトを提出

放送評議会が 終報告書を公表

パブリック・コメント含む

第1段階：サービスの意義について民主主義的、社会経済的、
文化的ニーズの観点から公共的性格を持つか否かを審査

第2段階：サービスの導入が市場に対してどのような
経済的影響を与えるかを審査（外部専門家に委託）

第3段階：そのサービスのコストが適切かどうかを審査

終報告書をARD執行部が担当する州政府の
法的機関へ提出（法的審査）

オフコムが
市場への影響の審査を実施

（利害関係者との
ヒアリングを実施）

2.欧州における取り組みについて
2-3.サービス範囲の拡大と決定プロセスについて

（3）決定プロセス
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オンラインサービス等、新たな端末でのサービス提供が進む中で、イギリス・ドイツは受信機要件を改正し財源の確保
を行った。

イギリス

ドイツ

フランス

国 改正の背景

オンラインサービス利用者の拡大に伴い、
従来のテレビ受信機の要件ではカバー
できない利用者が増加したため

オンラインサービス利用者の拡大に伴い、
従来の受信機の要件ではカバーできな
い利用者が増加したため

受信機要件の改正

• 「テレビ受信機」と表現

• 「テレビ受信機の利用」とは「テレビ番
組受信のための機器の利用である」と
規定

• 方法（無線電波か否か）によらず、番組を
受信できる機器を「テレビ受信機」と定義

• その結果、テレビを保有せずにパソコン等
の新端末を利用する場合（ライブストリー
ミングを視聴）も、新たに受信料支払いの
対象に追加

従来の受信機要件の定義 改正後の受信機要件の定義

• 地上波、ケーブル、衛星のいずれかに
よりテレビまたはラジオ放送を受信で
きる機器を受信機と定義

• インターネットを利用できる端末を新たな
「ラジオ受信機」として追加
※但し徴収開始は2007年より

• その結果、テレビや従来のラジオを保有
せず、パソコンのみ保有している場合にも、
新たな受信料支払者として追加

広告収入への依存度が高いフランスで
は、如何にして商業広告廃止に伴う不足
を補うかが争点となっている

• 改正無し －

2.欧州における取り組みについて
2-4.受信料制度の再検討
（1）直近の改正について
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法制度改正により、従来よりも多様な端末からの受信料徴収が可能になった反面、徴収対象の特定に関する課題等が出ており、
各国各様の議論が行われている。イギリスではまだ具体的な検討は進んでいないが、ドイツでは徴収根拠の定義変更（全世帯から
の徴収）が決定している。またフランスでは、収入依存度の大きい広告の廃止に関する議論が進んでいる。

フランス

検討の方向性法制度改正を受けて発生した問題 検討課題

イギリス

ドイツ

徴収根拠の定義変更に関する議題も出るが、具体
的な検討は進んでいない

• 2005年に発表されたグリーンペーパー内で、（パ
ソコンや携帯電話での視聴が一般的になったこと
に対し）全世帯あるいはパソコン所有者へ課す強
制的な徴収の可能性を示唆

•但し、具体的な検討はまだ実施されていない

徴収根拠の定義変更（全世帯からの徴収）を決定

• 2013年施行を目指し、どのような徴収根拠を採用
するか議論を展開

• 公共放送は州政府の議会書類提出を見据え、元
裁判官であるキルヒーホフ博士に、ドイツ憲法に準
じて世帯毎の徴収実施可否の調査を依頼（鑑定書）

• 2013年1月1日より全世帯からの徴収を開始するこ
とについて、2010年12月、全州首相が承認（今後、
州議会の承認を経て決定）

徴収対象の特定が困難

• 現在、テレビ受信機が受け取る電波を元に、受信免許
を持たずにテレビ視聴を行っている違法行為を特定

• しかし、同様の方法ではパソコン等新たな端末での
サービス利用を確認することができず、利用有無は利
用者の自己申告のみに委ねられているため、受信料
の徴収漏れを確認できない

