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シリーズ「証言を基に読みとく放送制度」では，これまで十分に明らかになっていない放送制度の形成過程や制
度と経営との関係について，証言を基に探究を進める。1回目は，行政法研究者として長年にわたり放送法制の体
系的な研究にあたった塩野宏・東京大学名誉教授の証言である。

戦後，民放の発達とともに放送制度が抱える問題点が認識されるようになる中，塩野氏はNHKの放送法制研究
会（1963年～）に加わったことで，本格的に放送法の研究を始めた。証言からは，当時，民放が放送制度の見直
しを強く求め，事業免許制の導入や受信料の使途の見直しが焦点になっていたことがわかる。特に受信料制度の行
方についてはNHKが危機感を持ち，制度について理論的な検討を行う必要に迫られていた。

こうした中で，NHKの考え方をまとめていくうえで重要な機能を果たしたのが放送法制研究会であり，その中で
は法律の専門家，とりわけ行政法研究者が主導的な役割を果たしていたことが証言から明らかになった。そして，
NHK・民放の二元体制を明確にすることや，受信料の使途をNHKの業務に限ることなど，研究会の提言の多くは
その後の制度見直しの検討にも反映された。

今回の証言は，塩野氏に鮮明な印象を与えた1960年代の議論が中心だが，それはこの時期にきわめて重要な
検討がなされたことを意味している。この時期の議論が，その後の日本の放送制度の枠組みに大きな影響を与えた
ことが，証言からは浮かび上がる。

 1. はじめに
放送のあり方について考察を進めるうえで，

「制度」の存在を念頭に置いておくことは重要
である。放送事業への参入にあたっては，国
による免許や認定が必要であり，番組の内容
についても政治的公平や論点の多角的解明と
いった規律を守る必要がある。放送メディアに
とって放送法をはじめとするさまざまな制度の
存在感は大きく，他のマス・メディアにはない
一つの特徴となっている。

しかし，放送制度がどのような過程で形成
されてきたのか，また，関係者がどのように制
度形成に関与したのかという点については明ら
かになっていない部分も多い。制度の根幹と
も言える放送法は，1950 年の制定後，多数の
改正を重ねる中で，現在の制度が形成されて
きた 1）。そして，その過程では，所管官庁や

放送事業者の担当者，国会議員，放送制度
に詳しい有識者など，多くの関係者がそれぞ
れの立場であるべき放送の姿を求め，制度の
見直しに関与してきた。しかし，そうした関係
者がどのような役割を果たしたかについては十
分に解明されているわけではない。また，制
度の存在を前提に，放送事業者がどのように
経営や番組制作を行ってきたかといった点に
ついても探究を行う余地がある。

このため，今号からの「証言を基に読みとく
放送制度」では，戦後の放送制度の形成など
にあたって重要な役割を果たした関係者から
の聞き取りを基に，制度見直しの過程やそれ
に対する放送事業者の対応について検証する
ことにした。

今回は，行政法学者として長年にわたり放
送法制の理論的・体系的な研究にあたってき
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た塩野宏・東京大学名誉教授の証言である。
塩野氏は1931年に東京で生まれ，1956年に
東京大学法学部の助手として採用されて以降，
行政法の研究にあたってきた。

塩野氏は，日本における行政法研究の第一
人者として基礎理論を固めるとともに，個別領
域の研究を体系化した解釈論を構築し，学界
と実務に大きな影響を与えてきた。並行して，
放送制度にかかわる理論的諸問題についても
分析を進め，多くの研究成果を発表するととも
に，政府の審議会や有識者会議の委員も多数
務め，放送制度の発展に寄与してきた。

塩野氏が放送制度にかかわってきた年代は， 
1960年代からこれまでと幅広いが，今回は，
NHKと民放の二元体制のあり方や受信料制
度のその後を方向づける重要な議論が行われ
た1960年代の状況を中心にお話しいただいた

（2018年1月30日，NHK放送文化研究所で収
録。（　）内は編者による補足）。

 2. 放送法制の研究を始めるまで
行政法と放送法制の関係
―放送制度の話に入る前に，まず行政法を

専攻された経緯から伺えますでしょうか。

塩野：私は東大の法学部に入学したのですが，
体の調子もあったものですから，公務員になっ
て，あるいは企業に入ってむやみに働くという
ことはちょっとできないかなと思いまして，机の
上で勉強していればいいのならば，まあ研究
者だなと考えました。

どの分野を選ぶかということについてはいろ
いろ迷いました。国際法はどうかとか，おもし
ろいのは刑法だけども，もう刑法には人材が
集まっているからこれはやめようとかですね。
それで，田中二郎先生の法律一般の講義が駒
場であったものですから，その記憶があって，
田中先生のゼミに出て行政法を勉強しようかと
いう気になりました。

田中二郎先生の講義に惹
ひ

かれたことと，そ
れから行政法っていうのは，どうもおもしろく
なさそうだということで，おもしろくないものを
やってみようと（笑）。そういうことで行政法を
専攻し，助手になった次第です。
―行政法を研究する傍らで，放送法制の研

究も始められたというのはどのような経緯から

だったのでしょうか。

塩野：先に答えを言ってしまえば，放送法制の研
究を始めたきっかけは，これから話の対象とな
るNHKの放送法制研究会に加わったことです。

ただ，行政法と，放送法あるいは放送制度
はまったく関係ないわけではなく，（放送法は）
行政法の各論という位置づけになります。昔で
言えば，電信電話に関する制度 2）は，明治憲
法時代からあったわけで，それは美濃部達吉
先生の体系で言えば公企業法，行政法各論の
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中に入ります。
しかし，美濃部先生の行政法の厚い教科書

