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本稿は，平成17年に行ったNHK“約束”
評価について，その基本的な考え方や手法を
明らかにするものである。

一連の不祥事に端を発した視聴者の受信料
支払い拒否や保留により，経営危機に陥った
NHKは，視聴者の信頼を回復するため，平
成17年6月に“約束”を公表すると共に，その

“約束”がどれだけの成果をあげたかを評価す
るNHK“約束”評価委員会（以下，「当委員
会」）を発足させた。当委員会のミッションは，
この“約束”を，NHK執行部からは独立した
形で評価することであるが，単なる外部評価
に終わらせずに，公共放送を取り巻く環境変
化などを基礎におき，広い視野から検討を加
えると同時に，できるだけ新しい分析手法に
基づいて評価作業を行った。

近年，行政評価や環境評価など，多くの分野
で評価を実施することが一般的となってきた。
しかし，評価の考え方や手法については必ずし
も合意が形成され，共通的なものが確立してい
るとはいえない。本稿は，当委員会の評価の軌
跡をたどるものの，NHKの“約束”という限定さ
れた評価にとどまらず，評価の理論や実践に加
えた新しい視点を明らかにするものである。

公共放送の評価は英国のBBCをはじめと

して，いくつかの国で実施されている。それ
らと当委員会の“約束”評価は基本的に異な
る。BBCのは経営委員会が執行部の“約束”
を評価するという，BBC内部での取り組み
であるのに対して，“約束”評価はNHK以外
の中立的な評価者が行う外部評価である。

  1. 評価の目的と基本方針
当委員会が実施する“約束”評価とは，“約

束”に基づいて実施されたNHKの各種活動
により，NHKに対する国民の信頼回復がど
の程度図られたのかを検証することを目的と
する。評価に際しては，可能な限り客観的・
定量的な測定手法を用い，学術的な面から見
ても可能な限り高い水準を求めた。

（1）評価の指標
評価対象としての“約束”は，表1に要約し

たように，6項目の約束，9項目の細目から
なる。この評価では，“約束”という具体的な
評価対象があり一見簡単に見えるが，その成
果を分析するには，様々な評価指標が存在す
る。それは次の3つに要約できる。

まず，NHKは6項目の約束，9項目の細目を
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決定し，それを達成するために各種の施策を
実施する。その実行に際して投入されるヒト，
モノ，カネ，時間といった経営資源の量はイン
プット（input）として評価する。インプットとは，
NHKの改革に対する熱意や数量的な変数であ
る。次に，インプットの投入により，各種の新
しい番組，不正を根絶するための組織や取り組
み，受信料収納額の増加，経費等の削減額と
いった結果がもたらされる。これをアウトプッ
ト（output）として把握して，評価の対象とする。
つまり，NHK自身が行った施策により，NHK
自身がどれだけ成果をあげたかを見るのであ
る。以上のインプットとアウトプット指標は，
評価を受けるNHKを視野においたものである
が，より重要であるのは上記のインプットやア
ウトプットが受益者である国民や視聴者に対し

てどのような影響を及ぼしたか，あるいはどの
ように評価されたかである。このような視聴者
の視点からの評価指標をアウトカム（outcome）
と呼び，その具体的な例としては，視聴者の満
足度が挙げられる。この概念は，通常の顧客
満足度（CS : Customer Satisfaction）の概念と
同様である。NHKの信頼回復が達成されてい
るかどうかを最終的に検証する指標としては，
このアウトカムを最も重要な要素とした。

（2）評価の重点項目
NHKの“約束”は6項目，9細目に及び，そ

れを定められた時間内に一律に評価すること
は困難であるので，評価にメリハリをつける
ために，NHKに対する国民の信頼回復がど
れだけ果たされたかを重点的な評価目標とし

表1　平成 17年度のNHK “約束”

