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本稿は，2018 年から約半年に1度まとめてきた，放送に関連する新サービスや政策の最新動向を俯瞰し論点
を提示するシリーズの第 4回である。今回は，2019 年の2月から7月までを対象とする。

この時期の地上放送事業者の動向を端的にキーワードで示すとすれば，民放においては“視聴ログデータ活
用”，NHKにおいては“常時同時配信”となるだろう。あらゆるメディアサービスがインターネットテクノロジーを
ベースとする方向に向かう“メディア構造変化”時代を迎える中，民放は視聴率を前提とした広告によるビジネス
モデルを，NHKはテレビ受像機による視聴を前提とした受信料による運営モデルを，新たな時代に見合うモデ
ルにしていくための模索が始められている。

本稿は4つの柱で構成する。1つめは，最新の筆者の認識として，テレビ・放送を取り巻く構造変化について
俯瞰図を示す。2つめは，新たな取り組みが進む地上波民放のビジネスモデルについて考察する。3つめは，法
制度についてである。NHKの常時同時配信を解禁する改正放送法の公布がこの時期の最大のトピックであった。
改正のポイントをまとめるとともに，現在の法制度議論で欠けている論点を指摘する。最後に，地上放送事業者
の今後の存在意義について考える。これまで地上放送はメディアプレーヤーとしては“オールラウンド型”であっ
たが，これからは“コアミッション型”に変えていく必要があるというのが筆者の見解である。では，これからの
社会における地上放送のコアミッションとは何か，それを考えるきっかけを提示したい。

これからの“放送”はどこに向かうのか？Vol.4
～放送事業者の“コアミッション”とは？～  〈2019 年2月～7月〉

メディア研究部  村上圭子

はじめに

本稿は，2013年から計10回連載した「「こ
れからのテレビ」を巡る動向を整理する1）」の続
編として2018年に開始したシリーズの第4回で
ある。テレビや放送に関連するサービス動向や
政策の議論を時系列に追うことで，激変するメ
ディア状況を整理・俯瞰するのが前シリーズか
ら続く主な目的である。加えて今シリーズでは，
放送事業者が手がける新サービスをはじめ，
あらゆるメディアサービスがインターネットテク
ノロジーをベースとする方向に向かう潮流を“メ
ディア構造変化 2）”時代と捉え，この時代にお
ける放送事業者の存在意義を再定義し，そこ
に向かうための最適な道筋を考察している。

第4回の本稿は，2019年2月から7月までを
対象とする。この時期の地上放送事業者の動
向を端的にキーワードで示すとすれば，民放

（主に在京キー局）においては“視聴ログデー
タ活用”，NHKにおいては“常時同時配信”と
なるだろう。民放は視聴率を前提とした広告ビ
ジネスモデルを，NHKはテレビ受像機による
視聴を前提とした受信料による運営モデルを，
メディア構造変化時代に見合う新たなモデルに
するための模索が始められている。

またこの時期は，テレビや放送を取り巻く環
境においても大きな変革の波が押し寄せ，その
飛沫が放送事業者の頭上に降りかかる出来事
が相次いだ。令和最初の参議院議員選挙にお
ける新たなタイプの政治勢力の台頭や，放送事
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業者が番組制作を行ううえで密接不可分な関
係にある大手芸能プロダクションを巡る動向で
ある。

詳細は本編で論ずるが，こうした状況を観察
して改めて感じるのは，リアルタイムでテレビを
視聴する人が減少し続ける今日においても，放
送事業者の社会における存在感や責任は依然
として大きいということである。だからこそ，放
送の未来像はメディア環境の変化のみに目を向
けていても見えてこないし，社会のあちこちで
構造変化ともいえる状況が起きる中，そこに通
底する流れを見極めていかなければ，存在意
義について論じることも難しいと思うのである。

こうした問題意識をもとに，本稿は4つの柱
で構成する。1つめは，最新の筆者の認識とし
て，テレビ・放送を取り巻く環境でどのような
構造変化が起きているのかを，できるだけ幅広
く捉えて俯瞰する。2つめは，新たな取り組み
が進む地上波民放のビジネスモデルについて
考察する。このテーマは，前シリーズも含めて
触れてこなかったため，本稿では詳細に触れ
ていきたい。3つめは，法制度についてである。
この時期における最大のトピックは，NHKに
関連する改正放送法の公布である。常時同時
配信の解禁に関するものを中心に，新たに設
けられた規定について整理する。加えて，現在
の法制度の議論で欠けていると筆者が感じる
論点も指摘しておきたい。最後に，地上放送
事業者の存在意義について考える。これまで
地上放送はメディアプレーヤーとしては“オー
ルラウンド型”であったが，これからは“コア
ミッション型”に変える必要があるというのが
筆者の見解である。では，これからの社会に
おける地上放送のコアミッションとは何か，そ
れを考えるきっかけを提示したい。

1.テレビ・放送を取り巻く構造変化

「はじめに」でも触れた通り，現在，テレビ・
放送を取り巻くメディア環境，さらにそのメディ
ア環境を取り巻く外部環境において，既存のシ
ステムやこれまでのルール・常識が通用しない，
構造そのものの変化が起こり始めている。メディ
ア環境だけでなく，その周縁まで含んだ構造変
化の全体像を俯瞰する必要があると筆者が感じ
ているのは，放送の未来像の議論を，メディア
間競争でいかに放送事業者が“生き残るか”を
目的とする，独善的で了見の狭い議論に陥らせ
ないためである。どこまで俯瞰すればいいのか
については葛藤もある。視野を広げれば広げる
ほど，論点は拡散し，個々のテーマへの認識が
浅くなることは避けられない。しかし，俯瞰作
業こそが本シリーズの最大の目的であると自認
し，可能な限り視野を広げて考えてみたい。

1-1　2019 年上半期の
       テレビ・放送を取り巻く構造変化

本章ではまず，2019年上半期に起きた外部
環境の変化と放送事業者の関わりについて触
れておく。いずれの事象も，放送事業者の丁
寧な説明責任と，しかし，それだけでは済ま
されない対応を迫られている。

＊令和最初の参議院議員選挙

2019年上半期における外部環境の構造変
化の動向として，1つめに取り上げておきたい
のは，7月21日に行われた令和最初の参議院
議員選挙である。この選挙では，「れいわ新
選組（以下，れいわ）」と「NHKから国民を
守る党（以下，N国）」という新しい政治勢力
が，政党要件を満たす得票率2％以上を獲得
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して議員を誕生させた。両党の主張はまった
く異なるが，端的なスローガンを掲げ，SNSや
YouTubeを駆使し，“路上フェス”のような街頭
演説や突撃型ライブ配信で人 を々巻き込む戦い
方は，ともに大きな話題を集めた。これまでの
既成政党出身者による新党とは明らかに異な
る流れを作り出している。

選挙期間中，れいわの山本太郎党首は，党
の政策を「テレビは全然取り上げない」と訴え
続けた。投票日前の報道について，放送事業
者は公職選挙法と放送法に則り各局で判断基
準を設けているが，立候補者が所属する政治
勢力が政党要件を満たしているかどうかは，取
り上げる際の1つの基準となっている。こうし
た基準を含めて，選挙前の議席数等で「量的
公平」を図る報道については，BPOが2017年
に「選挙に関する報道と評論に求められるの
は「量的公平」ではない」とする「意見」を表明
し 3），すでに論点化されていた。今回の選挙で
は，ネット上でれいわをテレビで取り上げるよう
1万6,000人余りの署名が集まるなど，より多く
の国民に関心が広がったといえる。

選挙をはじめとした政治報道は，民主主義
の成熟への寄与を役割とする地上放送事業者
の根幹となる業務である。今回の選挙は終了
したが，日ごろから量的公平に逃げ込まない
政治的公平を目指す報道への挑戦や，編集方
針に対する説明がどこまで可能かがますます
問われる時代となっていくだろう。

N国は，NHKに対して，受信料契約をした
世帯だけが視聴できる「スクランブル放送」の
実施を求めるという“ワンイシュー”で1議席を
獲得した。石田真敏総務大臣は選挙後の会見
で，スクランブル放送は「NHKの基本的な性
格を根本的に変えて二元体制を崩しかねないも

の」との見解を述べた。NHKも選挙後，受信
料制度について改めて説明する文書を2度にわ
たりウェブサイトで公開するとともに3分ほどの
動画を放送・配信している 4）。

ただ，現在，2割弱の世帯が受信料を支払っ
ていない事実に加えて，今回，参院選でN国
に約99万票が投じられた事実は重い。政府は
8月15日の閣議で，NHKの受信料を巡る質問
主意書に対し，「受信契約を結んだ人は，受信
料を支払う義務がある」とする答弁書を決定し
たが，今後の負担のあり方については，「放送
を巡る環境変化や，国民・視聴者から十分な
理解が得られるかといった観点も踏まえ，中
長期的に検討すべき課題だ」とした。

NHKにおいては，受信料制度や最高裁判決 5）

の結果の説明，NHKの一般的な業務内容の紹
介にとどまらず，現在，NHK自身が社会に果た
していると考える公共的役割を，国民一人一人
に届く言葉を尽くして，より積極的に説明してい
く必要があるであろう。また，現状の取り組み
ではなぜ理解を得られないのか，足りないとす
ればそれは何なのかについても，自身で不断の
問いかけを続けなければならないことは言うま
でもない。

しかし，このテーマは単にNHKの努力だけ
で解決するものでもない。法制度を担当する総
務省も，二元体制の一翼を担う民放も，形は異
なるが当事者である。三者が胸襟を開いて，日
本の今後のメディア環境におけるNHKのあり
方を議論し，その結果について受信料を負担す
る国民に問うていけるような信頼関係が，果た
して今どこまで築けているであろうか。

＊2大芸能プロダクションを巡る動向

もう1つは吉本興業とジャニーズ事務所とい
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う2大芸能プロダクションを巡る出来事である。
吉本興業については，所属芸人と反社会的勢
力との関係について週刊誌による報道がなさ
れ，それに端を発して，組織の“家族的”経
営のひずみともいえる課題が浮き彫りとなった。
在京キー局はこれまでこぞって吉本興業の所属
芸人たちをテレビの情報番組でキャスターやコ
メンテーターとして登用してきたが，今回の一
件で，彼らは社の経営に物申したり，事態の
収束を図るための発言を行ったりと，自らの主
張を展開する場として番組を活用する姿がしば
しば見受けられた。もちろん局側も容認，もし
くは能動的に関わってのことではあるが，いつ
しかテレビの情報番組は，吉本興業の“お家
騒動”のメイン舞台となってしまった。また今
回，在京キー 5局，在阪5局が吉本興業の株
主であるという事実が広く視聴者に知れ渡り，
それを理由に岡本昭彦社長が“なれあい”とも
受け取られかねない発言をしていたことが，所
属していた芸人から会見で明かされる一幕も
あった。

ジャニーズ事務所については，7月9日，創
業者であり，社内で圧倒的な力を握ってきた
ジャニー喜多川社長が死去した。この出来事
は，単なる1プロダクションの出来事を超え，
エンターテインメント業界における1つの時代
の終わりを表すものとして，多くのメディアが
連日のように彼の功績を報じた。しかしその直
後，公正取引委員会（以下，公取）が，ジャ
ニーズ事務所がSMAPの元メンバーの出演に
対して民放テレビ局等に圧力をかけた疑いがあ
り，独占禁止法違反につながるおそれがあると
して注意を行ったというニュースが報じられた。
以前からこうした話は噂では何度も流れていた
が，公取が動くのは初めてである。ジャニーズ