が2冊ありますけれども，その各論の公企業法
の中で電信・電話に触れているのは1ページの
半分もありません。ですから，その裏返しです
けれども，研究者として放送制度を研究しよう
という人はほとんどいなかったということです。
そもそも戦前は国家監督のもとでの日本放送
協会しかないものですから，それを研究したっ
て何もならないといったことだろうと思います。

新憲法になっても，当初は，公企業法という
カテゴリーでの各論で多少触れる程度でした。
有斐閣の法律学全集でも，交通通信法が1冊
の中の3分の1ばかりあるだけで，しかも通信
のほうが主ということで，放送法プロパーの研
究というのは，久しくなかったということだと思
いますね。

ただ，行政法各論を無視して行政法総論が
成り立つかというと，それはそうではないんで
すね。放送法制あるいは電気通信法制とか，
都市法とか，そういった各分野の実定法がだ
んだん整備され，研究も進んでまいりますと，
行政法は各論から材料を得て行政法総論を組
み立てるというわけです。

例えば，放送局の免許ですね。免許とはそ
もそもいかなるものか，専門的な言い方になり
ますけれども，行政行為なのかどうか，行政
行為ならば，許可なのか，特許なのかといった
問題です。そうした中で放送局の免許はとても
いい材料になったわけです。

放送法制とのかかわり

塩野：そういうことで，行政法と放送法とのか
かわり合い，あるいは電気通信法制とのかか
わり合いというのは，私が研究を始めた当時

はあまりありませんでした。私は当時，主にド
イツの行政法学の成立史を研究していたもので
すから，NHKの放送法制研究会にお誘いが
あって初めて放送法制全体を勉強し始めたと
いうことになります。

ただ，それからは，行政法以外の方とも知
り合いになり，よく勉強させていただきました。
例えば，網島毅 3）さんも研究会で会ってご一緒
したこともありますし，野村義男 4）さんにはだ
いぶお話を伺いました。それから内川芳美先
生もあとで一緒に共同研究者になったというよ
うなことで，行政法以外で放送に興味を持ち，
研究しておられる方とのお付き合いは，だんだ
ん広くなっていったという次第です。
―お話にありましたが，放送制度について

は，行政法の各論としても特に注目していた領

域ではなかったというわけですね。

塩野：そうですね。総論を主としてやっていた
ものですから，放送が材料になって総論に生
かされたというのはあまりないんですよね。公
企業の特許というカテゴリーが行政行為の中
にありますが，公企業の特許とは何かという
と，それは放送ではなくて，電気事業やガス
事業が対象ですね，そうしたものが公企業の
特許の中心でした。

それで，「特許と許可と，どこに違いがある
か」といった議論をするときにも，放送は一向
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に出てこないということで，勉強したことはな
かったですね。
―放送が特殊な事業だったので出てこなかっ

たということでしょうか。

塩野：一つには裁判事件として上がってこな
かったということですね。戦前は日本放送協会
しかなく，また，協会が異議申し立てをするわ
けもないですし。国民が「あの放送は偏ってい
る」「あんな軍の宣伝ばかりしているのはおかし
い」と言うようなこともない。

ただ戦後になって，田中先生は，自分で関
心を持ってということではありませんが，わりあ
い早く，占領下，放送法制の見直しに関係さ
れました。昭和21年11月に（放送法制の見直
しに向けて）臨時法令審議委員会が逓信省に
できて，法律顧問として田中二郎先生が入って
います。田中先生は，法制局とも密接な関係
があって，当時は吉國一郎さんが放送法制の
担当参事官で，田中先生とも昵

じっこん

懇の方でした。
こうした中で，田中先生は，戦前は受信許可と
受信契約を結びつけていたのを，「受信の許可
などというものは残すべきではない。そこはも
う自由にすべきだ」ということを非常に強く言わ
れていました。

 3. NHK 放送法制研究会への参加

研究会に加わった経緯

―ここまでのお話にもありましたが，放送制

度研究を本格的に始められた契機になったの

が，放送法制研究会ということですね。

塩野：そうですね。嫌味を言えば関心を持た
せられたというか（笑）。そんなに関心があった
わけではない。
―研究会に参加された経緯は，田中二郎先

生との関係からということでしょうか。

塩野：そういうことだと思いますね。放送法制
研究会の学者側のメンバーは，委員が我妻栄，
鈴木竹雄，田中二郎，加藤一郎の各先生，幹
事が私ということで，すべて東大法学部ですね

（表1）。

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 ほか，
専務理事，理事

【幹事】
野村忠夫 経営第1部長

報
告

第一次報告書（1963年11月）
第一次報告書追補（1964 年4月）

表1　NHK 放送法制研究会の概要

塩野氏が放送法制の研究を本格的に始めた
きっかけが，NHKの放送法制研究会への参加
である。当時は各地に民放が誕生し，テレビの
普及が進んだことで，従来の制度が実態に見
合っていないのではないかとする指摘がなされ
るようになっていた。特に郵政省が1962年に
有識者からなる臨時放送関係法制調査会（以
下，臨放調と略記）を設置し，制度の本格的な
見直しに着手してからは，放送制度改革に関す
る議論が活発化した。そして，NHKの業務や

受信料制度をめぐっても，民放や新聞社などか
ら，さまざまな見解が示されるようになった。

こうした中，NHKとしても，臨放調に対する
見解をまとめるため，1963年7月に有識者を招
いて放送法制研究会を設置し，放送制度全般
について検討を始めた（開催期間や構成員は表
1のとおり）。塩野氏は当時32歳，東京大学法
学部の助教授で，放送法制研究会には幹事と
して議論に加わった。
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NHKからまず声をかけられたのは我妻先生
です。なぜ我妻先生なのかはよくわからない
のですけれども，宮澤（俊義）先生が臨放調
のほうに入っておられたことから，それに対抗
する意味で声がかかったのではないかと思いま
す。宮澤先生を両方に持っていくわけにはいか
ず，我妻先生は別のグループで多少放送関係
のことを勉強しておられましたから。

