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NHK放送法制研究会─報告書
～1960年代の放送制度論議の記録（2）～

メディア研究部  村上聖一

はじめに
前回（2018年9月号）の「放送史料 探訪」で

は，1960年代の放送制度改革に関する議論を
振り返ることができる資料として，郵政省が開
いた臨時放送関係法制調査会（以下，臨放調）
の答申書を紹介した。1962年から1964年に
かけて開かれた臨放調では，番組の適正化や
規制監督機関の制度設計といった問題に加え，
公共放送のあり方についても盛んに議論がなさ
れた。

こうした動きに対しては，NHKも自らの主張
を取りまとめて臨放調に提出するため，外部か
ら法律の専門家を招いて「放送法制研究会」を
設け，検討を行った。今回は，放送法制研究
会の第一次報告書（1963年11月）とその追補

（1964年4月）を紹介する。 

放送法制研究会の概要
NHKの放送法制研究会は，臨放調が始まっ

て9か月余りが経過した1963年7月に第1回会
合が開かれた。NHKでは臨放調が始まって以
降，内部にNHK副会長を委員長とする調査委

員会を設けて対応策の検討を行っていたが，放
送制度に関する理論的な検討が必要ということ
になり，外部から有識者を招いて研究会を行う
ことになった。1950年の放送法施行後，NHK
が放送制度の検討のために本格的な有識者会
議を開いたのはこれが初めてであり，NHK以
外の構成員はすべて東京大学法学部の関係者
から選ばれた（表1）。

研究会は1963年8月，当時，長野県の軽井
沢にあったNHKの施設で集中的に検討を行っ
たのち，同年秋に取りまとめ作業を行い，11
月に第一次報告書を公表した。報告書は関係
者に配付されたほか，その骨子は同月，臨放
調に「日本放送協会の放送法制に関する意見」
として提出された。なお，「第一次報告書」と
いう名称になっているが，後述する追補が取り
まとめられて以降，これに続く報告書は作成さ
れていない。

表 1　放送法制研究会の概要

期間
1963年7月〜1964年4月

（1965年以降も研究会は随時開催されたが，報
告書作成を目的とした議論を行ったのは1964
年4月まで）

構成員

外部有識者
【委員】
　我妻栄　東京大学名誉教授（民法）
　鈴木竹雄　東京大学教授（商法）
　田中二郎　東京大学教授（行政法）
　加藤一郎　東京大学教授（民法）

【幹事】
　塩野宏　東京大学助教授（行政法）
NHK

【委員】
　阿部真之助　会長
　前田義徳　副会長
　田辺義敏　専務理事
　小野吉郎　専務理事
　赤城正武　専務理事
　春日由三　専務理事
　栃沢助造　専務理事
　島浦精二　理事
　松井一郎　理事
　首藤憲太郎　理事
　三熊文雄　理事
　野村達治　理事

【幹事】
　野村忠夫　経営第一部長

NHK 放送法制研究会（1963 年 9 月，東京都内）
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第一次報告書の主な内容
報告書の構成は表2のとおりである。第一章

の序論では，放送法制を電波法制から分離す
ることで，放送法制の目的や地位，特殊性を
明確にする必要があるとしたうえで，放送法制
を「放送基本法」「日本放送協会法」「商業等
放送事業法」の3本立てにすべきとした。そし
て，第二章以下で，それぞれの法律に盛り込
むべき事項について提言を行っている。

このうち，第二章の「放送に関する基本問題」
では，放送用電波の有効利用のために放送基
本計画を策定することや，NHKが行う「基幹
放送」と民放の「放送」という2系列を前提に
それぞれの特質・使命に応じた制度を確立する
ことが必要とした。

提言の多くは，臨放調の答申とも重なるが，
やや異なる主張も見られる。その一つが規制
監督機関に関する見解である。報告書は，「放
送行政の管理運営にあたる行政機関としては，
郵政省の外局として，放送委員会を設置するの
が妥当である」（報告書34頁）と主張している。
臨放調の答申も従来の電波監理審議会より強
い権限を持つ委員会を設けるべきとしているが，
臨放調の提言する機関が審議会の一種である
のに比べ，より独立性の高い制度設計を求め
た点に違いがある。