事務所の発表および複数の民放の社長会見で
は，こうした圧力の事実はないと否定している
が，公取の調べに対して圧力があったと証言す
る民放関係者も存在している 6）。

これまで放送事業者は，両プロダクションと
の関係において，バラエティー番組はもちろん，
ニュース，情報番組などあらゆるジャンルの制
作において，“依存”と表現しても過言ではな
いような状態を続けてきた。本稿でその是非
を論じるつもりはないが，放送事業者は今後，
経営サイドとしてはどのような距離感でプロダ
クションとの関係を再構築していくのか，そし
て現場サイドとしてはどのようなバランス感覚
で番組制作に臨んでいくのか，特に国内最大
のコンテンツメーカーである在京キー局の姿勢
が問われるだろう。

1-2　構造変化の全体像（現状）

ここからは，テレビ・放送を取り巻く構造変
化について，筆者の認識を俯瞰図で示してい
く。まず現状認識が図1である。

①のメディア環境について，筆者は2013年
から，テレビ・放送に関連する新サービスを，
各社のプレスリリース等を手がかりに網羅的に
収集し，その傾向を整理・分類してきた。進
展し続けるネット「テクノロジー」，参画する多
様な「事業者」，多彩な「サービス」，それに伴
うユーザーの「メディア接触」の変容，それが
また新たな事業者の台頭やサービス，テクノロ
ジーの開発につながるという循環が作られてい
る。こうした中，あらゆるメディアサービスは
相対化され，ユーザーにとっては，新聞，雑誌，
テレビ，ラジオ等のメディア種別は意味をなさ
ない時代へと向かっている。　

②の外部環境の構造変化は，まさに社会の
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今そのものである。一例を示すと，少子高齢
化・経済縮小・労働力不足・多文化共生といっ
た「社会環境」，企業ガバナンスの強化・コン
プライアンスの徹底・働き方改革等の「経営環
境」，災害の多発・農漁村の荒廃といった「自
然環境」，世界的なナショナリズムやポピュリ
ズムの台頭といった「政治状況」が挙げられよ
う。①と②は相互に影響を及ぼし合っており，
特に「政治状況」についてはメディア環境の変
化の影響も大きい。

こうした中，テレビ・放送は，①と②の双方
から，「ビジネスモデル」や「法制度」は今の
社会の実態に即して
いるのか，メディアと
して社会でどのような

「存在意義」を果たし
ているのかが問われ
ているのである。

1-3　構造変化の
　　 全体像（今後）

こうしたテレビ・放
送を取り巻く構造変化
は，今後どのような方

向に向かっていくのか。考えられる要素を図1
に加えてみた（図2）。

外部環境においては，大きく2つの課題が
深刻化していくと思われる。1つは，すでに多
くの地方が経験している「地域課題の増大」で
ある。人口が減少する中での公共サービスの
維持，ひとり暮らしの高齢者の見守り，認知症
の人々や障がい者への対応，個人の状況に応
じた災害情報伝達，外国人観光客・定住者へ
の対応等，基礎自治体や地域コミュニティーの
対応ではとても追いつかない状況が全国各地
に広がっていくだろう。

もう1つは，社会における「共通感覚 7）の希
薄化」である。社会学者で東京工業大学の西
田亮介氏は，日本社会の中で「戦後民主主義
的なもの」を支えてきた共通感覚が自明ではな
くなってきているとし，加えてネットメディアの
台頭がそれを加速させていると指摘している8）。
都市と地方，個人の経済状況による格差がさら
に拡大していくことが予見される中，人々が思
考したり行動したりする際の参照点となる，社
会における共通の感覚はますます薄れていく可
能性が高い。

図１　テレビ・放送を取り巻く構造変化（現状）

テクノロジー サービス

事業者 メディア接触

ビジネスモデル 存在意義 法制度

社会環境 経営環境 自然環境 政治状況

①メディア環境

②外部環境

テレビ・放送

情報・通信
技術の進化

地域課題
の増大

情報への接触
と意識の変化

共通感覚
の希薄化

テクノロジー サービス

事業者 メディア接触

ビジネスモデル 存在意義Society 5.0 共感・共創法制度

社会環境 経営環境 自然環境 政治状況

①メディア環境

②外部環境

テレビ・放送

図 2　テレビ・放送を取り巻く構造変化（今後）
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前者の「地域課題の増大」については，5G，
AI，データ流通，ブロックチェーン等，今後，
一層進化するだろう先端的な「情報・通信技
術」を活用することでその解決に寄与していこ
うという「Society 5.0 9）」政策に政府は力を注
いでいる。背景には課題解決ビジネスを海外
にも展開できる産業に育て，それを日本の成長
戦略につなげたいというねらいがある。

後者の「共通感覚の希薄化」については，ク
ラウドファンディングに代表されるような，同質
の価値観に「共感」する人たちがネット等で対
等に結びつき，物事や取り組みを「共創」して
いく活動が広がりをみせている。こうした動き
に敏感なのは，SNSやネットメディアの情報に
日常的に触れる機会の多い若い世代である。
彼らの「情報への接触や意識」は，ほかの世
代に比べて，脱中心化，個人化ともいえる状
態が進行している10）。そのことは西田氏の言う
ように，彼らの意識の中の共通感覚を希薄化
させているが，一方で自身が共感できる領域
におけるコミュニティーの形成には能動的であ
る。今後，この世代が社会の中核となってい
く中，「共感・共創」の流れは
より一層拡大していくだろう。

こうした時代の潮流は，プ
ロが選び，調べ，加工した情
報，番組，広告を，放送技術
を使って一方向に大量の人々に
送り届け，その行為を通じて
社会の発展や個人の暮らしの
充足に寄与するという，テレ
ビ・放送のメディア特性とは大
きく異なる。では，放送事業
者はどこまで時代の潮流に合
わせていけるのか，それとも，

これまでの特性にあえてこだわることで存在感
を示していくのか。次章以降，ビジネスモデル，
法制度，存在意義について個別にみていく中で
考えていきたい。

2. 地上波民放のビジネスモデルの
　　　　　　　　　 現状と今後

放送事業者のビジネスモデルは今どのように
問い直されており，今後，事業者はどのような対
応をとっていけばいいのか。本稿の対象期間で
ある2019年上半期，最も積極的にその議論を
進めていたのが地上波民放である。本稿ではま
ず広く放送市場を概観したうえで，特に地上波
民放について，在京キー局を中心に進む広告ビ
ジネスの変革とその課題，ローカル局の地域密
着ビジネスの展開とその課題について考える。

2-1　放送市場の概況

図3は現在の放送産業の全体像を示した
ものである（ラジオは除く）。ビジネスモデル

（NHKの場合は運営モデル）として収益を得る

図 3　現在のテレビのビジネスモデル

NHK NHK 地域 CATV IPTVキー局 独立局ローカル局

キー局系BS等NHKBS
WOWOW等
・CS110度

124/128 度
CS

地上放送
地域メディア 一般放送

二元体制 地上波再放送

系列

衛星放送

受信料 受信料

受信料 広　告

広　告 課金

課金

有料放送
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手段としては，広告，課金，受信料の3つに
大別される。
図4はそれぞれの事業者の市場規模を表し

たものである（ラジオも含む）。2017年度の売
上高集計では，地上波民放は2兆3,471億円で
トップ，続いてNHKの7,177億円，ケーブルテ
レビ事業者は4,992億円，衛星放送事業者が
3,697億円と続く。直近の5年間をみると，堅
調に伸びているのはNHKだけで，ほぼ横ば
いがケーブルテレビと地上波民放，下降傾向
にあるのが衛星放送である。

衛星放送の中でも特に課金モデルの多チャ
ンネルサービスについては，有料動画配信サー
ビスの存在感が増す中，ユーザーが配信サー
ビスに乗り換える，欧米のようなコードカッティ
ング現象が起きるのではないかと指摘されてき
た。2018年11月にNHK放送文化研究所（以
下，文研）で行った世論調査によると，有料動
画配信サービスのユーザーは1年前に比べ約
7％から約14％に倍増したが，有料チャンネル
ユーザーが契約を解除して有料動画配信サー
ビスに加入する状況はみられず，むしろダブル
加入が進んでいることが明らかとなった 11）。し

かし調査では，有料チャンネルユーザーには，
数十チャンネルをパッケージで提供する現行の
サービスモデルへのニーズが低いこと，そして
ユーザーの半分以上は日常的には1 ～ 3チャ
ンネルまでしか利用していないことも明らかと
なった 12）。加えて2019年からは，これまで多
チャンネルサービスを提供してきたケーブルテ
レビ事業者が，有料動画配信サービスの販売
も開始し，入会手続きや支払いも簡略化され
る13）ことから，サービス乗り換えのハードルが
下がることが予測される。多チャンネル事業者
は，スポーツや音楽ライブなどの一部のリアル
タイム性の高いコンテンツを除けば，放送の最
大の特性である「時間編成」そのものがユー
ザーにとって意味を失っていく現実と，本格的
に向き合っていかなければならない時期を迎え
ている。こうした中，多チャンネル事業者やそ
れを束ねるプラットフォーム事業者は，今後，
どのような道筋を探ろうとしているのか。次回
以降，改めて考察したい。

ケーブルテレビについても一言触れておきた
い。ケーブルテレビ事業者はほかの放送事業
者と異なり，メディア事業とともにインターネッ

図 4　放送産業の市場規模の推移と内訳〈売上高集計〉

出典：総務省『令和元年版 情報通信白書』
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トサービスを展開してきた。近年は有線だけで
なく，地域BWAという無線 LANサービスを
手がけ，今後はローカル5Gの担い手としても
期待されている。そのため，自社のサービスエ
リアにおける地域課題をネットテクノロジーで解
決していくという，前章で触れたSociety 5.0の
潮流に合致した新たな事業モデルを描くことが
可能な位置にいる。2020年半ばから国内で始
まる世帯数の減少という現実に直面していく中
で，彼らは契約世帯向け（BtoC）に加えて事
業者向けの地域サービス（BtoBtoC）で，ビジ
ネスの裾野を広げる方向に向かっていくだろう。

2-2　地上波民放ビジネスモデルの現在地

ここからは地上波民放のビジネスモデルにつ
いて詳しくみていく。地上波民放の収益は広
告による放送事業と，広告以外による放送外
事業に大別される。放送外事業の割合は，全
国平均は11.1％で，東名阪，札幌，福岡を除
くローカル局は6.7％である14）。つまり，ほぼ 9
割を広告に依存するビジネスモデルとなっている

（ホールディングスは除く）。
こうした中，2019年2月に電通が発表した

「2018年日本の広告費」では，地上波テレビ広
告費の1兆7,848億円に，ネット広告費が1兆
7,589 億円と肉薄して大きな話題となった 15）。し
かし，こうした数字以上に地上波民放が強く
危機意識を持っているのが，スポット広告の低
迷である。論を進める前に，タイムとスポット
という2 種類のテレビ広告について確認する。

＊「タイム」「スポット」2つの広告の特性

タイム広告は，広告主が特定の番組の提供
会社となり，その番組の枠内でCMが放送さ
れるものである。販売期間は2クール（3か月

×2）が原則で，広告主は電波料のほかに番組
制作費を局側に支払う仕組みとなっている。放
送事業者にとってタイム広告主は，その言葉通
り番組を支えてくれる“スポンサー”なのであ
る。一方，広告主にとっても，自社のターゲッ
ト層と重なる視聴者を持つ番組に特化してCM
を放送することで，商品やサービス等の情報を
効果的に届けることが期待できる。また，放
送事業者が同じ番組内では競合企業のCMを
流さないことを原則としていること，30秒以上
の長尺のCMも放送できることから，企業ブラ
ンディングにも効果的に活用できるメリットもあ
る。