そうなりますと，あの当時，放送というか行
政法をやっていて，我妻先生とも仲がいい田
中二郎先生が選ばれ，それから（放送法に基
づく法人になった際に）NHKの設立委員をやっ
ておられた鈴木竹雄先生，あとは民法という
ことで，幅広くやっておられた加藤一郎先生と
いうことになりました。今となってみれば，東
大法学部ばかりで，けしからんという話ですけ
ど（笑），当時はあまりけしからんとは思ってな
かった。というか，いい人を集めたなと思って
いました。

私はどうかというと，助手も終わって，1冊
の本も出したということで，田中先生が「暇だ
ろう」ということで。講義も演習もまだ持ってな
いですから。東大法学部は，昔はそうで，講
義はだいたい教授がやられて，助教授はとに
かく勉強してなさいということでした。
―いい制度ですね。

塩野：ええ，いい制度でした。演習もなしとい
うことでしたので，「1人空いている。若い人
が1人いたほうがいいんじゃないか」ということ
で，田中先生から「やりなさい」と声をかけて
いただきましたので，「はい」と言って承っただ
けです。というのが，私が放送法制研究会に
関係した，あるいは放送法に関係したきっか
けです。
―幹事というのは具体的にどのような役割

だったのでしょうか。

塩野：「まあよく聞いとけ」っていうような形だと
思いますね。もう五十数年前の話で，私も少しは
発言したんだろうと思いますけども，誰がどうい
うふうに何を発言したかっていうことは，議事録
を見ないとわかりません。ただ，本当に自由な
議論をしておられたと，そこだけが漠然たる記
憶があります。中でも一番多くの発言をしてお
られたのは田中二郎先生だったと思います。

 

放送法制に関する問題認識

―放送法制研究会が開かれた当時，放送制

度にはどのような問題があると認識されていた

のでしょうか。

塩野：当時の置かれた状況から言うと，NHK
自体は受信料も順調でしたし，契約数も伸び
ていた時代だと思います。ただ，民放との関係
についてやや危機感を持ったということでしょ
うね。当時，民放連にはなかなか元気のいい
人たちが集まっていて，自分たちの権益もさる
ことながら，「受信料のNHK独占はけしから
ん」ということと，「放送法には民放に関して数
か条しかない。これはおかしい。もっとしっか
りした事業免許にしろ」ということを非常に強
く言っていたわけですね。

また，行政管理庁から「もう少しきちんと放
送制度を整備しなさい」と言われて，郵政省は

NHK 放送法制研究会
（1963 年 9 月・東京都内，左端が塩野氏）
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臨放調を設けたわけですが，政府部内には，
受信料制度はこのままでいいのかとか，事業免
許はどうかとか，もろもろの声があって，NHK
としては，「自分たちの地位が脅かされるので
はないか」という感じを持たれたのだろうと思い
ます。今までNHKが有利だと思っていたのが，

（民放に）受信料を取られ，事業免許もできると
いう法制度になると，NHKの存在意義が疑わ
れるのではないかという危機意識があり，それ
が研究会設置の背景にあったと思います。

だから，研究会で焦点となったのは，その
裏返しになりますが，実益の点から言うと，「受
信料を民放に明け渡す，あるいは少しでも分け
るのは困る」という，それが一番の論点かもし
れません。

もう一つは，田中先生の考え方が強かった
と思いますけれども，独立規制機関，あるい
は放送委員会というものを作らなければなら
ないということだったと思いますね。戦後，ア
メリカと同じような独立行政委員会が広く導入
され，電波監理委員会がまさにそうだったの
ですが，田中先生は戦後の独立規制機関の一
種の生みの親のようになっていました。

これが占領終結後の改革でどんどん廃止さ
れ，審議会化されていきました。田中先生も（行
政委員会制度の見直しを行った）政令諮問委
員会 5）に入れられて，否応なしに行政委員会の
審議会化に賛成させられたわけです。1人で頑
張ったのですが駄目でした。

そうした経緯がありましたので，田中先生と
しては，「放送には政府の影響が及ぶことは
あってはならない。放送は時の政府あるいは
時の政治力から独立してなくてはいけない」と
いうことで，独立規制委員会を作らなければな
らないとお考えになっていたわけです。

ですから，大きく言うと，放送委員会の設
立に関する点と，受信料のNHK独占を理屈づ
けられるかという点の2つが論点と言いますか，
大いに議論をした点でした。

 4. 放送法制研究会の議論

電波法制と放送法制の分離

―放送法制研究会の報告書 6）を見ますと，

受信料や行政委員会の問題に先立って，基本

的な問題として，電波法制と放送法制を分け

たほうがいいのではないかといった点がまず出

てきますが，こうした問題もかなり議論された

のでしょうか。

塩野：電波法には，政府管掌と言いますか，
電波公物論あるいは周波数公物論というもの
があって，そうすると，どうしても政府が入り
込んでこざるを得ない。放送を普通の無線と
一緒のところですべてまかなっているとすれ
ば，それは放送の自由という点から適切ではな
いのではないかということになります。通常の
無線とは違って，表現の自由の話ですので。

通常の電話回線ですと，今で言えば，個人

放送法制研究会は1963年8月，長野県の軽
井沢に当時あった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，「序論」「放送に関する基本問題」
「日本放送協会」「商業等放送事業」の4章構
成で，序論で，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
てにすべきとしたうえで，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具体的
な提言を行っている（表 2）。

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。
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情報の保護や通信の秘密が非常に重要な問題
ですが，放送については秘密ということはあり
得ないわけで，そういう違ったものを全部ひと
からげにして議論するのはどうなのか，という
点が背景にありました。