徴収を安定的に行うため
の制度、プロセスの整備

• テクノロジーの利用など
のプロセス改善から、徴
収根拠の変更、罰則強
化など制度面の改正ま
で含めた、幅広い検討が
なされる

徴収対象の特定が困難

• パソコンや携帯電話をはじめとして、インターネットに
接続可能な端末は受信機要件に含まれるが、それら
の端末の保有を個別に特定することが困難になった

徴収を安定的に行うため
の制度、プロセスの整備

• テクノロジーの利用など
のプロセス改善から、徴
収根拠の変更、罰則強
化など制度面の改正ま
で含めた、幅広い検討が
なされる

通信事業者への追加課税（EUの指摘を受け見直し
中）

• 通信事業者（電話事業会社、インターネット接続会
社）への追加課税（通信税）を検討。但し、EUより
競争法への抵触を指摘され、現在再検討中

公共放送における商業広告の廃止

• 2008年、サルコジ大統領が突然、公共放送による民
業圧迫への懸念と、商業主義に左右されない質の高
い公共放送の実現を目指し、公共放送での商業広告
の廃止を提言

• この廃止は段階的に実施されることとなり、2011年1月
から20時～6時の商業広告の全面廃止を決定

広告の廃止に伴う減収の
補填

• 広告収入への依存度が
高いフランスでは、如何
にして商業広告廃止に
伴う不足を補うかが争点

検討の方向性議論の背景 検討課題

2.欧州における取り組みについて
2-4.受信料制度の再検討

（2）今後の論点



公共放送を取り巻く様々な環境変化は、徴収根拠、徴収の対象など受信料制度のありようについて見直し
の必要を生じさせている。制度見直しにあたっての検討論点は、以下4つの視点に基づき抽出される。

出所: Wolfgang Schulz(2010), In Search of the Appropriate Licence Fee Base in Time of Media Convergence

2.欧州における取り組みについて
2-5.受信料制度見直しのフレームワーク
(1) 4つの視点とそれぞれの論点(1/5)

34

国内法（憲法）との整合性は？ EU競争法との整合性は？

公共放送サービスの提供を
長期安定的に維持できるか？

受益者（支払者）が
納得できる仕組みか？

受信料制度
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国内法（憲法）との整合性は？ EU競争法との整合性は？

公共放送サービスの提供を
長期安定的に維持できるか？

受益者（支払者）が
納得できる仕組みか？

受信料制度

論点 説明

連邦または州政府の影響力が及ぶ範囲 受信料制度について、連邦または州政府による過度な介入がないか？

公共サービス付託権限との整合性
受信料制度と公共サービスの目的を照らし合わせた場合、整合性が担保
されているか？

財政面での議会の介入範囲
議会は、公共放送サービスの予算内容にどのように関係しているか（予算
についての承認権限の有無）？

支払者の負担に対する考慮
支払者にとって、公共サービスを受けるに当たり受信料が適切となるよう
考慮されているか？

受信料の徴収方法毎の要件

料金型の場合：
比例性原則（受益と負担のバランス）

支払者の負担に見合ったサービスが提供されているか？

特別税型の場合：
納税者に限定された受益

支払者（納税者）のみが得られる受益か？
（非納税者の視聴（フリーライディング）への対応が取られているか？）

出所: Wolfgang Schulz(2010), In Search of the Appropriate Licence Fee Base in Time of Media Convergence

2.欧州における取り組みについて
2-5.受信料制度見直しのフレームワーク
(1) 4つの視点とそれぞれの論点(2/5)
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国内法（憲法）との整合性は？ EU競争法との整合性は？

公共放送サービスの提供を
長期安定的に維持できるか？

受益者（支払者）が
納得できる仕組みか？

受信料制度

論点 説明

EUの競争法
*
との整合性 EUの競争法と照らし合わせ、問題がないか？

財源に関する、連邦または州政府の
裁量余地

受信料制度に関して、連邦または州政府に（料金設定の妥当性や利用目的の
明確性等を条件とした上で）裁量が与えられているか？

その他の必要条件：

過度の補償の禁止 連邦または州政府からの過度の補償がないか？

比例性原則 支払者の負担に見合ったサービスが提供されているか？

* EU加盟国では、競争政策は各国と共にEUが権限を持つ

出所: Wolfgang Schulz(2010), In Search of the Appropriate Licence Fee Base in Time of Media Convergence

2.欧州における取り組みについて
2-5.受信料制度見直しのフレームワーク
(1) 4つの視点とそれぞれの論点(3/5)