タイム広告が特定の番組，つまり“点”での
契約だとするならば，スポット広告は“面”での
契約である。スポット広告の場合，広告主は，
タイムテーブル上で放送事業者が決めた曜日×
時間帯のいくつかの大枠16）の中から，自社の
CMを放送したいパターンの大枠を指定する。
そして，どのくらいの量，もしくはどのくらいの
予算でCMを放送したいかを決めていく。両者
でやりとりする指標には，延べ視聴率（GRP 17））
が用いられる。広告主が支払う額は，視聴率
1％あたりの値段（パーコスト）とGRPのかけ算
で決まる。

指定した大枠の中のどの番組でCMを放送
するのかは，放送事業者の裁量が大きい。そ
のため，この仕組みは，タイムテーブル上の番
組のCM枠をできるだけ埋めることができるよ
うにという放送事業者側の立場に立ったもので
あるといえるが，タイム広告よりも予算も期間も
広告主の融通が効くため，幅広い層に対して
商品やサービスの認知度を上げたいと考える広
告主にとってメリットがある。短期間で商品の
キャンペーンを行うときや，試作段階の商品の



10 OCTOBER 2019

テストマーケティングにも適している。

＊スポット広告の低迷が止まらない

2008年のリーマンショックで広告出稿が大
きく落ち込む中，広告主はタイム広告より，身
軽で機動性が高いスポット広告へとシフトし，
以降，スポット広告市場は活況が続いてきた。
2017年度にスポット広告が前年比で減少に転
じたときも，民放連研究所では2018年度には
プラスに回復するとの予測を発表した 18）。しか
し結果は2.9％減とさらに落ち込み，営業収入
全体のマイナス幅を大きく下回る状況となって
いる。ちなみに民放連研究所では2019年度の
予測を1.9％減としている。

2018年度のテレビ広告の総出稿量のうち，
スポット広告は実に4分の3を占めている。こ
の動向が地上波民放のビジネスモデルの行く
末を占うといっても過言ではないが，今後の見
通しは決して明るくない。景気の回復や企業収
益の回復がみられても，スポット広告の出稿が
回復しない，むしろ減少していく“逆相関”と
もいえる事態が起きているからである。

電通総研の奥律哉氏は，総務省の「放送を
巡る諸課題に関する検討会（以下，諸課題検）」
の「放送事業の基盤強化に関する検討分科会

（以下，基盤強化分科会）」において，「デジタ
ルの高速 PDCA19）化に比べて，テレビメディア
のPDCAがスピード・データ量ともに追い付か
ない現状」にある，と指摘した 20）。ここ数年で
急速に拡大したインターネット広告（以下，ネッ
ト広告）では，ユーザーの細かい属性や，行動
履歴から関心事等を詳細に把握したうえで広
告を流すことができる。また実際に広告を見た
人たちが，商品購入やサービス利用に至ったか
どうかという効果測定も可能である。それに比

べると，現状のテレビ広告においては，誰に
広告が届いたのかについての詳細や，届いた広
告の効果はどうだったのかを捉えることは困難
である。さらにスポット広告においては，自社
が想定するターゲット層が明確な場合，その層
と異なる視聴者層を持つ番組や時間帯にCM
が放送されることも少なくないため，広告主に
とって効率はよくない。ネット広告の一般化に
よって，相対的にテレビ広告の課題が顕在化し
たといえよう。

2-3　広がる広告ビジネスの変革

こうした課題に対して，放送事業者や広告
代理店，調査会社はさまざまな取り組みに着
手している。最近の動向をみていく。

＊スポット広告枠の“ばら売り”開始　

日本テレビでは，2018年末からこれまでの
スポット広告の取引慣習を大きく変える「Ad-
vance Spot Sales 21）（以下，ASS）」という仕
組みを開始した。前述したように，これまで広
告主は，スポット広告を放送したければ，放送
事業者からある程度のCM枠を“まとめ買い”
するしかなかった。しかしASSでは，1枠単位
から購入でき，さらに日付も番組指定も可能
である。まとめ買いでないぶん，単価は高くな
るが，広告主にとってはスポット広告であって
もタイム広告同様にターゲットを絞ることがで
き，かつ必要なぶんだけ購入できるメリットが
ある。この仕組みが用意されたことで，既存
の広告主の不満が緩和されるだけでなく，こ
れまでテレビにCMを出稿することを躊躇して
いた新たな広告主を獲得する道も開かれたとい
えよう。
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＊視聴率は“世帯”から“個人”へ

もう1つの取り組みは，視聴率計測を行うビ
デオリサーチによる「新視聴率計画」である。

「テレビのメディア価値を正しく表す」を目指すと
して，2020年4月から，すべての調査地区で，
①52週調査（年間を通じての調査）の実施，
②機械式（ピープルメーター）測定の導入によ
る個人視聴率の提供，③タイムシフト視聴率の
測定，を行うとしている（表1）。

このうち，広告ビジネスに最も大きな影響を
与えるのは個人視聴率の提供である。これま
で長らく，視聴率といえば，どの世帯がどれ
だけ見ているかを表す世帯視聴率であった。
視聴率の計測が，テレビ端末そのものの動き
を記録する機器で行われていたからである。そ
の後，関東地区では1997年，関西地区では
2001年，名古屋地区では2005年，北部九州

（福岡県全域）では2019年に，世帯視聴率と
ともに，世帯の中の誰が見たのか，つまり個人
視聴率も同時に計測できる機器（ピープルメー
ター）が導入された。しかしそれ以外の地区で
は，個人視聴率については，年2回，機械式調

査とは別パネル世帯のそれぞれの個人に，ど
の番組を視聴したのかを日記式に記録してもら
う形の調査にとどまっていた。そのため広告主
との取り引きにおいても，指標はあくまで世帯
視聴率であり，先に触れたスポット広告におけ
るGRPも世帯視聴率で算出され，個人視聴率
はターゲット含有率として参照する程度にとど
まってきた。

なお，関東地区については，2018年4月か
ら計測だけでなくスポット広告の取引指標が，

「P＋C7」という個人視聴率に7日間のタイムシ
フト視聴を加えたものに変わった。関西・名
古屋地区も2019年10月から開始する予定であ
る。全国的にはまだ旧来型の世帯視聴率がメ
インであるが，2020年開始予定のビデオリサー
チの「新視聴率計画」は，全調査地区を個人
視聴率の同一指標に切り替えることが最大のね
らいである。このことにより，少なくとも全国で
どういう人たちが見ているのかが明らかとなる。
また，測定が個人単位になることで，ネット上
での動画配信の視聴等とも組み合わせて視聴
実態を把握することができるようになる。ビデ

表1　ビデオリサーチの「新視聴率計画」

出典：ビデオリサーチ プレスリリース（2019 年 2 月 21日）
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オリサーチは現在，個人視聴率の測定の対象
となる人が，スマートフォンやタブレットでどん
な放送局由来のコンテンツを視聴しているのか
を併せて把握できるよう取り組んでいる。

スポット広告の低迷が続く中，テレビ業界挙
げてのこうした視聴率測定の仕組みの変革は
喫緊の課題であろう。しかし，当然のことなが
らそこにはコストがかかってくる。放送事業者
はビデオリサーチからデータを購入することで
それを負担することになるが，ローカル局にとっ
てその負担は大きい。また，個人視聴率が“新
たな武器”となるのか，実態を示す“劇薬”と
なるのかは，局によって異なってくる。

＊注目が集まる視聴ログデータ活用

改めて確認しておくと，視聴率とは，統計学
の理論に基づいて無作為に抽出されたサンプ
ル世帯で計測したデータを，“社会の縮図”と
して捉えるものである。これに対し，違うかた
ちで視聴実態を表すデータが注目されている。
ネットに接続したテレビからメーカーや放送事
業者が収集する視聴ログデータ（視聴履歴とも
呼ぶ。以下，視聴ログ）22）である。前者の視聴
率を「パネルデータ」と呼ぶのに対し，後者の
視聴ログはテレビ端末から得られる実数すべて
を表すため，「実数データ」と呼ばれている。

視聴ログ収集の先陣を切ったのはテレビメー
カーである。ネット接続が可能なスマートテレ
ビの発売に伴い，2013年ごろから各メーカー
でデータ収集が開始された。視聴者の許諾を
得て収集した視聴ログを，自社向けのサービス
に活用するとともに広告代理店や調査会社に
第三者提供を行っている。例えば調査会社の
インテージは，複数のメーカーの視聴ログから
個人接触率を導き出す詳細な分析を行い，放

送事業者や広告主に販売している。
一方，地上放送事業者は，情報や番組，広

告を一方向にテレビ端末に送り届けるという放
送のメディア特性から，視聴ログの活用には慎
重な姿勢をみせてきた。しかし2017年，諸課
題検の議論を経て「放送受信者等の個人情報
保護に関するガイドライン」が改正され，課金と
統計にしか活用してはならないという視聴ログの
目的制限が撤廃されたこと，テレビのネット接
続率が，文研の世論調査によれば，2017年に
は約24％，2018年には約31％と急速に上昇し，
データ活用にリアリティーが出てきたこと23），さ
らに，先に述べたスポット広告の低迷という状
況が重なって，地上放送事業者の間でも急速
に関心が高まってきた。そして，個人視聴率
ベースのパネルデータと，視聴者の詳細なプロ
フィールが推定可能なテレビの視聴ログという
実数データ，この2つを組み合わせれば，テレ
ビの媒体価値をより正確に広告主に示すことが
でき，ネット広告への流出も防ぐことができる
のではないか，との期待が一気に高まってきた
のである。特にここ1年，放送事業者を対象と
するセミナーや講演会でも，視聴ログがテーマ
になることが増えており，いずれも定員を大きく
上回る盛況が続いている24）。

ただ，一言でテレビ視聴ログといっても，収
集方法やデータの内容によってさまざまな種類
がある。表2は総務省の諸課題検「視聴環境
分科会」で，視聴関連情報について整理され
たものである。現在，地上放送事業者が収集
に熱心なのが，一番下に示されている「非特
定視聴履歴」と呼ばれるものである。データの
内容は，IPアドレス，テレビ端末の識別番号，
放送局の識別ID，テレビに設定された郵便番
号，番組の視聴時刻情報である。視聴者から
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事前に同意を取得し，データを収集するオプト
イン方式ではなく，「視聴者の明示的な同意を
事前に取得する代わりに，予め視聴関連情報
の取得や利用を通知・公表しておき，本人から
の求めに応じて，その利用を停止する手続きを
用意する25）」オプトアウト方式での実施である。
この方式ではデータから個人を特定することは
できないが，そのぶん，多くの量を集めること
ができる。このデータからは，視聴者が番組
のどこで流入もしくは流出したのかや，この番
組はどういう視聴傾向にある人によく見られて
いるのか等を確認することができる。さらに
DMP26）と呼ばれるネット上の行動履歴や購買
履歴等のビッグデータのプラットフォームと照
合すれば，詳細な視聴者のプロフィールを推
察することも可能である。

現在，この非特定視聴履歴については，認
定個人情報保護団体であるSARC（放送セキュ

リティセンター）や，2018年に発
足した，有識者，放送事業者，
テレビメーカー等で構成される

「視聴関連情報の取扱いに関する
協議会（以下，視聴情報協議会）」
において，円滑な活用に向けた
議論が進められている。総務省
でも，2019年1月に，在京民放
キー局による「テレビ視聴データ
に関する5社共同実験」が行わ
れた。実証の目的は，各局が収
集した視聴ログの集約・分析で
ある。現在，視聴ログの収集に
ついては，各局それぞれがデー
タ放送の技術を活用している27）