法律学者がよく使うドイツ語ですが，ドグ
マーティックという言葉がありまして，原理原
則に基づいて物事を考えるというのがドグマー
ティッシュデンケンですけど，ドグマーティッ
シュに言えば，放送と無線通信は違うのでは
ないかということです。周波数の免許は両方に
またがると言わざるを得ないところがあります
けども，制度に関する限りでは別であるべきだ
というのが，ドグマーティッシュには言えること
だと思います。
―ただ，電波法制と放送法制を切り離して，

電波免許とは別に事業免許がないと放送でき

ないとなると，政府の規制が強まってしまうの

ではないかという考え方もありますが。

塩野：放送法制研究会としては，「民放が事
業免許にしたいと言うならば」という気持ちが
あったのではないでしょうかね。

 

昔の美濃部理論で言えば，放送も電気事業
やガス事業と同じで，公益の実現という点につ
いては公共的なものではないかという理屈にな
ります。そうすると，美濃部流で言えば，国家

独占の話なので，それを民間にやらせるために
は，行政法で言えば公企業の特許が必要とい
うことになります。免許にするにしても，特許
にするにしても，いずれにせよ一種の特許事業
だということになります。

ただ，民放連が何をもって事業免許というこ
とを言い出したのかは，民放連の人に聞いたほ
うがいいんですけれども，民放を一種の事業と
して認めてほしいと，そういうことだったと思う
んですね。ですから，それがどういう結果をも
たらすか，特にメディア法の領域で，そういう
公企業の特許論がドグマーティッシュに支えら
れるかどうかという点については，おそらくあま
り考えていなかったのではないかと思います。

要するに，NHKがあれだけ保護されている
のだから，民放についても，公共的なものと言
えるならば，公にそれを事業として認めて，免
許制を敷いたほうがよいのではないかというこ
とだったと思います。

意地悪な見方をすれば，事業免許にするこ
とによって，むやみな競争をさせないというこ
ともあったのかもしれません。公企業の特許は
だいたい競争を制限する方向に働きますから。
今でこそ電気も規制緩和されましたけども，つ
い最近までは電気，ガスは地域独占でしたか
らね。無理な競争をやって質が落ちてはいけ
ないということで，競争制限政策がそれこそド
グマーティッシュに正当化されてきたわけです。

既存の民放からすれば，そういうものとして
事業免許をもらっておけば，競争が激しくなら
ないだろうという気持ちもあったのかもしれま
せん。
―規制強化につながりかねない事業免許を

導入したとしても，規制監督機関を独立性の高

い行政委員会にすれば大丈夫という判断はな

放送法制研究会第一次報告書（左）と追補
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かったのでしょうか。

塩野：セットということではないと思いますね。
ただ，放送に関しては，事業免許を採用した
としても，政府の通常の電波監理とは違った
独立した放送委員会が必要ではあろうというこ
とではあると思います。田中先生も独立規制委
員会が復活するかもという，はかない望みを持
たれたのかもしれませんね。

基幹放送としての NHK

―放送法制研究会の報告書（表2）では，

NHKによる基幹放送と民放による放送の2系

列の区別を認める必要がある，とされています

が，NHKを「基幹放送」と位置づけた意味は

どのような点にあったのでしょうか。

塩野：基幹放送という言葉自体は，研究会の
中で誰が言い出したかは知りませんけども，民
放が盛んになってきて，「NHKは教育放送な
どだけをやっていればいい」という役割分担論
的な議論が出てきましたので，それに対抗する
ためということがあったと思います。

また，NHKは（あまねく日本全国で受信でき
るよう）広範にカバーしなければならず，（番組
の面でも）民放とは違った高度なものでなけれ
ばならないという点があったと思います，受信
料を取るわけですから。

おそらく，（NHK副会長の）前田さんや（経
営第1部長の）野村さんが，「ここでなんとか自
分の位置づけをもっと強く出さなければいけな
い」「このままだと本当に押し切られてしまう」と
考えたことが一つあったと思います。

もう一つは，地方にしっかりした民放がな
かった時代で，テレビはNHKしか見られない
地方もあったことから，NHKが基幹放送であ
るということを言ったのだと思います。

基幹放送の意義については，追補で原案を
書きましたが，一番言いたかったことは，「基
幹的地位とは国民的基盤に立っていることであ
る」ということですね。「基幹」といっても偉い
とかなんとかではなくて，民放は要するに広告
放送で，民放がその地域の人々の声を担ってい
るということはあまりないのではないかというこ
とです。そうした点で，国民的基盤に立ってい
るのはNHKではないか，ということだったと思
います。

もう一つ，基 幹 放 送のところで，「結局，
NHKの独占体制を主張するのか」という反論
があったわけですけれども，それに対する議論
としては，表現の自由の問題に関する憲法論が
ありました。表現の自由には，自らが表現する
自由と，できるだけ多くの情報を得ることがで
きる自由という，2つの面があるということは，
以前から言われていたことだと思います。

表2　第一次報告書（1963年11月）の構成

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
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当時はまだ「知る権利」という言葉は日本に
は紹介されていないので，それらを一緒に「表
現の自由」ということで議論するわけです。そ
して，多くの人にできるだけ多くの情報を偏り
なく与えること，あるいは，できるだけ多くの
声を反映することを保障することが放送法制
の大きな目的ということになり，そうした中で，
国民的基盤に立って幅広く国民の声を反映し，
国民の要望を満たすという基幹放送の観念が
生まれたわけです。

いま考えると，最高裁の判例の先駆けと言い
ますかね。最高裁は，平成29年の大法廷判
決で，受信料制度に関連して，「知る権利」と
いう言葉を使いましたけども，その当時は「知
る権利」という言葉がないので，できるだけ多
くの声を反映するということが表現の自由のも
う一つの自由の局面であるということを，基幹
放送として位置づけたということだと思うんで
すね。