約束 1 番組の充実

みなさまにお支払いいただく受信料にふさわしい，豊かで良い番組を充実します。
●日本が直面する課題を的確に取り上げ，みなさまがその課題を考え，判断する上で材料となる番組を放送します。
●みなさまの生命・財産の危機に迅速に対応する緊急災害報道を充実します。
●地域社会の発展に貢献する放送をします。
●障害者，高齢者の方々に向けた“人にやさしい”放送を強化します。
●日本の将来を担う子どもたちを健やかにはぐくみ，感受性豊かな知的好奇心にこたえる放送をします。

約束 2 公平負担の徹底

みなさまに受信料制度の理解をいただき，公平負担の徹底を図ります。
●多様で効果的・効率的な営業活動を展開し，受信料の確実な収納を推進します。
●公平負担の徹底に向け，より公平で合理的な受信料体系の検討などの取り組みを進めます。

約束 3 視聴者の声の反応

みなさまとの結びつきをいっそう強化し，みなさまの声を事業運営に反映します。

約束 4 不正の根絶と透明性・説明責任

不正を根絶し，透明性と説明責任を重視する事業運営を進め，信頼回復を図ります。

約束 5 効果的・効率的な事業運営

経費の節減を図り，効果的で効率的な事業運営を行います。

約束 6 デジタル技術の成果の還元

進歩するデジタル技術の成果をみなさまに還元します。
●より多くのみなさまがデジタル放送を受信できるようデジタル放送の普及・発展にいっそう取り組みます。
●みなさまの利便性を高めるため，デジタル技術の開発とこれを活用した新しいサービスの開発を進めます。
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た。そのための最重要課題として，番組に代
表される「NHKのサービス向上」と，コンプ
ライアンスや説明責任など「NHKの経営改革
の可視化」の2つの側面に焦点をあてた。従っ
て，NHKが掲げる6つの約束の中でも，

（番組の充実）

「みなさまにお支払いいただく受信料にふさ
わしい，豊かで良い番組を充実します」

（不正の根絶，透明性・説明責任）

「不正を根絶し，透明性と説明責任を重視す
る事業運営を進め，信頼回復を図ります」

（効果的・効率的な事業運営）

「経費の節減を図り，効果的で効率的な事業
運営を行います」

の 3 つを重視した。特に，後者の 2 つについ
ては，内部の改革努力が国民の目に見える形
でどのように行われたかを注視した。

さらに，失われたNHKに対する信頼の回復
は，最終的には受信料の収納という形で具体
的に表れる。中でも，不祥事を契機とする受
信料支払い拒否数・保留件数といった数値や，
それらを行う視聴者の意識や行動が，“約束”
に基づいて実施された各種活動でどのように
変化したか，これも評価の上で重視した。

（3）“約束”の評価方法
表1で示されている各“約束”は，それを的

確に表す指標が存在しないため，評価するこ
とは至難の業である。そこで評価に当たって
は，各約束の実現度を表していると見られる
代理変数を求め，それを評価項目として，そ
れぞれに評点を付けることとした。具体的に
どのような評価項目をどのようにして採用し

たかは，各約束の評価のところで詳述する。
各々の評価項目を評価するに当たっては，評

点を1～5の5段階評価として，1が「悪い」，5が
「良い」というように評価した。原則として満点を
5として，そこから減点方式で最終的に評点を決
定した。しかしながら，評価は項目単位で行い，
各“約束”自体には評点を振らないこととした。例
えば，評価項目の単純平均やウェイトを付けた
加重平均等も考えられるが，“約束”の達成に責
任を持つ各部局が，この平均点でもって自分た
ちの達成度を判断するよりも，個別の評価項目の
評点に注目してもらうために，あえて平均点は付
けなかった。つまり，平均点がよければすべてよ
しということではなく，評点が低かった項目につ
いては今後その対応をしっかりしてもらう。一方，
高かったものにはこれまで通り努力してもらうと
いうように，より個別の項目の評価を認識しても
らいたいと考えたのである。