が，各局でシステムが異なるた
め，データの内容には差がみら

れる。今後，広告主に対して説得力のあるデー
タにしていくためには，フォーマットを共通にし
ていくことが求められている。

2019年6月に幕張メッセで行われたデジタ
ルメディアの総合イベント「Connected Media 
Tokyo」のシンポジウムが，2019年上半期の視
聴ログを巡る地上放送事業者の空気をよく表し
ていると思われるので紹介しておく。ここでは
総務省の技術実験の結果報告と今後の展望に
ついての議論が行われたのだが，議論の最後
に電通ラジオテレビビジネスプロデュース局の
布瀬川平氏が，「視聴ログをビジネスに取り込
んでいくことで，ネット広告がテレビ広告を逆
転しても，近いうちにひっくり返すことも可能に
なる」と発言した。この発言に対し，会場を埋
め尽くした1,000人近い地上放送事業者を中心
とした観客には，期待と興奮が入り混じる高揚
感が漂っていた。

表 2　視聴関連情報の整理

出典：SARC「放送分野の個人情報保護に関する認定団体指針」
（枠囲みは著者）
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2-4　民放ローカル局の
       ビジネスモデルの現在地

ここまで，地上波民放のビジネスモデルの概
況と，変革に向けた取り組みについてみてきた。
本節では，現在，規制改革推進会議（以下，
推進会議）や自民党の「放送法改正に関する小
委員会（以下，自民小委）」，総務省・諸課題
検で経営基盤の強化を求められているローカル
局のビジネスモデルについて取り上げる。

中でも今回は，ビジネスモデルがより複雑な
系列ネットワーク加盟局（以下，本節ではロー
カル局）のテレビについてみていく（図5）。左
側に示したのが放送（広告）事業，右側が放
送外（その他）事業である。放送事業から現
状を確認する。

＊放送（広告）事業の概況

ローカル局の場合，タイムテーブルには在京
キー局（もしくは親局。以下，本節ではキー局）
の番組を受けて放送するネット枠と，自社制作

番組，もしくは自社が購入した番組を放送する
ローカル枠がある。

ネット枠のタイム広告については，キー局が
営業を担当し，広告収入はキー局の放送を受
けたローカル局それぞれに配分される仕組み
が古くから形成されてきた。「ネット配分」と呼
ばれるこの収入が，ローカル局全体で平均する
と収入の約4分の1を占める28）。残りはローカ
ル局自身による営業であるが，そのうち最も比
率が高いのが，大手企業のスポット広告を扱う
東京支社である。これが平均で全体の収入の
約半分を占める。この2本の屋台骨が，長らく
ローカル局の放送事業を支えてきた。

しかし，ネット配分については複数の系列で
減額が行われ始めている29）。業界内では，キー
局を“親”，ローカル局を“子”になぞらえ，ネッ
ト配分を“ミルク代”と呼ぶ慣習があるが，“子”
であるローカル局も，最も後発の平成新局で
あっても20歳を超えている。そしてホールディ
ングスの傘下でない限り，経営責任はそれぞ

図 5　民放ローカル局のビジネスモデル
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れの局にある。“親”であるキー局も，自局の
経営が苦しくなってくれば，ネット配分につい
てよりビジネスライクな対応をとることは，今後
避けられないだろう。

また，2本柱のもう1つ，東京支社の営業も
厳しくなっている。スポット広告の低迷につい
ては先に触れたが，それに加えて，大手企業
が商品やサービスのキャンペーンやテストマー
ケティングを縮小させているため，特に大都市
部を抱えないローカル局へのスポット広告の出
稿はより少なくなっているのである。今後もこ
の流れは一層強まってくるとみられている。

＊ゴールデンタイムに挑む

この流れに対し，ローカル局には，自社の
定時番組の制作を強化し，ローカルタイム広
告主をより確保していくことで，放送事業の収
益構造を少しでも変えていこうという意識が高
まっている。

先に触れたように，系列ローカル局のタイム
テーブルにはネット枠とローカル枠があり，自
社制作番組は原則，ローカル枠でしか放送す
ることができない。平日の夕方にローカル局が
自社制作を行うニュース・情報番組が集中して
いるのはこのためである。この時間帯は，し烈
な視聴率競争とともに，ローカルタイム広告主
の獲得競争が行われている。そのため他局と
差別化していくには，この時間帯以外で，いか
に存在感のある自社制作番組を放送していけ
るかが重要になる。

こうした中，一部のローカル局が勝負をかけ
ているのが，多くの視聴者がテレビの前にいる
可能性が高い，平日の出勤前や夜の7時から
11時までのゴールデン・プライムタイムである。
この時間帯は基本的にはネット枠であり，ロー

カル局はキー局が制作した番組を受けなけれ
ばならない。しかし，系列ごとに，部分的に
ローカル枠の時間帯がある。多くのローカル局
では，キー局が制作するローカル枠番組を購入
して放送しているが，一部の局では，番組購
入費用より多くの費用をかけてでも，自社で制
作しようとしているのである。

朝の時間帯にローカル局が長尺で自社制作
番組を放送できる系列はANN（テレビ朝日系）
のみである。大阪，名古屋，福岡に加えて，
2014年からはHTB北海道テレビが，6時から
8時までの2時間枠で毎日，生放送を行ってお
り，最近では世帯視聴率が平均で15％を超え
る健闘をみせている。

一方，平日のゴールデンタイムについては，
ANNは月曜日夜7時に月1度のローカル枠が
あるのみである。逆にJNN（TBS系）は，毎
週水曜日の夜7時から10時の3時間がローカ
ル枠である。鹿児島県のMBC南日本放送は
この枠で2時間の自社制作を行っているのが知
られているが，このほかにも鳥取県・島根県地
区のBSS山陰放送が2014年から，大分県の
OBS大分放送が2012年から夜7時台に番組
制作を行っている。NNN（日本テレビ系）では
毎週金曜日の夜7時台のローカル枠で富山県
のKNB北日本放送が2018年4月から，またト
リプルネット局である宮崎県のUMKテレビ宮
崎は，2019年5月から火曜日の夜7時台に自
社制作番組の放送を開始している。

他局が東京や大都市の目線のキー局制作番
組を放送する時間帯に，地域に特化した番組
を放送することは，地域の視聴者にとっては大
いに歓迎であろう。局側にとっても地域メディ
アとしての存在感を示す絶好の機会でもある。
そして，そうした番組には，タイム広告主とし
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て番組制作費も出して応援しようという地域の
企業も集まりやすい。ただ，ゴールデンタイム
はキー局が高額の制作費を投じて，全国的な
知名度のあるタレントや役者を多数出演させる
番組がしのぎを削る時間帯である。制作費が
限られるローカル局が毎週1時間のレギュラー
番組を制作し続けていくには，相当な覚悟が
求められる。そのため，以上に挙げた局のほ
かにも，毎週は難しいが，月1回くらいのペー
スで自社制作番組を放送しているという局もあ
る 30）。

＊放送外（その他）事業の概況

次に放送外事業についてである。ローカル
局の収入の1割弱しか占めていないが，内容は
多岐にわたっている。代表的な事業を分類した

（図5の右側）。
このうち，多くの局が手がけ，安定した収入

につながっているのが，不動産ビジネスや住宅
展示場経営である。社屋の一部を貸したり，
敷地内で駐車場を運営したり，旧社屋跡地を
住宅展示場に活用したりといったもので，これ
はローカル局の伝統的な放送外事業と言って
いいだろう。それ以外にも，「地域密着事業」
として，地域活性化や観光等に関するイベント
を自治体や観光協会等から請け負ったり，地
域産品の物販を手がけたりする局も多い。

ここ数年は，ネット配信や海外コンテンツ展
開，VR（バーチャル・リアリティー）やドロー
ン等を活用した「コンテンツ関連事業」に積極
的な局も増えている。しかし，一部の局を除い
てはなかなか思うような収入にはつながってい
ないのが実情である。2019年7月11日に公表
された総務省・諸課題検の基盤強化分科会の
中間取りまとめでは，①地域コンテンツをネット

で全国に向けて発信する際の効率的・安定的
な配信基盤の確立に向けた方策への支援の検
討，②海外コンテンツ展開の際の支援の継続・
拡充，といった放送エリアから外に向けて発信
するコンテンツ事業への支援が記された 31）。ま
た，民放連の「民放のネット・デジタル関連ビ
ジネス研究プロジェクト」でも，各局のネット展
開についてベストプラクティスの共有が進めら
れている。

＊「放送外2.0」

筆者は最近のローカル局取材において，放
送外事業の新たな潮流が生まれていると感じ
ている。図5に示したが，コンテンツ関連事業
と地域密着事業，放送事業と放送外事業，そ
のちょうど間に位置するような地域ビジネスの
模索である。「自社制作番組の活用」「ネット活
用による全国発信」「リアルな地域とのつなが
り」が三位一体となっているこの流れを，筆者
は「放送外2.0」と位置づけている。

なぜ2.0か。それは，放送外事業であって
も日常の自社制作番組をしっかり絡めていると
ころにある。ただ，番組のクオリティーの追求
や広告収入を最終的な目的に置く“番組ファー
スト”ではない。目的はあくまで地域の活性化
をどう自社の放送外事業の柱にしていけるかで
あり，そのために情報伝搬力の高い放送番組

“も”，効果的に活用していこうという発想なの
である。

最近取材した事例を2つ紹介しておく。
STSサガテレビは2018年3月， 社 屋を改

装し，1階のエントランスに佐賀県産の食材を
使ったカフェと地元の商品を販売できるイベン
トコーナーを併設したスペースをオープンした。
昼時に筆者が訪れた際には，50席余りあるカ
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フェは満席だった。ランチタイムはいつもにぎ
わっているそうである。夕方の情報番組では，
このカフェから料理コーナーを，またイベントス
ペースからの生中継も行われる。「これまでの
ような一方向からの情報発信ではない，新しい
ステージへ。（中略）地域の人々でにぎわい，さ
まざまな「つながり」が生まれる場をつくりた 
い 32）」との思いで運営されているそうである。
つながりの場はウェブ上にも作った。2017年に
ウェブマガジンを創刊し，佐賀を盛り上げよう
と頑張る事業者や商店，学生らがブロガーとな
り，商品や活動を全国や海外に発信中である。
これらの取り組みに共通するのは，外部の多く
の人たちとのつながりの中で磨き上げられた，
従来の放送局にはあまりみられなかった洗練さ
れたセンスである。局を外部に開くことで，結
果的にサガテレビは自身のブランディングの再
構築も実現できていると感じた。

2つめの事例は愛媛県のRNB南海放送で
ある。南海放送は2015 年2月にアプリをリリー
スしており，2019 年 8月末現在のダウンロード
数は約6万7,000で，2020 年には10万を目指
している。県内のニュース，災害時や天気情
報のプッシュ通知，番組の宣伝，物販等を展
開しており，全国で利用することができる。こ
うした地域情報を放送だけでなく多くの人に
伝達するという社会的役割の実現だけでなく，
アプリをどうビジネスにつなげていくかが，局
の数年来の課題であった。こうした中，2019
年4月から毎週土曜日の昼に，このアプリと地
元タウン情報誌を連動させた情報番組をスター
トさせた。生放送中の画面に，タウン情報誌
が取材した地元の商店街のクーポンをQRコー
ドで配布し，それをアプリ内の専用カメラで取
得してもらうというしかけである。店舗の取材

は地元タウン情報誌で，取材情報の紹介は広
くテレビで，お店への送客はアプリで，という
役割分担である。今後はビーコン 33）を活用し
て，商店街やアーケードの近くに行くとアプリ
を経由して，店舗の広告やクーポンが配信され
るような狭域のプッシュ広告もできないかと考
えているという。

現在，「南海放送アプリ」は系列を越えて10
局がライセンス契約をしている。半年に1度，
各局でユースケースを持ち寄り定期的に議論し
ており，筆者もその場に参加させてもらった。
どうしたら公共的な役割とビジネスを両立させ
ていけるのか，同じアプリというツールを活用
しているからこそ，アイデアを形にしていくた
めの建設的な議論がなされていると感じた。

2-5　小括

ここまで，地上放送とローカル局のビジネス
モデルと最近の変革の動きについてみてきた。
最後に本章の小括として，今後，考えるべき
論点を提示しておく。

＊個人視聴率化で番組制作が変わる? 