基幹放送によって，国民のできるだけ多くの
声を反映する，あるいは表現の自由を確保する
ということからすると，民放はそれなりにやっ
ているんだろうけども，NHKはその点での基
幹的な地位を占めるんだということです。今度，
読み返してみて，なかなかいいことを言ってい
るなと（笑）。

受信料の性格

―当時，民放などからさまざまな意見が出て

いた受信料制度ですが，放送法制研究会の報

告書は，NHKを「受信者を構成員とする公の

社団」，受信料を「構成員の拠出金」と位置づ

けています。一方，臨放調の答申 7）では，受信

料は「NHKの維持運営のための特殊な負担金」

となっていますが，違いはどのような点にある

のでしょうか。

塩野：「構成員」というのは，研究会で誰が言
い出したか，記憶がないんですけれども，た
ぶん田中先生の発想ではないかと思いますね。
その後，田中先生はすぐ最高裁に入られてし
まったものですから，この問題についての議論
にはその後加わっておられませんが。

田中先生の頭の中には，戦前，NHKが社
団法人で，まさに構成員がいたということが
あって，（受信者が）社団の構成員とすれば，
それはやはり社団の構成員の意見を反映する
のが，ドグマーティッシュには一番ぴったりす
るのではないかということでね。それで，皆さ
んも「なかなかいいアイデアだなあ」とお考え
になったんだろうと思いますけれども，法技術
的には，あまり突っ込んだ議論はしてないと思
います。

だから，この「公の社団」で突っ張るという
つもりはそんなになかったのではないでしょう
か。その後の伊藤（正己）先生を中心とする放
送制度の研究会 8）でも公の社団論は出てこな
い。私も「公の社団論」でやるべきだなんてい
うことは言っていない（笑）。
―研究会の報告書では，NHKは「国民全

体の機関」であるとも述べていますが，それと，

「NHKは受信者を構成員とする公の社団」とす

る考え方との関係については，どのように考え
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ればよいのでしょうか。

塩野：社団論と関連して，国民の声を聞きな
さいとか，情報をまんべんなく提供しなさいと
いった趣旨の議論はしませんでしたね。NHK
内でも，公の社団論でどんどんやるかというこ
とになったかというと，それはぜんぜんなって
いない。臨放調でも公の社団論は取り上げら
れませんでしたが，NHKも別にこたえていない
と思います。

要は，「国民の声をどういう形であれ，よく
聞きなさい」といった，そういう方向の基礎的
な概念なんですね。そうした考え方の上に立っ
て法律的に組み上げていくうえで，「社団的な
ものだから公の社団と呼びましょう」という程
度の話で，大事なのは社団という名称ではなく
て，「広く国民の声を聞くべし」という点にある
わけですね。

その関連で，国民というのはいろいろな意味
で使われますので，「受信機を設置した者」で
すと，外国人も入ります。ほかにも，行政手続
法や情報公開法でも，「国民の利益」と言うわ
けですが，そこで言っている国民は何かという
と，別に国籍を問うものではない。法律に「国
民」という言葉が出てきますけれども，それが
国籍を保持している者に限定するというのはあ
まりないですね。

放送行政のあり方

―研究会では，放送に関する規制監督機関

として，一般行政権から独立した放送委員会

の設置を提言していて，その点も報告書の一つ

の特徴かと思いますが。

塩野：先ほど少し申し上げたことですけれど
も，独立規制委員会は，戦後改革の非常に重
要な柱だったんですね。それがどんどんつぶさ

れていって，電波監理委員会も電波監理審議
会になったのですが，政府の活動で，内閣の
指揮監督のもとに服さないものがあってもいい
のではないか，あるいは必要ではないかという
ことです。今わずかに公正取引委員会などが
残っていますが，政府からできるだけ独立させ
たほうがいいものがあるということは，議論と
してはずっと残っています。

他方，それは憲法違反だという議論もある
わけですね。公正取引委員会違憲論というも
のがあります。ただ，田中先生は最初から違
憲論はとっておられないし，むしろ必要なもの
があれば，独立規制委員会的なものを日本で
も作ったほうがいいと。今でも，独立規制委
員会を置くべきところは置いたほうがいいので
はないかという議論をしていますね。
―行政組織もそうですが，行政の進め方に

ついても，法律や政省令で決めるべきことが

行政裁量で進められているといった問題があっ

たかと思います。そうした点に対する問題意識

は，この当時はあったのでしょうか。

塩野：そこまで細かな議論はしてなかったと思
いますね。チャンネルプランの法律化といった
議論は，もう少しあとのほうで出てきた議論で
すね。
―報告書では，行政がやるべきことは法律

に書くべき，といったことは指摘されています

が，その点はいかがでしょうか。

塩野：ええ，それは一般論としてですね。具
体的にまだチャンネルプランをどうするかとか，
そこまでいってなかったかもしれません。
―法律の構成については，放送法制研究会

では，放送基本法，日本放送協会法，商業

等放送事業法の3つに整理することを提案して

いますが，これについてはどのような考えから
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だったのでしょうか。

塩野：基本法という考え方ですが，これはみ
んな田中先生の業績にしてしまったら具合が悪
いかもしれませんが，戦後，教育基本法を作っ
たのは，田中耕太郎先生と田中二郎先生です
ね。基本法という観念は，もともとお2人の田
中先生のもので，日本では基本法が（いろいろ
な分野に）30以上もあって，基本法だらけに
なってしまったのですけれども。

ただ，報告書で言っている放送基本法は，
その後の基本法とはちょっと違って，かなり細
かいところまで書いています。周波数割り当て
のことまでありますから。理念的な話とかなり
技術的な話と両方入っている。

そこで残りをどうするかというと，日本放送
協会法はいいとして，民放が事業免許をそん
なにほしいのならば，放送事業の経営に関す
るものはそちら（商業等放送事業法）に持って
いこうということで，この3本柱にしたのだと理
解をしています。民放の事業免許制は，NHK
の放送法制研究会が「ぜひ何とか」と言ったわ
けではなく，民放が「やってくれ」と言うのな
らば，「どうぞ」といった話でした。