（4）改革につながる評価
通常の外部評価では，単なる評価に止まら

ず，課題の抽出やその解決法なども合わせて
指摘することが多い。“約束”評価でも，委員
会が行った評価が今後のNHKの経営改革の
上で実効性のある施策につながるようにも努
めた。今後NHK改革にとっての具体的なアク
ションプランを提示しようとした。

  2. 評価委員会の問題意識
評価委員会は与えられたミッションを実施

するに当たり，NHKが抱える問題の背景には，
NHKが考えている以上に大きなマクロ的な構造
変化があり，それを抜きにNHK改革はできない
と認識した。構造変化とは次の3点に要約できる。
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（1）視聴者の構造変化
メディアを取り巻く環境変化の中で，視聴者が

NHKに期待する役割が構造的に変化してきてい
る。例えば，NHKへの接触者率はどの年齢層で
も低下傾向にあり，特に若者のNHK離れはよく知
られた現象である。しかし，これまでNHKの主な
視聴者層であった40歳代以降の年齢層が，50歳
代以降になりつつあるようにさらに視聴者層の高
齢化が進行している。このようなNHKを取り巻く
環境変化の中で，NHKに対する視聴者の意識変
化を捉えた上で評価を行うことが必要となる。

（2）経営組織問題
不祥事以降の支払い拒否や保留の状況を見

ると，視聴者はNHKに関して放送サービスと同
様のウェイトで「経営・組織問題」にも関心を持っ
ている。番組を充実するだけでは，視聴者から
の信頼を回復できず，NHKの透明性，説明責
任といった点から経営・組織を分析対象とする。

（3）視聴者とのギャップ
番組等のサービス内容や経営に関して，NHK

と視聴者との認識に乖離が生じていることが，
NHKに対する信頼回復が得られない原因となっ
ている。例えば，約束1で示された「豊かで良い
番組」についても，国民が受信料を支払ってで
も期待する番組・サービスと，NHKが受信料に
ふさわしいと考えている番組との間にギャップ
は存在しないのか。それを明らかにするのも当
委員会の役割と考えた。

  3. 定点的評価と戦略的評価
今回の評価に当たっては，“約束”評価委員

会として求められた外部評価には，評価で通

常なされるように評価項目を設定しその数値
の推移を見るといった定点観測的なもの，つま
り「定点的評価」に加えて，評価課題の背後に
あると思われる根本的な問題を分析するという

「戦略的評価」も合わせて実施することとした。

（1）NHKの放送サービスの価値
約束1は「みなさまにお支払いいただく受信

料にふさわしい，豊かで良い番組を充実しま
す」となっている。そのため戦略的評価では，
視聴者が考えるNHKの放送サービスの価値を
CVM（Contingent Valuation Method:仮想市
場価値法）を用いて金銭的価値に換算すること
を試みた。CVMとは，市場で取引されない財
やサービスを，市場で取引されると仮定して，
市場での評価額を推計する手法である。環境
問題や公共事業の評価などによく用いられる。
例えば，救急車のような公共サービスの利用
に価格を付けるといくらか，といったように最
大限支払っても構わない金額や，公共サービ
スを休止した場合の補償金額をユーザーに直
接尋ねて，そこから金銭的価値を推計するの
である。

NHKの場合には受信料という価格がすでに
存在するものの，公共料金であるため，視聴者
との取引で決まっているわけではない。また，
電力料金やガス料金などと異なり，放送を視聴
するための対価というわけでもない。そこで，
NHKの放送サービスの価値を視聴者に評価し
てもらうためにWTP（Willingness to Pay:支払
い意思額）の推計を試みた。WTPは，現在の
NHKに対していくらまでなら支払ってもよいか
という設問で，それぞれアンケート調査を通じ
て尋ね，そこからNHKの放送サービスの価値
を評価しようとするものである。英国の公共放
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送であるBBCをはじめとして，いくつかの国で
も試みられている。