スポット広告の取引指標が個人視聴率に変
わっていくことについて，コピーライターでメディ
アコンサルタントの境治氏は，自身のブログや
ネット記事で積極的に発言している34）。境氏は，
世帯視聴率が番組の評価を決める風潮が世間
で形成され，局側もその風潮に引きずられてい
く構図が“テレビのおばさん化”を引き起こして
きたと指摘する。つまり，テレビ局は世帯視聴
率にこだわるあまり，視聴人数が多い年配の
世代に偏った番組を制作しがちになってしまう。
それが結果として，若者にテレビを自分たちの
メディアだと感じさせないようにしてしまったの
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ではないか，というのである。境氏は，今後，
個人視聴率が浸透していけば，番組制作の現
場は変化し，若者向けや多様性のある番組が
生まれてくるのではないかと期待を寄せる。元
MBS毎日放送プロデューサーで同志社女子大
学教授を務める影山貴彦氏も同様の指摘をし
ているが，加えて影山氏は，本当に番組が変
わっていくためには，視聴者とともに高齢化し
ている制作者の世代交代を行っていかなけれ
ばならないと指摘している 35）。

個人視聴率導入を単なる広告ビジネス指標
の変革とだけ捉えず，番組制作のあり方やメ
ディア自身の変革にどこまでつなげていける
か，放送事業者の問題意識が問われていると
いえよう。

＊視聴ログと視聴者を巡る3つの懸念

次に，現在，地上放送事業者の最大の関心
事となっている視聴ログ活用と視聴者との関係
について，3つの視点から考えておきたい。

〈視聴者への説明責任は十分か?〉

現在，地上放送事業者が各局でそれぞれ収
集している主な視聴ログは非特定視聴履歴で
あり，個人情報には該当しない。そのため収
集もオプトアウト方式で行っている。だが，前
述した視聴情報協議会は2019年3月に公開し
た「オプトアウト方式で取得する非特定視聴履
歴の取扱いに関するプラクティス（ver.1.0）（以
下，取扱いプラクティス）」の中で，2017年4月
に改正された「放送受信者等の個人情報保護
に関するガイドライン」の次の文言を再掲して
いる。「情報のプライバシー性に配慮する観点
からは，このような非特定視聴履歴について
も，その取得の前に，同意を得る，又は取得

に関する告知を徹底するなどの取扱いについ
て，（中略）自主的な取組がなされることが望
ましい」（下線は筆者）。そのうえで対応は今後
の継続検討課題としている。改正後 2年以上
経つが，この点の議論は未だ深まっていないよ
うである。

海外に目を転じると，EUでは2018年5月に
一般データ保護規則（GDPR）の適用が開始さ
れ，そこではIPアドレスも個人情報に含まれる
こと，収集にはユーザーの事前の同意を必要
とするオプトイン方式を基本とすること等が決
められた。GAFA36）が勢いを増す中，こうした
個人情報保護に対する社会の意識の高まりは，
国境を越えて迫ってくる。日本も無縁ではいら
れないだろう。

現在，少なくともキー局の放送エリアでテレ
ビをネットに接続している世帯においては，オ
プトアウトしている場合を除き，各放送事業
者から視聴ログを収集されている状態にある。
果たして自分の視聴ログが収集されていること
をどれだけの視聴者が認識できているだろう
か。また，視聴者がオプトアウトしたい場合，
dボタンを押してまずデータ放送のメイン画面
に行ってから，さらに視聴ログに関する画面に
遷移して手続きを行うという作業が必要であ
る。収集は局ごとに行っているため，視聴者は
1局ずつ作業を行わなければならない。

視聴ログをいかに広告ビジネスに効果的に
活用していくか，という今の放送業界の盛り上
がりに水を差すつもりは毛頭ないが，本格的な
活用の前に視聴者の誤解や疑念が広がってし
まっては，進むものも進まなくなる。視聴ログ
の収集・活用が，放送事業者や広告主にのみ
メリットがあるとしたら，視聴者に対して詳細
な説明はしにくいものである。今後，オプトイ
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ン方式を選択するにせよ，オプトアウト方式を
継続していくにせよ，視聴者に納得してもらえ
るような説明を尽くしていく方向に向かうことは
避けられない。ならばなおさら，視聴者にとっ
てどんなメリットを提供できるかの視点を忘れ
てはならない。

〈視聴者のメリットとは?〉

では，地上放送事業者よりも視聴ログの活用
が先行しているテレビメーカーやケーブルテレビ
事業者は，視聴者向けにどのようなサービスを
提供しているのだろうか。最も一般的なのは，
視聴傾向に合わせたチャンネル横断の番組レコ
メンドである。このほか，番組視聴ランキング
情報の提供，テレビのON・OFFで高齢者の
安否を確認するサービス，外部のポイントサー
ビスと組んだポイント付与等が行われてきた。

視聴情報協議会の座長で青山学院大学の内
山隆氏は，「気持ちよく個人情報の提供に賛同
してもらうには，適切なリワードやインセンティ
ブ・システムが必要だ。残念ながらまだ世の中
がざわつくような具体事例は出てきていないと
思われる。（中略）その設計は，視聴者や消費
者に行動の習慣性形成に大きく寄与することに
なり，新しいビジネスの離陸に貢献することに
なるだろうから，十分なリソースと知恵の配分
が必要と思われる 37）」と述べている。

果たして，“世の中がざわつく”具体例とはど
んな仕組みなのか。地上放送事業者は現在，
データ放送上で視聴ポイントや視聴マイルの
サービスの仕組みを構築し，貯

た

まった量に応じ
てクーポンの配布やプレゼント応募の機会を提
供している。こうした取り組みの経験も生かし
ながら，ポイントやマイルのような視聴者が直

ちょく

截
せつ

的に感じる実利以上のクリエイティブなサー

ビスをいかに開発していけるか。現時点で収集
しているのが個人情報にあたらないデータが中
心であるとしても，広告ビジネスへの活用を考
えるのと同じくらいの熱量を持って取り組んで
おく必要があると筆者は考えている。

〈放送事業者としての活用範囲は?〉

そして，最も考えるべきは，視聴ログをどこ
まで活用するのかである。「取扱いプラクティ
ス」では，活用範囲として以下の4つを示して
いる。①分析・レポーティング，②リターゲティ
ング（以下，リタゲ）番組宣伝，③商用リタゲ，
④第三者提供，である。①は実施中，②まで
が実証中である。

①は非特定視聴履歴を分析し，番組の視聴
者の詳細なプロフィールを推定し，番組の改善
に役立てたり広告主に提供したりするものであ
り，これまでも述べてきたものである。②③の
リタゲとは，過去にウェブサイト等を訪問した
り商品を購入したりした人に対して，その後の
ウェブでの行動を追跡し，再び宣伝や広告を
表示していく手法である。②の実証では，非
特定視聴履歴とDMPデータをもとに，視聴者
を共通の属性を持つ「広告セグメント」に分け，
そのセグメントに適した番組の告知宣伝を届け
ている。まだ実証の実施には至っていないが，
③になると，リタゲの範囲は番組宣伝だけで
はなく広告そのものにも拡大し，④になると放
送事業者が第三者にデータを提供（販売）し，
オープンDMPのビッグデータの1つとして，番
組の視聴傾向がさまざまなマーケティングに利
用されていくということも考えられる。

視聴者側からみた場合，①は局が視聴者像
を詳細に把握することで番組制作の向上が期
待できる，②は自分に興味がありそうな番組を
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放送前に局がレコメンドしてくれる，というふう
にメリットとして捉えてもらうことができるかも
しれない。しかし，③や④になってくると，視
聴者を「消費者」として捉えた活用になるので
話は少し違ってくる。

テレビはこれまで，多くの視聴者に対して，
同じ商品やサービスのCMを放送することで，
国民全体の暮らしの向上に貢献してきた。し
かし，大量生産・大量消費時代は終焉を迎
え，個人のライフスタイル，趣味・嗜好は多様
化の一途をたどっている。そのため，テレビ広
告，特にスポット広告が時代にそぐわなくなっ
てきているというのは前述した通りである。同
時に人々の経済格差や地域間格差はますます
拡大し，社会の分断も進んでいる。こうした中
で，テレビ広告ビジネスは今後，どのような形
で国民全体の暮らしと関わっていくのか。この
スタンスが決まらないうちは，放送事業者は番
組宣伝を越えた広告のリタゲの活用には抑制
的であるべきだと筆者は考える。広告セグメン
トを決める究極の要素は「収入」である。個々
の視聴者への行きすぎた最適化は，消費者と
しての主体的で熟慮した選択の機会を奪うこと
にもなりかねない。テレビを起点としたデータ，
放送事業者が収集したデータが，人々の格差
や社会の分断を助長する道具となってしまうこ
とは，できれば避けたいと思うのは筆者だけ
であろうか。

このように，活用範囲のラインをどこに引く
のか，という問いは，放送事業者がどこまで
ネット事業者に近づくべきか，そして，テレビ
端末をどこまでパソコンやスマートフォンに近づ
けていくのか，という問いと同義である。ただ
厄介なのは，これはテレビの視聴ログ活用に
とどまるテーマではないということである。放

送事業者はネット上でも，ウェブサイトやSNS，
TVerをはじめとした動画配信サービス等，さ
まざまなサービスを行っており，そこでのユー
ザーのログデータの活用のあり方も同時に考え
ていかなければならない。その際，テレビ・放
送もネットサービスも，放送事業者として共通
のスタンスでいくのか，それとも，そこはダブ
ルスタンダードでいくのか……。

以上のような，活用範囲を抑制すべきか否
か，という議論の立て方がある一方で，放送
事業者の社会的役割を高めていくために，よ
り積極的に視聴ログの活用範囲を社会に広げ
ていくという発想もある。

イギリスの公共放送 BBCの技術長であるマ
シュー・ポストゲート氏はBBCのブログで，視
聴ログの活用は，単なる番組改善やレコメンド
だけでなく，地域コミュニティーや社会システ
ムの改善に役立てられると考え，外部の団体
と複数のプロジェクトを立ち上げていると発表
した 38）。総務省でも2017年に「視聴データを
活用した放送サービスに係る実証」，2019年に

「視聴データ利活用によるサービスモデルの検
証」を行い，主にローカル局において，地域経
済や地域社会との協業で，視聴ログを地域で
利用・還元できる仕組みを模索している。実証
では高齢者への医療サービスや，カーナビとの
連携による観光情報の提供等，地域の企業や
自治体を巻き込んださまざまなアイデアが出さ
れている。いずれも視聴ログの活用が目的化し
ており，地域に根づく実サービスになるには道
のりは遠いという印象を受けた。だが，第3節
で触れた「Connected Media Tokyo」のシンポ
の中で，地方は都市部よりテレビ局が信頼され
ているため，ローカル局は非特定視聴履歴で
はなく，個人を特定するデータを活用した地域
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での取り組みが価値を生むとの発言があった。
これは一考に値すると思う。視聴者である地域
住民からきちんと同意をとったうえで，地域ビ
ジネスや公共サービスにテレビ端末をどう包含
していくか。そのためにはできる限りローカル
局同士やケーブルテレビが連携して地域と向き
合ったほうが，より多くの地域住民を対象にで
きるため，可能性も広がってくるだろう。今後，
リアリティーのある事例が地域から出てくるこ
とを期待したい。

＊ローカル局　地域密着の立ち位置は? 