国内法（憲法）との整合性は？ EU競争法との整合性は？

公共放送サービスの提供を
長期安定的に維持できるか？

受益者（支払者）が
納得できる仕組みか？

受信料制度

論点 説明

視聴者の受益と負担のバランス 受益と負担の公平性が担保されているか？

収益の予測可能性 将来も安定的な収益が見込めるか？

受信料徴収にかかる費用 受信料徴収に要する費用は妥当な水準か？

受信料徴収に必要な支払者情報へ
のアクセス

支払者の特定に必要な情報が入手可能か？

技術的中立性
受信料徴収の対象となるサービスが、特定の企業の技術や機器等に偏ってい
ないか？

環境変化への柔軟性
受信料制度が、将来の技術的変化や、それに付随するサービスの変化等に柔
軟に対応できる仕組みとなっているか？

出所: Wolfgang Schulz(2010), In Search of the Appropriate Licence Fee Base in Time of Media Convergence 37

2.欧州における取り組みについて
2-5.受信料制度見直しのフレームワーク
(1) 4つの視点とそれぞれの論点(4/5)
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国内法（憲法）との整合性は？ EU競争法との整合性は？

公共放送サービスの提供を
長期安定的に維持できるか？

受益者（支払者）が
納得できる仕組みか？

受信料制度

論点 説明

全支払者に対するサービス提供の公
平性（配分的正義）

全ての支払者にとって、公共放送サービスが公平に提供されているか？

支払者にとってのサービス認識可能
性

受信料の支払いとサービス受益の関係は、支払者にとって理解しやすいもの
となっているか？

例外的な視聴者・状況に対する対応
低所得層への対応や商業活動への放送内容の利用等、例外的な状況に対す
る柔軟な対応が可能か？

受信料支払い手続きの簡便性
支払いの手続きは、支払者にとって費用や手間のかからない簡便なものとなっ
ているか？

出所: Wolfgang Schulz(2010), In Search of the Appropriate Licence Fee Base in Time of Media Convergence

2.欧州における取り組みについて
2-5.受信料制度見直しのフレームワーク
(1) 4つの視点とそれぞれの論点(5/5)



2.欧州における取り組みについて
2-5.受信料制度見直しのフレームワーク

（2）各国検討との関連性

39

各国においても、4つの視点に即して受信料制度の見直しが行われている。
ドイツでは、受信料で賄うべきサービス範囲から検討が始まり、現在議論されている徴収根拠の変更まで見直しが行われ
ているが、各検討箇所とも、受信料見直しのフレームワークと関連付けられた形での見直しが進められている。

見直し検討箇所
（時期）

検討内容
関連するフレームワークの論

点

サービス範囲

（2000～2009年に
段階的に改正）

民間事業者への影響を考慮し、サービス範囲を明確化
VPRT（テレメディア業界のロビー団体）が、特に番組と関係のないコンテンツの廃止を求
めてEUに提訴したことに対して、受信料を財源として用いている公共放送としてサービ
ス範囲を明確化することが求められ、オンライン・コンセプトを作成することで対応した。

EU競争法との整合性は？

受信機要件

（2005年改正）

従来の受信機要件との整合性を取る形で受信機要件を拡大
インターネットを利用できる端末を新たな受信機として追加する際、新規のサービスを受
け取る受信機として受信機要件を拡大するのではなく、従来の法律上で規定されている
テレビまたはラジオ放送を受信できる機器のひとつとして解釈し、インターネット接続端末
を新たな「ラジオ受信機」とし、受信機要件を拡大した。

国内法(憲法）との整合性は？

料金体系

（2007年改正）

支払者である事業者の不満に対応し、納得できる料金体系に変更
インターネット接続端末が受信機要件として追加される中で、パソコン等への個別徴収に
より特に事業者の支払額急増が予想され反発が強まったため、事業者が納得できる仕
組みとして、従来のラジオまたはテレビを保有している場合は、パソコンを保有していても
追加料金が発生しない料金体系とすることを決定した。

受益者（支払者）が納得できる仕組
みか？

徴収根拠

（2007～2010年）

従来の徴収根拠と整合性のあるインターネット接続端末の徴収根拠に適法判断
「端末の保有」を徴収根拠としていたため、若年層を中心に、インターネット接続端末をテ
レビまたはラジオの受信端末として利用していないと、受信料徴収根拠に対して反発が
挙がったが、裁判所において「端末の保有」を徴収根拠として受信料を徴収することに対
して適法の判断が下りた。