 5. 第一次報告書提出後の状況

維持された放送の二元体制

―NHK放送法制研究会は臨放調対策とし

て発足した面がありますが，臨放調の議論の

進展を考慮に入れながら，報告書を作成して

いったのでしょうか。

塩野：1回だけ，NHKの軽井沢公館に（臨放
調の構成員になっていた）宮澤（俊義）先生を
お呼びしたんです。どんな話をしたか，もう忘
れてしまったんですけれども，臨放調の動きに
ついて非常に関心を持っていたということはな
いですね。放送法制研究会はこちらのペース
でどんどん話を進めていったということになり
ます。

報告書に関しては，鈴木（竹雄）先生もどこ
かで書いているのですけれども，ずっとみんな
で議論して，終わりになって，「じゃあまとめよ
うか」ということになったら，田中先生が一晩
か二晩で，これだけの厚いものを書いてきたん
です。それだけの能力のある先生で，僕もびっ
くりしました。ある日，起きてみたら田中先生
の報告書ができあがってましたので。ですか
ら，追補については，「おまえが弟子だから，
おまえがやれ」っていう話になったのかもしれ
ません。
―追補（表3）は，基本的には塩野先生が

放送法制研究会が1963年11月に第一次報
告書を作成したあとも，臨放調では公共放送に
関する議論が続いた。このうち，NHKにとっ
て問題となったのは，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
た機能分担論や，受信料の支出先をNHKの
事業以外にも拡大すべきとする受信料の使途
拡大論だった。このため，放送法制研究会は，
それに対する反論を取りまとめ，第一次報告書
の追補として1964年4月に臨放調に提出した。
同年9月の臨放調の答申では，追補で強く反論
した点は盛り込まれるのが見送られ，答申は全

体としてNHK側の主張の多くを反映した内容
となった。

ただし，答申を受けて国会に提出された放
送法改正案は，他の案件をめぐって審議が混
乱したことで1966年6月に廃案となり，臨放調
の提言は実現することなく終わった。そして，
放送法の本格的な改正は1988年まで見送ら
れ，臨放調や放送法制研究会が指摘した制度
上の問題は解決されないまま，放送が発展して
いくことになった。
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書かれたということでしょうか。

塩野：（NHKで研究会を担当していた）片岡俊
夫さんなどとだいぶ議論はしたのではないかと
思いますが，まあ，だいたい僕が書いたという
ふうに記憶しています。

―追補では，当時出されていた見解につい

て，「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」と書かれています。

塩野：これは，臨放調の意見ではなくて民放
連の意見を意識していたわけですね。
―受信料の使い道をNHKの業務に限定す

べきではないといった点でしょうか。

塩野：ええ，それから基幹放送なんておかし
いとかですね。まあ，民放連だけではなくて，
新聞などでもいろいろな意見はあったと思いま
すけれども，臨放調を意識して書いているもの
ではないですね。というのは，臨放調から情
報が入ってないですから。
―追補で特に強調されているのは，受信料

の使途をNHKの業務以外にも拡大すべきとい

う主張に対する反論ですが，この点は民放側

の主張が強かったということですか。

塩野：と思いますね。民放も自らのことを公共

放送と言っていますからね。そうすると受信料
も，NHKとは別に取るか，あるいは，NHK
がまず取ってそれを民放に渡すか，といった
点はあるにせよ，民放にも入ることになります。
同じ公共放送という建前ですから。

しかし，日本の法制度としては，やっぱり二
元体制で，財源も別にしたほうがすっきりする
感じはしますがね。というのは，ドイツやフラ
ンスでは，公共放送も広告放送をやっている
し，力関係はもう圧倒的に公共放送が強くなっ
ていますから。

ですから，日本法としては，広告放送は民
放に限り，受信料はNHKに限って，民放には
いかないという形で整理したのは非常にすっき
りしていると思います。放送法制の安定性の要
因の一つはそこにあったのではないかという気
がします。

だから放送法制の安定性というのは，一つ
は特に制度が割り切れたということと，制度
が割り切れたところに，わりあいうまく国民が
反応してくれたということではないですかね。
経済もずっと高度成長で来て，広告料収入が
結構あり，民放も受信料を少しよこせなんて
言う必要はもうなくなったということになりまし
たし。

片や契約強制によって受信料を払う国なんて
いうのは，ちょっとやそっと探したってない話
ですので，それがわりあい安定してきたという
ことで，それこそ不思議なんですね。
―「世界の七不思議の一つ」と以前お書きに

なられていましたが。

塩野：放送制度を二元的に割り切ったというと
ころが，その七不思議を支える一つの制度的
な基盤だったのかなというふうに思っています
けどね。これからはちょっとわかりませんが。

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）基幹放送の意義

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

表3　追補（1964年4月）の構成
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―制度が安定してきたがゆえに，見直しが

必要になった場合には，どのようにすればよい

かは難しい問題ですね。

塩野：でしょうね。それからもう一つ，日本法
の安定性の特色は，民間の放送事業体と新聞
事業体が一致しているということが，わりあい
大きいのではないですかね。ヨーロッパやアメ
リカはもともと別々ですから。
―放送法制研究会では，そうしたクロスメ