東京のタイム広告とスポット広告が双方とも
増加を見込めない中，ローカル局は放送事業
においても放送外事業においても，いかに地
域密着に傾斜していけるかがこれからの方向
性であることは間違いない。しかし，先に触れ
た総務省・諸課題検の基盤強化分科会の議論
では，この流れに対して，幾度となく構成員か
ら懸念が示されていた。中間取りまとめにも，
そのことが次のように記されている。「ローカル
局には，地方自治体の政策目標に対して地方
自治体と一緒になって取組を進める側面だけ
ではなく，時には批判的な立場で報道機関と
しての役割を果たすべき側面もある 39）」。

筆者はこれまで，ケーブルテレビ事業者の
取材において，こうした葛藤をよく耳にしてき
た。ケーブルテレビの多くは地元の自治体が出
資していることや，自治体から発注される業務
を請け負うことが多いことから，報道機関とし
て自治体に対峙することが構造的に困難だと
判断し，報道はやらないと決めている経営者
も少なくない。しかし，基幹放送であるローカ
ル局は報道機関である。分科会の指摘は重い。

また，2019年6月に筆者がモデレーターを

務めた日本マス・コミュニケーション学会のシ
ンポジウム 40）では，広告主である地域企業と
の距離感についての議論もあった。その議論
では，これまで業界の外での議論の場ではほ
とんど触れられてこなかった「パブリシティー」
が1つのテーマとなった。

パブリシティーとは，放送業界では通称「パ
ブ」「パブ枠」と呼ばれるもので，「スポットキャ
ンペーンなどの時間に合わせて自社制作番組
枠の中で，コーナーを設けて，企業紹介，商
品紹介，プレゼントなどを行うことをいう41）」。
広告主とスポット広告の契約をする際，放送局
が“おまけ”として提供することが多いが，広
告主から別途宣伝費用をもらう「ペイドパブ」
もある。こうしたパブは，CM枠ではなく番組
本編の中で放送されている。

関西大学の黒田勇氏はローカル局の夕方の
情報番組が「地元の飲食店情報やショッピン
グ情報がパブリシティ絡みと思われる内容で
放送され，いわゆる「パブもの」 を混在させる」
現状になっていると指摘している 42）。シンポで
も，こうした方法による番組制作が常態化して
いること，広告放送をCMによって明らかにし
なければならないという民放連の放送基準 43）

に照らしてもグレーゾーンという認識は持ってい
る，との発言もあった。

今後，ローカル局の制作する番組が地域密
着になればなるほど，また筆者が「放送外2.0」
と名づけたように，地域ビジネスのために放送
局が番組を活用したりすればするほど，“まるご
と地域宣伝番組”になる可能性がある。それ
は，ローカル局が地域の応援団となっていくと
前向きに捉えられる一方で，局が主体となって
取材するメディアから，地域が主体となって利
用するメディアへの変容でもある。そして最も
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大切なことは，その変容を地域の視聴者はど
こまでローカル局に求めているのか，という点
である。

筆者が前回に取り上げ，総務省・諸課題検
の基盤強化分科会でも報告をしたKBC九州
朝日放送は，2019年1月から2020年3月まで
の予定で，福岡県内の60市町村を1週間ずつ
キャラバンする企画を実行中である 44）。毎週
取り上げる約40エピソードの地域情報の多く
が，地域の企業や店舗の紹介である。ただし，
KBCはこの企画を「一切ビジネスにはしない」
と，潔いまでに内外に宣言している。しかし，
多くのローカル局が置かれた経営状況の中でこ
の潔さを持てるかといえば，現状はNOである。
ならばどうするか。

先の黒田氏はこうも述べている。「「パブも
の」の選択も「その地域のいまをうまく切り取っ
ているのか」というジャーナリスティックな視点
の存在の有無によって，情報の意義は大きく異
なってくる。単なる地域企業の広告メディアで
はなく，そこには放送局が長く理念として保持
してきたジャーナリスティックな視点からの情
報こそが，放送を放送たらしめる特徴だという
認識が必要であろう45）」。

地域密着ビジネス時代にローカル局が考える
べきことはまさにここにある。ビジネスの中に
こそ，営業の中にこそ，もちろん経営の中にこ
そジャーナリズム感覚をより強く意識する時代，
それこそがローカル局の「放送外2.0」の時代
であろう。

3. 法制度を巡る動向の現状と今後

ここまで，テレビ・放送を取り巻く構造変化
が地上波民放のビジネスモデルにどのような変

革をもたらしているのかをみてきた。本章では，
法制度や放送政策がどう問い直されているの
かをみていく。

3-1　改正放送法公布

2019年上半期の放送政策を巡る動向として
最も大きかったのは，NHKの常時同時配信の
解禁を盛り込んだ改正放送法が2019年5月29
日に国会で可決・成立し，6月5日に公布され
たことであろう。本節ではこれを常時同時配信
とNHKのガバナンスの2つの面から整理する。

＊NHKの常時同時配信解禁を巡る規定

まず，常時同時配信に関してNHKがどのよ
うなサービスを提供する予定なのかを確認して
おく。配信を行うのは総合とEテレの地上2波
で，1週間程度の見逃し配信も併せて行う予定
である。開始当初は1都3県向けの地域放送
番組を全国に配信する。字幕と2か国語放送
にも対応する予定だ。これらのサービスは「放
送の補完」という位置づけであるため，利用
登録をする際には受信契約との照合を必要と
する。受信契約をしていない世帯については，
常時同時配信では画面上にメッセージを表示
するが，災害時等は利用可能にする。なお見
逃し配信については視聴できない。

次に開始時期である。NHKは法改正が行
われる前から，東京オリンピック・パラリンピッ
クが開催される前，少なくとも2019年度中に
は開始したい旨を繰り返し述べてきた。今回，
法改正は行われたが，NHKがサービスを開始
するには，今後 2つの手続きを行う必要があ
る。ネット活用業務の実施方法や費用等を定
めた「インターネット実施基準（以下，実施基
準）」と，具体的なサービスの内容を織り込ん
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だ「インターネットサービス実施計画（以下，実
施計画）」の策定である。

これまで民放連や日本新聞協会は，常時同
時配信が解禁されたとしても，NHKのネット活
用業務の費用はこれまで通り「受信料収入の
2.5％」を超えるべきではないと強く主張してき
た46）。この数字は，NHKが現行の実施基準
で定めているものである。そのため，NHKが
新たな実施基準案で何％を提案してくるのかが
注目されている。なお，実施基準については，
案を示しパブリックコメント（以下，パブコメ）
を実施したうえで総務大臣の認可を得るという
手続きとなっている。

今回の改正放送法とそれに伴う省令改正で
は，この実施基準と実施計画に対して新たな
規定が設けられた47）。まず，実施基準について
は，常時同時配信を含むネット活用が「受信料
制度の趣旨に照らして適切か」を審査する「認
可要件の見直し」が加わった。そして実施計画
については，新たにNHKに対して「届け出・
公表義務の規定」が設けられることになった。

さらにネット活用業務全般において，受信料
活用業務内における「区分経理」が適用され
ることになった。この適用によって，これまで
NHKは費用を，①物件費，②人件費，③減価
償却費，の3分類のみで示していたものを，今
後は詳細に明細と金額を示すことが求められる
ようになる 48）。また，実施基準の認可要件が
適切に守られなかった場合には「義務違反に
対する遵守勧告」が行われる等，事後チェック
制度も設けられた。

地方向け番組の提供と，ほかの放送事業者
との協力の必要性については努力義務として規
定された。後者に関しては，NHKは2019年8
月26日から，在京・在阪局が運営する地上波

民放の見逃し配信ポータルサイトTVerに，一
部の番組の提供を開始している。

＊NHKグループのガバナンスを巡る規定

常時同時配信の解禁が大きく注目された今
回の改正放送法だが，NHKグループの適正な
経営を確保するための新たな規定も数多く盛り
込まれている。

1点めはNHKグループ全体に対して，会社
法制に倣った規定の整備を行うことで「コンプ
ライアンスの確保」を徹底するというものであ
る。具体的には経営委員会の内部統制や，監
査委員会のチェック機能の強化等が規定され
た。

2点めは「中期経営計画の策定」に関するも
のである。NHKはこれまでも3年ごとに経営
計画を策定してきた。策定にあたっては，「重
点事項」を示して2週間程度のパブコメを行
い，その後は経営委員会内で計画案を議論し，
議決後に公表する形をとってきた。しかし，今
回の法改正では「計画案そのもの」について，
受信料や収支見積もりの算定根拠等の「関連
資料」とともに1か月程度パブコメにかけるとい
う手続きが制度化された。

3点めは，子会社も含めた「NHKグループ
に関する情報公開の徹底」である。新たに加
わった項目としては，NHK本体に対しては，
先に触れた中期経営計画の実施状況の評価に
ついて等が，子会社に対しては，事業計画や
財務諸表等が加わった。

＊NHKは説明責任を果たせているか? 

ここまで，NHKの常時同時配信とガバナ
ンスに関する改正放送法の規定の内容をみて
きた。両者の規定内容に共通しているのは，
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NHKに対して徹底した情報公開と透明性の確
保が求められているということである。第1章
で述べたように，企業ガバナンスの強化・コン
プライアンスの徹底等，企業を取り巻く「経営
環境」は大きく変化している。どんな組織体で
もどんな業界でも，今まで通りのやり方では通
用しない時代になってきている。諸課題検の
基盤強化分科会では，地上波民放の経営ガバ
ナンスについても厳しい指摘がなされている。

さらにNHKは，受信料収入で運営されてい
る公益性の高い団体であること，また前章で
みたように，地上波民放をはじめあらゆる民間
のメディアの経営が伸び悩む中，受信料収入
が5年連続増加し，2018年度決算では過去最
高益を記録していること等から，当然のことな
がら世間からはより厳しい眼差しが向けられて
いる。だからこそNHKは，こうした状況を自
覚し，より積極的に説明責任を果たすことが求
められているのである。

2019年6月25日，改正放送法の公布後初め
ての諸課題検（親会）で，NHKはその姿勢を
厳しく問われることになった。NHKが行った
報告は，常時同時配信への準備状況と子会社
等の改革の現状についてであったが，特に前
者の常時同時配信に関する内容について，こ
れまで報告してきたものが中心であったため，
ほぼすべての構成員が NHKに質問することと
なった。以下，主な質問を列挙する。
「全体のネット予算の中で他の事業者との協

力にどのくらい予算を割く予定なのか? 」「世
帯で認証できる端末の数の上限はいくつと考え
ているのか? 」「同時配信と一緒に行う見逃し
配信と，現在有料で行っているNHKオンデマ
ンドの関係をどのように整理しようとしているの
か? 」「常時同時配信における事業所の契約の

扱いをどう考えているのか? 」「サービス開始時
点で初期投資が必要になると思うが，初年度
の費用は複数年で平滑化するのか?」49）

いずれもNHKがこれから常時同時配信を実
施するにあたり，答えを用意しなければならな
いものである。構成員たちは，NHKが3年以
上にわたり常時同時配信の実施を要望し続け，
さまざまな道のりを経て法改正にこぎ着けたと
いう経緯を，諸課題検の議論の場で共有して
いる。だからこそ，NHKがこれから実施基準
を策定するにあたり民放も納得する内容にして
いくにはどうしたらいいのか，サービスを開始
するにあたり国民に活用してもらえるようにする
にはどうしたらいいのかをともに考えていこう，
質問からは構成員のそうした気持ちがにじみ
出ているように筆者には感じられた。実際に複
数の構成員からは直接その思いも聞いている。
だが NHKは，先に挙げた質問に対して「検討
している」を繰り返した。

議論の最後に座長の多賀谷一照氏が，構
成員たちの思いを代弁するようにこう締めくくっ
た。「常時同時配信については具体的なスケ
ジュールがわからない。もう少し詳しく話してほ
しい。視聴者にとってどういうサービスになる
のか，ほとんどつめた説明がない。ネット実施
基準で明確に，というが，ここでももう少し話
してほしい 50）」。この発言が，この日の議論の
様子を端的に物語っていた。

　
＊問題の所在はどこにあるのか? 