第三章の「日本放送協会」は，本報告書
の核ともいえる部分である。ここでも研究会
独自の主張が展開されている点は多い。まず，
NHKの性格について，「受信者をその構成員と
して構成される一種独特の公の社団と考えるべ
き」（報告書50頁）と述べている。そのうえで，

「協会が国民全体の機関であり，受信者を構成
員とする一種の公の社団である以上，受信者
が協会の業務の遂行に必要な経費を拠出する
義務を負う」とし，受信料については「協会の
業務を遂行するための構成員の拠出金」（報告
書66頁）と位置づけた。

NHKを「公の社団」，受信料を「構成員の
拠出金」とする見解は，臨放調の答申や民放
などの意見書では見られない研究会独自の主
張である。しかし，この見解は，その後の臨

放送法制研究会第一次報告書（左）と追補

表 2　第一次報告書（1963年 11月）の構成

まえがき
第一章 序論
第二章 放送に関する基本問題

第一節 放送の基本原則
第二節 放送用周波数割り当ての基本方針
第三節 放送番組の一般原則
第四節 放送行政の基本原則
第五節 放送行政機構
第六節 放送法制の形式

第三章 日本放送協会
第一節 日本放送協会の存在意義
第二節 日本放送協会の使命と責任
第三節 日本放送協会の性格
第四節 日本放送協会の機構
第五節 日本放送協会の業務
第六節 日本放送協会の放送
第七節 日本放送協会の財務および受信料制度
第八節 日本放送協会の置局
第九節 日本放送協会に対する監督

第四章 商業等放送事業
第一節 商業等放送事業のあり方
第二節 商業等放送事業の免許
第三節 商業等放送事業の事業の内容
第四節 商業等放送事業者の権利および義務
第五節 商業等放送事業者に対する監督
第六節 罰則

（付）有線放送業務の規制
【全 85頁】
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放調の答申には反映されず，臨放調が終了した
あとは，NHK自身も答申の表現に沿って，受
信料をNHKの維持運営のための「特殊な負担
金」と説明することが増えていった。

第四章の「商業等放送事業」は，NHKに関
する記述に比べれば，短くまとめられている。
ここでは，民放の免許に関しては，従来の「無
線局の免許」の制度を改め，「放送事業の免許」
の制度を採用すべきとした。これは，臨放調に
対して民放連が当初主張していた内容と同様の
見解である。第四章は，民放が主張していた
内容から大きく乖離している点はない。

第一次報告書の追補
前述のように，NHKでは報告書をもとに「日

本放送協会の放送法制に関する意見」を作成
し，1963年11月，臨放調に提出した。臨放調
は，NHKの意見を含めた関係者からの要望を
参考にしつつ，制度改正に向けた議論を続け
たが，民放を中心に，引き続き，NHKの業務
内容や受信料制度のあり方を見直すべきとする
主張がなされた。

このため，放送法制研究会は，第一次報告
書で示したNHK側の見解とは異なる主張を中
心に検討を継続し，1964年4月に報告書の追
補として取りまとめて臨放調に追加提出した。
追補を作成したねらいについて，冒頭のはしが
きは次のように記述している。

臨時放送関係法制調査会の審議が進む
につれ，各方面の関心も高まり，さまざまな
角度からの見解が示されている。（中略）第
一次報告書と見解を異にするものを検討する
と，放送法制に関する深い理解が欠けてい
るのではないかと思われる点が多いが，そ

の中には，かえって俗耳になじみやすい要素
がないわけではない。したがって，これに
対しては，第一次報告書の基本的見解をさ
らに明確にしておく必要がある。

そのうえで，追補では，臨放調に提出され
た民放連や郵政省の意見書に対して反論しつ
つ，NHKの業務や受信料制度のあり方につい
て3点に分けて主張を行っている（表3）。