国内法(憲法）との整合性は？

徴収根拠

（2013年開始予定）

安定的に財源を確保するために徴収根拠の定義変更に関する検討を実施
インターネット接続が可能な端末からの受信料徴収が可能になったものの、端末の保有
を個別に特定することが困難となった。これを受けて検討を行い、受信料の徴収根拠の
定義を「受信機の保有」から「全世帯」（保有に関わらず徴収）へと変更することが、全州
首相により承認された（今後、州議会の承認を経て決定）。

公共放送サービスの提供を長期安
定的に維持できるか？
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イギリス・ドイツでは、予算案に基づき受信料額が決定されているが、フランスでは税収予測等を踏まえた上で受信料
額ならびに配分額を決めている。また、イギリスの予算検証・修正の主体が政府や公共放送であるのに対し、ドイツで
は第三者機関であるKEFが予算検証・修正の主体を担っている。

受信料額の決定プロセス
国

2.欧州における取り組みについて
2-6.受信料額決定プロセスと環境変化の影響

（1）受信料決定プロセス

イギリス

ドイツ

フランス

○各プロセスの有無 ○ ○ ○

BBC各プロセスの主体 政府（DCMS*1） 政府（DCMS・BBC） イギリス議会

○ ○ ○ ○

ARD・ZDF

各プロセスの有無

各プロセスの主体 KEF*2 KEF・政府 州議会

○各プロセスの有無 － ○ －

フランステレビジョン各プロセスの主体 － 議会 －

中期計画・受信料額
案の作成

中期計画・受信料額
案の検証

中期計画・受信料額
案の修正・決定

中期計画・受信料額
案の承認

* 1:文化・メディア・スポーツ省 “Department for Culture, Media and Sport”
*2:公共放送の財源需要審査委員会 “Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten”



値上げを実施した年 受信料額

FY07, FY08 3%の値上げ

FY09～FY11 2％の値上げ

FY12 2%を上限に値上げ幅を検討

BBC側の費用算出と、それに続く政府との交渉により受信料額は決定される。
近年では、2006年にオンラインサービス重点化のコスト増を鑑み受信料が値上げされた一方、2010年にはBBCの拡大
路線が見直されると共に、受信料額の増額が凍結された。

2006年の受信料額の改正
受信料額の増加（2006年）クリエイティブフューチャー重点領域とサービス強化（2006年）

重点領域として改善・強化の方向性を打ち出し具体的サービスを強化

• 多メディアへの展開

• コンテンツの検索性

• 若年層へのリーチ

• インタラクティブ性
CBBC

ポッドキャスト

Cbeebies

Switch

メモリーシェア

アイプレーヤｰ

bbc.co.uk

ユーチューブ

新サービスへの注力によるBBCの費用試算も増加し、受信料額も増加

1.4

1.6

1.2
0.6
0.7

3.9

デジタルインフラ

ベースコスト

地方関連

デジタルサービス

質の高い
コンテンツ 現状の

受信料額で
賄える収入

現状の受信料額で賄
えない分は受信料の

増額で賄う

BBCの試算（単位：10億ポンド）

費用 収入

1.6

2.欧州における取り組みについて
2-6.受信料額決定プロセスと環境変化の影響

（2）英国に見る環境変化の影響

2010年の受信料額の改正

• オンライン費用の25%削減を行い、Webページ数を半減
• 輸入番組を20％削減
• 600人の人員削減
• 資源配分と評価方法の整合性の担保（本編への補足資料より）

戦略レビューの発表（2010年5月）
拡大路線からの方向転換で、量を減らし、質を高める戦略へ転換

• 増額を予定していた受信料を現在の金額のまま2016-17年度

まで凍結
• BBCの予算の、デジタル化への移行資金剰余分を、今後は英

国内のブロードバンド敷設費用として利用

受信料額値上げの凍結（2010年10月）
戦略レビューの結果を受け、受信料額も改正と予算用途の変更を実施
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改善・強化の方向性 具体的サービスを強化

出所: “Delivering Creative Future”, BBC, 2006年4月; BBC プレスリリース; “BBC Strategy Review”, BBC Trust, 2010年3月; “Initial Conclusions”, 
BBC Trust, 2010年7月”; “Final Conclusions”, BBC Trust, 2010年12月



国 調査主体 調査年度 質問方法 Mean WTP WTP増加要因

イギリス
(BBC)

BBC/Human Capital

2004 National voting 法
(二項選択方式)

月額￡20.70
(BBC)