会を傍聴していた筆者も，NHKはもっと言
葉を尽くして説明すべきであると感じた。しか
し，責任はすべてNHKにあるのかといえば，
状況はそう単純ではないと考えている。その理
由は，諸課題検の位置づけと，放送政策を預
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かる総務省の立ち位置の曖昧さにある。諸課
題検における常時同時配信の議論を振り返り
ながら考えておきたい 51）。

そもそもNHKの常時同時配信の議論のス
タートは，2015年の自民小委の第一次提言 52）

にあった。海外では常時同時配信が日常のサー
ビスとして行われているにもかかわらず，なぜ
日本では実施されていないのか，というのが，
ヨーロッパを視察してきた自民小委の大きな問
題意識であった。その提言も受ける形で総務
省に諸課題検が設置され，検討当初から，視
聴者にとってはNHK単独ではなく民放も一緒
に行うべき，放送の二元体制をネット時代にも
維持すべき，という意見が相次いでいた。そ
の際のサービスとしては，放送免許と同じよ
うにエリアを制御した常時同時配信，いわば
チューナー不要のワンセグサービスのような内
容をイメージする構成員が多かった。実際にイ
メージするサービスを作ってユーザー調査を行
い，その結果を報告した構成員もいた 53）。

しかし，見逃し配信ですらビジネスとして
軌道に乗せることに苦戦中だった民放にとって
は，同時配信，それも常時同時配信など論外
の提案であった。また，自社で10％程度しか
番組を制作していない多くのローカル局の位置
づけをどうするのかを考えると，民放の中の議
論は簡単に進むはずもなかった。

こうした状況の中，諸課題検では，総務省
にイニシアチブを期待する声が数多く聞かれ
た。総務省も，放送事業者が課題と感じてい
る権利処理関係について，権利者団体と放送
事業者が同じテーブルで議論する場を設ける54）

等，NHKと民放がともに同時配信時代に向け
て歩みを進められるようさまざまな動きをみせ
ていた。しかし，総務省が“放送政策”として

民放をリードすることは難しい。なぜなら民放
の配信事業は放送ではないからである。総務
省が働きかけを強めれば強めるほど，民放側
の警戒は強くなっていき，次第に総務省は民放
の判断に委ねる姿勢をとるようになっていった。

一方のNHKは，上田良一新会長のもとで諮
問機関 55）を立ち上げ，受信料制度に関する議
論を開始した。常時同時配信については「イン
フラの整備や国民的な合意形成の環境が整う
ことを前提に，受信料型を目指すことに一定の
合理性がある」とする答申 56）を得て，それを諸
課題検で報告した。しかしその内容は，当時
の高市早苗総務大臣から時期尚早だと否定さ
れてしまった。民放連と日本新聞協会からは，
NHKの民業圧迫を懸念する意見書が提出され
た。以来，NHKはこの問題提起を封じ，常
時同時配信を放送の補完とするという現在の
方針に至っている。

こうした状況の中で，いつしか諸課題検の
議論は，NHKが現行の二元体制の中で，い
かに突出しない形で常時同時配信を実施でき
るか，という議論に“矮小化”されていったよ
うに思う。筆者は2015年11月の諸課題検の開
始当初から傍聴と取材を続けているので，こ
の見立てがまったく的を外したものではないと
の自負もある。結局，立ち戻って考えてみると，
そもそも諸課題検とはどのような位置づけなの
か，総務省は政策担当者としてどこまで主体性
を持って臨むことができる状況にあるのか，そ
してその覚悟があるのか，そこがはっきりしな
いまま，相次ぐ推進会議の答申や自民小委の
提言の受け皿として，もしくは動画配信サービ
スの進展やGAFAの台頭といったメディア構
造変化に翻弄されながら，その場その場をし
のぐ議論を積み重ねてきてしまったのではなか
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ろうか。こうした中で，NHKだけが説明責任
を求められ続けるのはいささか理不尽ではない
か，と感じなくもない。

ただ，筆者がここで最も主張したいのは
NHKの 擁 護ではない。 今 回の法 改 正は，
NHKが今日，いかに社会から厳しい目を注が
れているのかを今一度自覚するための好機にし
なければならないし，そして何より忘れてはな
らないのは，NHKが向き合っているのは，常
に受信料を支払っている国民であるということ
である。仮に諸課題検や放送政策がどのよう
な状況にあったとしても，可能な限り説明責任
を果たす姿勢で臨むことが，公共放送としての
本来求められる姿であるといえよう。

　
3-2　今後の放送政策議論に向けて　

筆者が今，懸念しているのは，今回の法改
正でNHKの常時同時配信が実施されたあとの
放送政策のあり方である。諸課題検で足かけ
4年の議論を経て踏み出したこの一歩を，どの
ように今後の放送全体の未来像の議論につな
げていくのだろうか。
また，放送とされてい
ない配信の分野にお
いて，総務省は今後，
民放とどのような立ち
位置で向き合うつもり
なのか。さらに，通
信と放送の融合がより
加速する中，配信の
みならず，放送波の将
来も含めたグランドデ
ザインと，そこに至る
道筋を誰が描いてい
くのか。

図6は，2019年上半期時点の放送政策議論
の現状を筆者なりに俯瞰したものである。本
シリーズのVol.2で示した図 57）を一部修正した
うえで加筆した。①～⑥の見出しが政策の主
要な論点，そこから伸びる矢印は，それぞれ
の論点の関連性を示している。これらについて
は，シリーズのVol.2で詳細に記したので本稿
では割愛する。主要な論点の下には具体的な
政策テーマを箇条書きして示した。そのうち，
＊印はすでに2018年までに議論が終わったも
の，〇印は2019年上半期に議論が行われ一定
の結論に至った，もしくは近々結論に向かう予
定のもの，●印と▲印は，議論が進んでいな
いもの，うち▲印は技術レベルの実証実験が
先行しているものである。

ポスト常時同時配信の議論は，まさに⑤と
⑥になる。民放とNHKの共通プラットフォー
ムというが，言葉だけが先行している。今，
TVerは“民放共通のプラットフォーム”として，
ローカル局の扱いも含めてどのようなサービス
理念を掲げていくのかを考える重要な時期にあ

図 6　“放送の未来像”政策議論の俯瞰図

①電波の有効利用
＊衛星放送
〇 V-High 帯域
〇放送大学跡地

▲地上４K 放送
▲ IP 活用

〇経営ガバナンス
〇ネット活用業務
●受信料制度

〇経営ガバナンス
〇支援策
〇 AM ラジオのあり方
●再編

▲同時配信
● NHK と民放の関係
●プラットフォームの役割

＊民主主義寄与
＊地域情報確保

＊地上放送

③ローカル局基盤強化

②ナショナル・ミニマム

⑥将来の伝送ネットワークモデル

⑤共通プラットフォーム

④ NHK 改革
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る。その時期にNHKが参加することになった
ぶん，議論はよりややこしくなってしまったので
はないか。TVerにどのような未来を託していく
のか。改正放送法がマイナスに働かないよう，
民放とNHKの建設的な議論の下支えを総務
省にはしてもらいたいものである。

地上4K放送については，現行の帯域で実
施するための技術実証が2014年から行われて
おり，2019年4月から再び4年間の技術実証
が始まった。実際に放送を開始するかどうか
は，もたらす技術的価値，視聴者と事業者の
利益と負担，少なくともこれらの軸を総合的に
勘案して決めなければならないだろう。いつ政
策の議論を開始するのか。

この⑤と⑥の動きが本格化しなければ，先
に述べた④の中のNHKの受信料制度も，そし
て自民小委の第二次提言で示されている③の
中のローカル民放の再編についても，当事者が
ビジョンを描くことは極めて困難である。

さらに，諸課題検で議論を始めた2015年と
今日では，第1章で述べたようにメディア構造
変化の実態は大きく異なってきている。通信分
野においては，情通審「電気通信事業分野に
おける競争ルール等の包括的検証に関する特
別委員会」で，プラットフォーム規制，ネットワー
ク中立性，通信基盤の整備やユニバーサルサー
ビスのあり方について議論が進んでいる。2020
年からは5Gが開始され，ブロードバンドのユ
ニバーサルサービス化に向けた動きも本格化し
ていくだろう。これらの動向は，放送事業者
の共通プラットフォーム戦略や地上4K放送政
策とも密接に関わるものである。こうした通信
動向と放送政策をどこかでしっかり接合させて
いかなければ，放送の未来像は，非合理的で
ガラパゴス的な姿に陥ってしまうだろう。いや，

それでも未来像の議論が立ち上がっていれば
まだいい。総務省は⑤や⑥のような政策議論を
立ち上げることすら先延ばしにしていくのでは
ないか，これが筆者の最大の懸念である。今
後の総務省の姿勢を注視していきたい。

4. 放送事業者の存在意義　

競争相手の出現によってサービスが相対化
され，既得権に守られてきたとの批判にさらさ
れるのは苦しいことである。ここまで主に地上
放送事業者のビジネスモデルと法制度について
みてきたが，行われている模索や議論は，い
かに今のポジションにとどまり続けるか，その
ための“守り”の変革であるように思えてなら
ない。しかし，これまでの常識や価値観が大
きく変わる構造変化時代は，見方を変えれば，
新たな文化や言論が生まれる可能性に満ちあ
ふれた時代である。実際にメディアサービスに
新規参入している事業者や個人の取り組みをみ
ると，次 と々クリエイティブで意欲的なものが
生み出されていると感じる。だからこそ既存事
業者である放送事業者の焦りは大きいのだが，
だからこそ“攻め”の変革ができるかどうかが
重要になってくる。

本稿ではサブタイトルに「放送事業者の“コ
アミッション”とは?」とつけた。今ある業務の
すべてを“守る”のではなく，その中から重要
なものを選び出し，それを大きく価値として打
ち出して“攻め”に転じること，そして，これ
までの業務に優先順位をつけて臨んでいくこ
と。多くの企業経営で当たり前に行われている
この“選択と集中”が未だに放送業界では行わ
れておらず，これが一層苦しさを増す結果とな
り，本来の存在意義までも見失いそうになって
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いる，そんな悪循環に陥っているように思えて
ならない。