1点目の「日本放送協会と商業等放送事業者
の関係のあり方」は，NHKは教育・教養番組
を主とし，民放は娯楽番組を中心にすべきとし

た機能分担論に
反論したものであ
る。この中では，
国内ではNHKの
放送しか受信でき
ない地域があるう
え， 機能を分け
た場合，競争を阻
害し，番 組 全 体
の向上にも障害に
なるとして，機能
分担論の制度化

表 3　追補（1964 年 4 月）の構成

はしがき
一 日本放送協会と商業等放送事業者の関係のあり方
（一）問題点の指摘

　 （二）基幹放送の意議
 二 日本放送協会のあり方

（一）問題点の指摘
（二）日本放送協会の性格
（三）日本放送協会の受信料
（四）日本放送協会と国の関係のあり方

三 放送番組のあり方
（一）問題点の指摘
（二）第三者的番組審議機関に関して

【全53頁】

機能分担論に関する記述
（追補 13 頁，傍線は筆者）
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は妥当でないと主張した。また，地域向け放
送を民放に委ねるべきだとする見解についても，
地域に密着した番組でも全国放送と同様，基
幹的番組が存在しなければならないと反論し，
NHKの地域向け番組の重要性を強調した。

2点目の「日本放送協会のあり方」は，受信
料の使途をNHKの事業以外にも拡大すべき
とする主張に対する反論である。この中では，
広告料収入に加えて，受信料を民放にも充て
た場合，民放の性格が根本的に変わってしまう
と述べている。具体的には，民放が「理念的
にも，制度的にも，国ないし国民の高度の関
心のもとに置かれ，その結果，商業等放送事
業者の経営にかなりの国家権力の介入が及ぶ
ことになる」（追補36頁）と指摘した。

さらに，NHKの研究所を独立させて広く成
果を活用できるようにし，その費用を受信料で
賄うべきとする意見が出ている点についても，
追補では，受信料をNHKの業務と関係のない
事業に支出することはできず，また，研究所の
運営はNHKの本来業務に属するものだとして，
否定的な考えを示した。

3点目の「放送番組のあり方」では，第三者
的な立場に立つ番組審議会構想が出ているこ
とについて言及している。この中では，そうし
た機関が番組内容に対して法的強制権のある
勧告権を持つことになれば，放送制度の最も
基本的な原理である「放送の自由」に真っ向か
ら反するものとなるとした。

そのうえで，「新たな機関を設置することは，
失うところがはなはだ多く，期待しうることは，
せいぜい，極端な劣悪番組の防止」（追補53
頁）にとどまると述べ，番組内容の向上を図る
ためには，既存の番組審議会の運営を充実さ
せ，真の意味での自主規制の実意をあげること

が重要と指摘した。
このように追補は，NHKのあり方について

第一次報告書の取りまとめ以降に示された意見
に対して，論点ごとに反論を行ったものである。
結局，1964年9月に取りまとめられた臨放調の
答申には，機能分担論など追補で強く反論し
た項目は盛り込まれなかった。

おわりに
放送法制研究会の主張のうち，NHK・民放

の二元体制を制度上，明確にすることや，受信
料の使途をNHKの業務に限ることなど，多く
は臨放調の答申でも取り入れられた。また，追
補で反論した点については，答申に盛り込まれ
ることは見送られた。

もっとも，1960年代は，放送法の改正自体
が挫折したことから，放送法制研究会で示され
た見解が制度改正に結びついたわけではない。
ただ，NHKと民放の関係や規制監督機関のあ
り方といった報告書で示された論点の多くは，
その後も郵政省の有識者会議などの場で議論
が継続された。また，NHKにとっても，放送
法制研究会を契機とした学界との関係はこれ
以降，長期経営計画の策定の場などで生かさ
れることになった。

第一次報告書とその追補からは，放送制度
をめぐって，1960年代にどのような点が主要な
論点になっていたのかを知ることができる。そ
して，NHKが放送法制に関する主張をまとめ
るうえで有識者会議が重要な役割を果たしてい
たことがわかる。そうした点で，これらの文書
は，1960年代以降の放送制度の改正過程を
検証するにあたって，今なお重要な資料になっ
ている。

       （むらかみ せいいち）