（2）視聴者が期待する公共放送サービス
約束1の細目では，日本が直面する課題を

取り上げる番組，緊急災害報道，地域向け放送，
障害者，高齢者向け番組，教育番組などを充
実する番組としている。他方，視聴者が考え
る「公共放送」の価値は多様である。バラエ
ティ，アニメなど娯楽性なども期待する番組
の中に入る。そこで委員会では，「日本の伝統・
文化の継承」，「情報格差の解消」，「新しい形
式の番組の創造」，「日本の情報を世界に発信」
といった公共放送に求められる価値を19の項
目に分類し，それらについて視聴者からNHK
に対する期待度と，NHKとしての実現度，あ
るいはそれに対する満足度を評価してもらっ
た。これにより，これからの視聴者が持つ公
共放送の位置付けを明確にしようと試みた。

  4. 評価のデータの収集
評価に当たっては各種のデータを総合的に

検討する必要があり，データの収集は，“約
束”を評価する上で重要な要素であり，有益
なデータが得られるかどうかが，評価が成功
するか，失敗に終わるかの分岐点となる。従っ
て，NHKが保有するデータはいうまでもなく，
評価委員会が独自にデータを収集した。それ
は，定性的なヒアリング調査と定量的なデー
タを得るアンケート調査に大別できる。

（1）ヒアリング調査
ヒアリングでは定性的なデータしか得られ

ないが，当事者から直接生の声を聞けるとい

う利点もある。従って，なるべく多くの階層
の職員から意見を聴取することとし，NHK
の全理事からなる執行陣は言うに及ばず，中
堅職員，放送技術研究所，地域局の職員にも
ヒアリングを行った。

理事ヒアリングでは，各理事が担当される
約束とNHK改革との関連，意図，目的，具体
的な手法について説明を受け，それに関する
質疑応答を行った。しかし，ヒアリング時点
ではすでに平成17年度の“約束”が公表されて
おり，設定された目標についての妥当性や具
体的な数値目標等については言及しなかった。

中堅職員ヒアリングでは，番組の制作，編
集等に携わる職員数人に対して，不祥事の問
題をどう受け止めたか，“約束”をはじめとし
て一連の改革に対する意見，職場での意思の
疎通といった組織風土，信頼回復に対する自
身の活動などを中心に聞いた。特に，不祥事
が生じる素地，不祥事が与えた影響，職員の
規律意識などについて率直な意見が聞けた。

約束6のデジタル技術の成果の還元につい
ては，直接放送技術研究所に出向き，開発さ
れた技術とその有効性，現在開発中の技術，
研究開発の体制等について聞き取った。高齢
者や障害者用に対して開発された音声のス
ピードを遅くする機器，微小な光源でも撮影
できるカメラの実験等を視察した。

評価委員の専門は必ずしも“約束”評価に必
要な全分野をカバーするものではないので，
特定の分野では専門家に意見を求めた。例え
ば，NHKの経営の透明性，情報開示の程度を
評価するための参考として，金融業界等の専
門家に対してヒアリングを実施した。さらに，
NHKの技術開発を評価するための参考とし
て，NHKとの共同研究の経験がある企業・団
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体の研究者や，通信・放送技術の分野で権威
とされる大学教授にもヒアリングを実施した。

（2）アンケート調査
アンケート調査で重要であるのは，評価項

目を的確に表すデータを被評価者や視聴者か
ら得ることにある。的確なデータが存在すれ
ば問題はないが，必ずしもそうとは限らない。
評価では，NHKが行った“約束”をアウトカ
ムの視点から評価する，特に，視聴者がどの
ように判断しているかを重視した。しかし，
各“約束”は，例えば，「番組の充実」，「効果的，
効率的な事業運営」といった一般的かつ抽象
的な表現でなされている。従って，これらを
的確に表す指標を選択し，次に，それを視聴
者に問うアンケートの質問事項に置き換える
必要がある。つまり，視聴者が評価者の意図
通りに理解してもらえるように質問を作成し
たのである。結果的には，このアンケートの
質問作成に多大のエネルギーを投入すること
となった。具体的な質問内容については，後
述の各“約束”の評価のところで検討する。