4-1　“オールラウンド型”の限界

表3は，地上放送事業者の役割・機能とさ
れている主な要素を可能な限り筆者なりに列挙
したものである。放送法という制度，放送技
術というテクノロジー，無料広告というビジネス
モデル，民放系列ネットワークという運営体制，
事業者自らが作り上げてきた実績等々。これ
らが入り交じる形で，現在の姿が形作られてい
る。地上放送事業者は，あらゆる役割・機能
を兼ね備えた“オールラウンド型”のメディアプ
レーヤーと言っても過言ではないだろう。

その歩みを否定するつもりはない。むしろこ
れまではオールラウンド型であることが求めら
れる時代であったし，事業者も多様なサービス
を提供することによって社会に貢献し，一定の
信頼を得てきたともいえる。

しかし，先に述べたように，個々の役割・機
能については，地上放送事業者をしのぐ存在

感を持つメディアやサービスが次 と々出現して
いる。同時に事業者側も，すべての役割・機
能を今後も維持・発展させていくだけの強固
な経営基盤を持ちえない状況にある。働き方
改革の波も押し寄せている。では，どのように

“選択と集中”を行っていくのか。
2018年末から総務省・諸課題検では事業者

の経営基盤の強化を掲げた分科会の議論が行
われている。しかし残念ながら，こうした地上
放送のあり方そのものを俎上に載せた議論ま
では行われていない。ゼロベースで議論すれ
ば必ず法制度のあり方にも向き合わなければな
らないからであろう。例外はラジオである。基
盤強化分科会では民放連からAM放送の停
波という要望 58）が出て大きな話題となってい
る。ただこの提案も，2013年にすでに業界で
は未来を想定して同様の議論がなされていたも
のの，その際には総務省が停波まで踏み込ん
だ政策判断を行わなかったという経緯がある。
その後，2010年に開始したradikoの普及と，
2014年にできたFM補完中継局制度の活用と

いう延長線上で，今回ようや
く論点化されたのである。

テレビ・放送を取り巻く構
造変化のスピードは速まる一
方である。実態を積み上げな
がら判断していくのではなく，
自らが置かれた環境と，今後
起こりうる未来を可能な限り
客観的に分析し，そこから今
とるべき判断を導き出し実行
していく力がなければ，時代
から取り残されていくだろう。
図7は，「NHK経 営 計 画

（2018－2020年度）」である。 

表 3　地上放送事業者の存在意義とは？

＊多様な番組を（番組調和・総合編成）
＊リアルタイムに（時間編成）
＊全国津々浦々の（あまねく）
＊子どもからお年寄りまで（安全・安心，公序良俗に反しない）
＊障がいの有無や国籍等にかかわらず（ユニバーサルサービス）
＊各地の多様な事業者が提供する（多元性・多様性・地域性）

＊人々の生命財産を守るための情報や（災害情報伝達）
＊迅速・正確でバランスのとれた報道（公平中立・メディアの信頼性）
＊世論の参照点として最低限必要な認識（議題設定・多角的論点提示）
＊感受性を豊かにするコンテンツを（教養や質の高い娯楽）

＊人々の消費需要を喚起することで（無料広告）
＊日本経済・産業の発展にも寄与しながら（経済活性化）

＊人々の成長や暮らしの充実（教育・福祉に資する）
＊健全な社会の発展につなげる（民主主義の成熟）
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NHKは地上放送事業者であることに加えて，
公共放送としての制度からの要請も多い。そ
のため，業務はより網羅的になってしまうこと
は否めない。さらに現在，“公共放送から公共
メディアへ”を標ぼうし，ネットも活用した国民
にとっての「情報の社会的基盤」を目指してお
り，オールラウンド型志向は一層強まっている
ように思える。今回の法改正によって，次の
中期経営計画からは案の段階でパブコメにか
けることが決まっている。受信料制度のあり方
や活用内容がより一層厳しく問われる中，果た
してどこまでこの路線で突き進んでいけるのだ
ろうか。

4-2　“コアミッション型”への転換

“選択と集中”は，言い方を換えると業界や
組織の“コアミッション”を定めるということ
である。では，地上放送事業者の，もしくは
NHKの，コア（主軸）となるミッション（使命）
とは何なのだろうか。そう問うても，これまで
果たしてきた役割と機能はあまりに多く，それ
ぞれ価値も重く優先順位をつけにくい，とたち

まち思考停止に陥りそうである。
だとすると，何を捨てるかを先
に考えるほうが楽かもしれない。

筆者はこれまで，メディア機
能を充実させていくためには，
インフラ機能についてはできるだ
けかかる手間とコストを抑えられ
る方法を探っていくべきだと主張
してきた。ハード・ソフト一致が
個々の地上放送事業者にとって
どこまで死守すべきものなのか，
死守しない場合にメディアとして
の使命をどこまで脅かすおそれ

があるのか，もしもそのおそれがあるなら，そ
れを抑止する別な方法はないのか，今一度，
議論をすべきだと考えている。また，仮にハー
ドを分離した際，その担い手をどうするのか，
そして通信放送融合時代の伝送インフラの“全
国最適化地図”なるものをどのような形で描い
ていくのか等，確かに一事業者，一業界にと
どまらない議論になるため，論点化するのは尻
込みしがちである。本来は，こここそが政策
担当者の出番なのであるが，現状ではあまり
期待できない。ならばこうしたことを考えるた
めの新たな議論の場を立ち上げることはできな
いか。まだアイデア段階であるので，次回以降
にその具体的なイメージを提示できればと考え
ている。

コアミッションとして何を選ぶか，についての
議論は確かに難しい。そこで，構造変化時代
にいかに適応していくか，という姿勢とは逆の
発想をしてはどうかというのが筆者の1つの問
題提起である。第1章で構造変化時代の今後
について論じたが，その際に，キーワードとし
て「Society 5.0」と「共感・共創」を挙げ，放

図 7　「NHK 経営計画（2018－ 2020 年度）」
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送事業者のメディア特性とは逆の潮流が世の中
で進んでいることを示した。しかし，こうした
潮流が急速に広がれば広がるほど，課題も顕
在化してくるだろう。例えば，ネットテクノロジー
で地域課題を解決し，そのビジネスを日本の成
長戦略につなげるというが，テクノロジー先行
で人の尊厳を脅かすようなことにはならないか，
また，企業の利益先行で地域の主体性を失わ
せるようなことにはならないか，これらを見極
めていく必要がある。また，同じ価値観を共有
する人々による数々の新たなつながりは社会を
変革する可能性を感じさせるが，一方で社会を
面で捉えたとき，分断や格差を助長しない公
共的な情報流通の担い手の存在の重要性も増
している。社会におけるあらゆる階層・立場の
人々を孤立させない，そのための舞台をどうい
う形で作っていけるのかが求められている。

これまでは時代を先取りし，時代を映し出し
てきたテレビ・放送だが，これからは時代とは
少し距離を置きながら，時代を見定めるメディ
アへと成熟していくことが求められているので
はないだろうか。

では，NHKはどうだろうか。何を捨てる
か，ということでいえば，いかにメディアの競
争領域から主体的に離脱するか，がポイント
になってくる。民間にできることは民間に任せ
る，ということが当たり前になった時代の中
で，NHKが抱えている役割や機能はあまりに
大きい。そのうえで，今の時代にNHKにしか
できないこと，民間のメディアサービスでは埋
められないことを積極的に提案し，そこで存在
意義を発揮していくことこそが，ユニバーサル
サービスの義務を法的に課せられたNHKの本
懐ではないだろうか。

一例であるが，筆者の考えるNHKのコアミッ

ションの具体例を挙げておく。今後急速に人口
が減少する中，地方における行政サービスの維
持が困難なことは目に見えている。1日数本し
かない路線バスを乗り継ぐ旅番組や，山里離
れた一軒家を訪ねるドキュメントが民放のテレ
ビで人気を博しているが，こうした暮らしが成り
立たなくなるのが，これから我々が直面しなけ
ればならない時代である。コンパクトシティーと
いう名のもと，もしくは安全・安心のまちづくり
という名のもとで，人々のこれまでの生活空間
を奪う可能性がある政策もとらざるを得ないだ
ろう。利害が大きく対立することが予想される
中，その真ん中に立って最適解を見極めていく，
そのことが民主主義の下支えをするNHKのこ
れからの役割ではないだろうか。もちろん，実
際の政策実行は政治の役割であるが，そこに
至るまでの過程を明らかにし，その過程にいか
に多くの人々の参画の場を用意できるか，それ
は政界，財界をはじめあらゆる社会的な組織
から距離を置くことが可能なはずのNHKだか
らこそできることだと思う。

　

おわりに

本シリーズは，テレビ・放送を取り巻く構造変
化を俯瞰することが最大の目的であるが，本稿
ではそれに加えて，まだまだ粗削りではあるが，
筆者の最新の認識について少し踏み込んで記し
たつもりである。今後は，第4章で提示したコ
アミッション型とは何かを，より精緻な議論とし
て立ち上げていくための方法論を探っていきた
いと考えている。2019年上半期には，本稿で
取り上げられなかったさまざまな動向もあった。
次回以降，引き続きフォローし，適切なタイミン
グで取り上げていきたい。   （むらかみ けいこ）
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〈追　記〉
本稿執筆後の9月10日，NHKはインターネット実施
基準（素案）を公表し，11日からパブコメを開始した。
また同日には総務省で諸課題検が開かれ，素案を巡り
議論が行われた 59）。
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 2） 詳細は，村上圭子「「これからのテレビ」を巡
る動向を整理する Vol.10」（『放送研究と調査』
2017 年 7 月号）

 3） BPO 放送倫理検証委員会「2016 年の選挙を巡
るテレビ放送についての意見」（2017 年 2 月 7 日 
P5）

 4） NHK「受信料と公共放送についてご理解いただ
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 8） 西田亮介「憲法改正には関心なし ? 若者たちの
事情」（『論座』朝日新聞社 2018 年 11 月 25 日）

 9） 日本政府が掲げる未来社会のコンセプト。AI や
ビッグデータ解析など，インターネットテクノロジー
によって社会的課題の解決と経済成長を両立さ
せていこうというもの

 10） 保髙隆之「情報過多時代の人々のメディア選択
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ジオ）由来のデジタル広告費も公表され，テレビ
メディア関連動画広告は 101 億円であった。

 16） 「全日」「ヨの字」「コの字」「逆 L」「一の字」等
という。タイムテーブルの中で CM を放送する枠
をどこに設定するかを示している

 17） Gross Rating Point の略
 18） 民放連研究所「2018 年度のテレビ，ラジオ営業

収入見通し」（2018 年 1 月）を参照
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 24） 筆者がアドバイザリーボードを務める国際放送機

器展「InterBEE CONNECTED」では 2018 年
11 月にテレビ視聴ログを扱うセッションを開催し
た。このとき，主催者側の想定をはるかに上回り，
定員の倍を超える参加者数となった。このころか
ら，放送業界内では，テレビ視聴ログに関する関
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心が大きく高まってきたように筆者は感じている
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タ等を管理・分析するためのプラットフォーム。
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合わせてそれを自社で管理する「プライベート
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務省・諸課題検 第 23 回事務局資料）

 48） 注 47）P14 参照　
 49） 総務省・諸課題検 第 23 回会合議事要旨および

筆者の傍聴メモより
 50） 筆者の傍聴メモより
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は，筆者が一覧表にして経緯をまとめている。詳
細は，注 2）P33 参照
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による実験的停波，2028 年にはすべての事業
者が FM 放送への転換か AM 放送をそのまま
続けるか，事業者の意思で選択できるようになる
法改正を要望した

 59） 詳細は文研ブログ [http://www.nhk.or.jp/
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