ディアのあり方については，特に議論しません

でしたか。

塩野：そういう議論はしませんでした。民放の
テレビは戦後，正力（松太郎）さんが始めたわ
けですからね。そこはいじりませんでした。

1960 年代の議論が残したもの

―当時の議論について，以前のインタビュー 9） 

では，「民放にはまだNHKを倒すだけの力は

なかったにもかかわらず従来の秩序を変えよう

としたので，NHKが大がかりに反論し，むし

ろNHKの言い分が通った」と言及されていま

したが。

塩野：そうですね。NHKの言い分のどこが
通ったかということを考えてみますと，受信料
制度が維持されたということが一番大きな点
ではないでしょうか。NHKと民放との関係で
は，民放にも受信料を渡すといった考え方は
受け入れられませんでした。放送委員会や，
民放の事業免許は実現しませんでしたが，事
業免許の話はいずれにしてもNHKにとっては
痛くもかゆくもない話ですし。

NHKにとっては，受信者たる公の社団の
構成員である者が負担すると言うのか，それ
とも，そこを黙って受信機を設置した者から取
りますと言うのかという，表現の違いの問題は

ありますけども，国民からの拠出金が全部入
るということはもう通ったわけです。言い分が
通ったというのはその点だと思います。「大が
かりな反論」ではなかったと思いますが（笑）。
臨放調との関係についても，宮澤先生がお見
えになったときもそれほど悪い雰囲気ではな
かったですよ。
―NHKを「公の社団」とする位置づけにつ

いては，その後，言及されることはなくなりま

すが。

塩野：そうですね。公の社団というのは法律
技術的に言うと，ちょっと無理筋ですね。社団
というのは，民法ではそれなりにイメージがあ
りますから。「公の社団と民法の社団と，どこ
が違うのか」というと違うことだらけです。

問題は，「受信料を支払っている人に多くの
情報を与えなさい」とか，「受信者の言い分を
ちゃんと聞きなさい」といったことに尽きるわ
けで，それは「公の社団」と言うかどうかとは
あまり関係のないことですね。ただ，特殊法
人と言ったからといって，その問題に答えが出
るわけではないですし，ある意味では，NHK
の性格はまだ整理しきれてないところがありま
す。

かつて「特殊法人に関する一考察」という論
文で書いたのですが，私は，NHKは国の機関，
行政機構ではないと思っているのですが。
―研究会後の動きですが，放送法改正案は

結局廃案になり，制度の基本はその後20年余

り変わらなかったわけですが，制度を整備しな

くても影響はなかったのでしょうか。

塩野：そこは日本の行政の特色ですが，ある
いは世間もそうですが，法律ではあまり決めな
いでおいて，国のほうからは行政指導という形
で，一種のなあなあでやっていくというのが日
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本の行政のあり方なんですね。これを日本の
行政スタイルと言っているわけですが。

例えば，番組に対する大臣の権限があるか
どうかということで，郵政省は「番組準則は法
規範だ」と言う一方で，学者は，伊藤（正己）
先生はじめ，「一種の宣言的なもので，法規で
はないから，番組準則に反しているからといっ
て国はどうこうできない」といった主張をしてい
ました。ですから，ぎしぎしと法律で決めてお
かずに，話し合いで事を進めていくというのが
日本的なあり方として通用してきたわけです。

それがいいか悪いかは別として，非常に裏
目に出るといいますか，問題が出てくる場合が
あるわけで，特にこれから電気通信あるいは
放送の分野で問題点が強烈に出てくる可能性
はあります。最新の技術を知りませんからよく
わかりませんけども，もっときちんと規律密度
を上げたほうがいいのではという言い方を最
近するわけです。

それで，おもしろいのは「行政指導ならばい
いです」という民放の人もいるんです。郵政省
の研究会などで，「法律に違反していればビシ
ビシやったほうがいいのでは」と言ってみると，

「行政指導ならばいいけども，権力を発しては
困ります」という雰囲気でしたね。NHKだっ
て正面切って言われるのは嫌だけども，「内々
言ってくるならばしようがない」というようなと
ころもあるのではないですかね。もう離れてい
ますから，最近の話はなんとも言えませんけれ
どもね。
―最後に，繰り返しになりますが，1960年

代の議論，特に放送法制研究会の意義につい

てお話しいただければと思いますが。

塩野：NHKの側から見れば，危機を脱する一
つの契機にはなったかなという気はします。た

だ，その後，放送法改正が流れてしまいまし
たから，位置づけもなにもないわけですけれど
も。また，これがのちのちの放送法研究にど
れだけ寄与したかどうかということだと思いま
すけれども，それは今後の放送法制理論史の
研究にまちたいと思います。
―受信料にしても，基幹放送にしても，研

究会の議論の枠組みは引き継がれていると思

いますが，いかがでしょうか。

塩野：枠組みはね。それと，どういう意味で
役に立ったか，ということはまた別にして，一
つはこれをきっかけに，研究者との関係，特に
法律関係の研究者との関係ができたということ
は，NHKにはだいぶお役に立ったのではない
かと思いますね。

私はその1人ですけども，私以外でも，山
本（隆司）君がやっているし，濱田（純一）君
がずっとですから，研究者とのお付き合いとい
う，特に法律関係のお付き合いができたきっ
かけになったと思います。

外部の研究者と一緒に議論をするというの
はこれが初めてではないですかね。その後，
加藤一郎先生もNHK関係の研究会で座長を
しましたし，私もお手伝いしたことがあります
が，学者といってもそんなに硬いことばかり言っ
ているわけではないということが NHKの方に
もおわかりいただけたと思います。それから
NHKのほうにも，法律解釈あるいは法律論的
なものの見方が育ってきて，縁が切れずに残っ
ているのではないかという気はします。
―放送制度に関しては，最近は，行政法と

いうよりも，憲法の研究者が発言することが多

くなってきたようですが，どのような背景がある

のでしょうか。

塩野：それは，「知る権利」のあたりから，憲
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法の興味が「表現の自由」の問題に非常に向
いてきたということがあるのでしょう。憲法の
人の一番の働きどころは人権論ですからね。

それから熱心な人が1人いると，芦部（信喜）
先生とか，伊藤正己先生がそうですけれど，
大所が引っ張ってきたのと，鈴木秀美さんみ
たいな熱心な人も出てきたということがあると
思います。