さらに，各種評価項目のある一時点での大
きさに加えて，その数値の推移を見ることも
重要である。今回の評価期間が一年足らずと
短期間であるため，調査は最大でも2回しか
実施できなかった。しかし，今後2年間に渡
り“約束”評価を実施するので，その都度同
じ評価項目をチェックし，評価期間3年の中
で評価項目の推移を把握するとした。

アンケート調査としては，視聴者と職員と
に実施した。前者については，公共放送に関
する意識調査と題して以下のように実施した。
●平成 17 年 12 月に，層化 2 段無作為抽
出法で抽出した全国 20 歳以上の男女

2,000 名を対象に面接法で実施した（有
効回答数 1,314，有効回答率 65.7%）。
●平成 18 年 2 月に，層化 2 段無作為抽出
法で抽出した全国 16 歳以上の男女 3,600
名を対象に訪問留置法で実施した（有効
回答数 2,145，有効回答率 59.6%）。
●平成 18 年 4 月に，層化 2 段無作為抽出
法で抽出した全国 16 歳以上の男女 3,600
名を対象に面接法で実施した（有効回答
数 2,018，有効回答率 56.1%）。本調査に
CVM に関する質問項目を加えた。

他方，職員に対しては，主にコンプライ
アンス関係の意識調査についてNHK全職員

（出向者を除く）を対象として，ASP方式に
よるWebアンケート（ASPの回答用サーバー
に回答者がアクセスして回答するもの）で，
以下のように実施した。

●平成 17 年 12 月の第 1 回調査では，対
象者数11,683名に対し有効回答数6,940，
有効回答率は 59.4%。

●平成 18 年 4 月の第 2 回調査では，対象
者数 11,613 名に対し有効回答 6,852，有
効回答率は 59.0%。

  5. 戦略的評価
当評価委員会では，求められた“約束”評価

に加えて，今後の公共放送としてのNHKを考
える上で重要となる課題を取り上げ，分析を
行った。平成17年度の戦略的評価として次の
2点を行った。

（1）NHKの放送サービスの価値 
この分析では，CVMの手法を用いて，視

聴者が考えるNHKの放送サービスの価値を
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金銭的価値に換算するものである。アンケー
ト調査により，視聴者に地上放送（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）と衛星放送（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）について，支払ってもよいと思う料金，
つまり支払い意思額（WTP）を聞いた。この
場合，回答者は契約者に限定せず，あらゆる
階層の人々に質問した。支払い意思額を求
めると，図1に示す結果となった。それによ
ると，地上放送では視聴者一人当たり月額約
1,780円，衛星放送で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。

（2）公共放送の価値分析
視聴者が考える「公共放送」の価値は多様

であるが，その価値を実現することが公共放
送の役割である。この分析では，NHKが果
たすべき公共的な価値を明確にして，それに

対して視聴者がどれだけNHKに対し期待し
ているのか，さらにどれだけ満足しているの
かを分析した。この分析ではメディアとして
のNHKのポジショニングを明らかにするも
のであり，今後の公共放送としてのNHKを
考える上で重要な要素となるものである。

この分析では，NHKの公共性を19の項目
に分解し，それぞれについて視聴者からの期
待度とNHKに対する満足度を測定した。結
果は図2に示した。現在のNHKは，公共放送
の価値の多くを実現していると視聴者から認
識されているが，特に，緊急・災害報道，迅速・
正確な報道，世界的なスポーツといった項目
では，期待度と満足度は共に高かった。他
方，「若い世代に，映像・音声を通じて，日
本の伝統・文化を継承すること」，「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」，「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」，「国際的
に評価されるような番組を提供すること」，「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」には，期待度と
満足度に比較的大きなギャップが見られる。