ニュース、地域ニュース、自然
番組

2004 Gabor / Granger
(ランダム提示)

月額￡18.35
(BBC)

ニュース、地域ニュース、ソー
プオペラ

2008 National voting 法
(二項選択方式)

月額￡20.43
(BBC) -

Work Foundation
2006 付値ゲーム方式

(スタンダード・グループ) 年額￡168.12
年齢、 終学歴、BBCの質に

関する評価レーティング
2006 付値ゲーム方式

(公共的価値グループ) 年額￡171.48

Ofcom 2008 Gabor / Granger
(ランダム提示)

月額￡13.87  (市民としての観点)
月額￡11.56  (個別受益の観点) -

カナダ
(CBC)

Finn, McFadyen, 
Hoskins(2003) 2003 二項選択方式

英語世帯：月額C＄5.78
仏語世帯：月額C＄5.44

スポーツ、国内ニュース、カナ
ダ製ドラマ

アイルランド
(RTE) Delaney, O’Tool(2004) 2004 自由回答方式 月額€21.05 属性、メディア環境、視聴頻度

日本

コスト・ベネフィット研究会 1977 番組毎にWTPを回答
1日約280円
(放送全体)

時間比例ではなく番組種類に
起因

放送社会経済研究会 1991 番組毎にWTPを回答
月額2,848.4円
(ＮＨＫ) 視聴時間、楽しさ、家計支出

CVM *という手法により公共放送の価値(WTP：Willingness to pay)を測定した例がある。

− 英BBCにおいては、特許状の改定に際して実施するなど、自らの費用・便益を説明するための一手段
として確立している。

2.欧州における取り組みについて
2-6.受信料額決定プロセスと環境変化の影響

（参考)受信料制度の再検討 仮想市場法による公共放送の価値の推定 (1/2)

42

*CVM：Contingent Valuation Method(仮想市場法)
：自然環境や公共サービス等、本来市場を形成し得ない財に関して、個人の支払意思額を問うなどして価値を金銭的に評価する方法

※換算レート：平成22年12月分報告省令レート（１￡＝130.38円、1C$＝80.52円、1€＝113.98円）

参考



2.欧州における取り組みについて
2-6.受信料額決定プロセスと環境変化の影響

(参考)受信料制度の再検討 仮想市場法による公共放送の価値の推定 (2/2)

外部の専門家からなる「“約束”評価委員会」が、平成18年6月に報告した平成17年度“約束”の評価において、CVM
の手法を用いて、視聴者のＮＨＫの放送サービスに対するWTPを測定した。

その結果、地上放送（総合テレビ、教育テレビ、ラジオ第1放送、ラジオ第2放送、ＦＭ放送）は視聴者一人当たり月額
約1,780 円、衛星放送（衛星第１テレビ、衛星第２テレビ、デジタル衛星ハイビジョン）は視聴者一人当たり月額約
1,245 円となった。この金額は、経費の積み上げに基づいて算出された現行の受信料の月額（カラー契約月額1,395 
円、衛星カラー契約の衛星付加分945 円。いずれも訪問集金の場合）を上回っている。

地上放送 衛星放送
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CVMにより算出されたNHKの放送サービスの金銭的価値
(視聴者一人当たり月額)(NHK調査)

参考



 

■第４回「中期的な視野（１０年後程度）における公共放送サービスと負担の

関係について」 

 

 
ＮＨＫの創立理念、社会心理学的アプローチでのメディア/公共放送の機能分析、

欧州の状況等を検討材料に、中長期的な視野における公共放送サービスと負担

を議論する。 
 
 
【中長期的な視野で公共放送サービスを考える】 

－ＮＨＫのそもそもの創立理念について 
 ・中長期的な視野に立ち、これらＮＨＫの創立理念の発揮を今日的にどのよ

うに考えるべきか。 
 
－ＮＨＫに期待される機能・役割について 
 ・これまでの議論の蓄積、これらの調査・分析結果をどのように考えるか。 
 
 
【欧州における取り組みについて】 

－欧州における中長期的視野での検討 
 ・欧州における知見は、日本の検討においてどのように役立つか。 
 
 
【ディスカッション】 

・ＮＨＫ創設の理念、メディアの環境から、今後のＮＨＫに期待される役割

をどのように考えるか。 
・その役割に合わせたサービス範囲の変更等をどのように考えるか。 
・そのような理念・機能を支える負担はどのように考えるか。 

 
 
 
 
 