一方，行政法はほかに忙しいことがあって，
なかなか付き合えないといいますか，行政法の
人は，建築規制といった都市法とか，環境法
とかはずいぶんやっていますけれども。

本当はもう少し僕が「放送法を皆さん勉強し
てよ」と言えばよかったのかもしれないけれど，
制度が安定し，かつ，行政法に関係する裁判
例が受信料以外あまりないこともあります。

 6. おわりに
塩野氏の証言からわかるように，戦後，法

学を中心とする有識者が，本格的に放送制度
に関する研究を始めたのは1960年代のことで
ある。それ以前は，放送制度の研究は限定的
なもので，行政法の中でも公企業法の一部と
して簡単に扱われる程度にすぎなかった。

そうした状況の転機となったのは，テレビ放
送の開始や各地での民放の開局によって，放
送の位置づけが大きく変化したことだった。そ
して，制度見直しの議論の場となったのが，郵
政省の臨放調であり，NHKの放送法制研究会
だった。塩野氏にとっても，放送制度研究の
原点は1960年代の議論にあった。

塩野氏からの証言でわかるように，当時か
ら，NHKの業務範囲や受信料制度，規制監
督機関のあり方といった，現在もしばしば議論
の対象となる問題がすでに制度的な課題とし

て認識されていた。そして，公共放送の機能
やその意義について，現在ほど固定的な見解
が存在していたわけではなく，NHKの業務
範囲や受信料制度のあり方については，さま
ざまな見解が示されていた。

こうした中で，NHKとしての考え方をまとめ
ていくうえで，重要な役割を果たしたのが法律
分野，とりわけ行政法の専門家だった。証言
からは，第一次報告書の執筆では田中二郎氏，
追補では塩野氏が中心的な役割を果たしてい
たことがわかる。また，この時点では，受信
料の使途が大きな論点になっており，NHKと
しても受信料制度に関する理論的な裏づけが
強く必要とされていたことが明らかになった。
さらに，行政機構のあり方をめぐって，田中二
郎氏が独立規制機関の復活に強いこだわりを
持っていたこともわかる。

その後の展開を見ていくと，放送法制研究
会の主張のうち，NHK・民放の二元体制を明
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，多くは郵政省が設けた臨放
調の答申でも取り入れられた。また，放送法
制研究会が追補で強く反論したNHK・民放の
機能分担論などは答申に盛り込まれるのが見
送られ，おおむねNHKの主張を反映する形で
その後の放送法改正案の作成が進んだ。

ただ，このときは，法改正そのものが挫折
したことから，放送法制研究会の考え方がそ
のまま制度改正につながったわけではない。ま
た，NHKについて受信者を構成員とする社団
と位置づけ，受信料は構成員による拠出金と
する見解など，その後，NHK自身も主張を行
わなくなった事項もある。

しかし，「公の社団」論に見られるような，
公共放送の事業運営にあたって「国民（視聴
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者）の意見をよく聞くべき」という考え方は，そ
の後の放送制度の検討で引き継がれた。さら
に，規制監督機関のあり方など，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。NHK
にとっても，受信料の使途をめぐる問題につ
いて，1960年代の議論を通じて決着が図られ
るとともに，放送法制研究会を契機とした学
界との関係は，これ以降も経営計画の検討の
場などで生かされることになった。

今回の証言は，塩野氏に鮮明な印象を与え
た1960年代の研究会の様子が中心となった
が，それだけこの時期にその後に影響する重
要な議論が行われたことがわかる。そうした
点でも，1960年代の議論は，その後の検討
の方向性を決定づける意味で重要なものだっ
たと言えよう。
「証言を基に読みとく放送制度」，次回は

NHKで主に放送制度を担当していた元監事・
黒川次郎氏の証言を紹介する。

（むらかみ せいいち/やまだ きよし）

注：
 1） 他の法律の改正に伴う形式的な改正も含める

と，1950年以降の改正は60回にのぼる（2018
年12月 現 在 ）。 日 本 法 令 索 引 参 照。http://
hourei.ndl.go.jp/SearchSys/index.jsp

 2） 戦前，放送は，無線電信法（1915年制定）や逓
信省令の放送用私設無線電話規則（1923年制定）
によって規律されていた。

 3） 戦前に逓信省に入り，戦後，電波局長や電波監
理委員会の委員長などを歴任した。

 4） 電波庁で法規経済部長などを務め，占領期の放
送法制定で中心的な役割を果たした。

 5） 政令諮問委員会は，占領下で制定された政令な
どの再検討を行うため，吉田茂首相が開いた有
識者会議で，1951年5月に第1回会合が開かれ
た。このうち，行政委員会制度については，同
年8月に答申をまとめ，電波監理委員会は通信
省（その後の政府の検討で郵政省に名称変更）
に統合すべきとした。

 6） 放送法制研究会の報告書とその追補の概要につ
いては，村上聖一「放送史料探訪　NHK放送
法制研究会 報告書」『放送研究と調査』2018年
11月号参照。

 7） 臨放調の答申は，1964年に資料編とともに電
波振興会から刊行された。答申書の概要につい
ては，村上聖一「放送史料探訪　臨時放送関係
法制調査会 答申書」『放送研究と調査』2018年
9月号参照。

 8） 伊藤正己が代表（のちに芦部信喜）を務め，放
送文化基金の助成を受けて研究を行った放送通
信制度研究会。『放送制度―その現状と展望』1
～ 3（日本放送出版協会，1976年～ 1978年）な
どの研究成果がある。

 9） 和久井幸太郎によるインタビュー（1993年6月
22日収録）。塚本芳和・和久井孝太郎・堀之内
勝一監修『電子メディアの近代史』（ニューメ
ディア，1996年）46-51頁