図1　CVM調査により算出されたNHK 放送サービスの金銭的価値
（視聴者一人当たり月額）
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  6.「約束1：番組の充実」の評価
本節と次節において6つの“約束”に関し

て，それぞれ個別的な評価の方法と判断を
行った基準について検討する。紙面の都合上，
約束1と2について詳述するが，それ以外の
約束については，当委員会の平成17年度“約
束”評価報告書を参照されたい注）。

（1）約束 1の評価方針
約束1は「みなさまにお支払いいただく受

信料にふさわしい，豊かで良い番組を充実し
ます」とあるが，これを直接評価することは
困難である。そこで，これを「豊かで良い番組」
と「受信料にふさわしい」の2つに分割し，後
者をさらに「公共放送としての充足度」と置
き換え，この2つをそれぞれ視聴者の視点か

ら評価した。前者の「豊かで良い番組」につ
いては，それが実現するためには，NHKの
番組がより多くの人々に視聴されている状況
が必要である。NHKの番組が視聴者からど
の程度視聴されているのかを，①視聴時間，
接触者率の点から評価した。また，豊かで良
い番組については，②視聴者の期待度，③満
足度から評価した。このように，「豊かで良
い番組」については，これらの3つの評価項
目を設定した。

「公共放送としての充足度」については，
NHKが各々の期待される項目をどの程度実
現しているかというように置き換えた。これ
を，約束1の細目としてあげられている

④「視聴者への判断材料の提供」
⑤「緊急災害報道の充実」
⑥「地域放送の充実」

図 2　視聴者から見た公共放送の価値
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⑦「福祉放送の充実」
⑧「教育放送の充実」
これらの5点を評価項目とした。これらに対

してNHKが如何に取り組んでいるか，さらに
は，その取り組みについての視聴者の総合的な
期待度・満足度，この双方を比較検討するとい
う方法により評価したのである。ここで注意し
て欲しいのは，例えば，福祉放送や教育放送の
充実については，その放送番組の直接の対象者
である障害者や児童生徒，保護者からの評価
のみではなく，視聴者全体が下した判断でもっ
て評価した点である。以上から，約束1は合計
8つの評価軸を持つことになる。次に，それぞ
れの評価項目をどう評価したかを説明しよう。

（2）評価項目の評価
①NHK番組の視聴時間・接触者率

NHKの番組視聴の実態をNHKのデータか
ら見ると，「紅白歌合戦」，「大河ドラマ」，「朝7
時の定時ニュース」のような長寿番組・定番番
組は一定水準の高い視聴率を維持しているが，
総体として視聴時間，週間接触者率ともに前年
度と比較して向上していない。NHK視聴の構
造を性年齢別に見ると，民放と比較して60代
以上の高齢者層に視聴が集中しており，幅広い
層に番組が視聴されているとは言い難い。この
ような理由から，この項目は「2」と評価した。
②NHK番組に対する視聴者の期待度

この評価項目については，当委員会が視聴
者調査において，「受信料にふさわしい，豊
かでよい番組を充実する」に期待するかとい
う質問事項を設けた。その回答が視聴者の
NHKに対する期待度（「大変期待している」
と「期待している」という回答の計）が全体で
66.2%，この期待度に関する回答で特記すべ

き点は，10代，20代で相対的に低いものの，
それでも50%程度の数値を確保し，NHKを
あまり視聴しないとされる年齢層からの期待
度も高かったことである。以上のように幅広
い年齢層から期待度が高い水準にあることか
ら，この評価項目については「4」と評価した。
③NHK番組に対する視聴者の満足度

この評価項目についても，当委員会が視聴
者調査において②と同じ質問を満足について
した。その結果を見ると，番組全体の満足度

（「大変満足している」と「やや満足している」と
いう回答の計）は，NHK（47.4%）と民放（47.5%）
は全体では同水準である。しかし，NHKの番
組に対する満足度は，70歳以上が62.3%なの
に対し20～29歳は31.7%と年齢による大きな
ギャップが存在し，若年層の満足度が低い傾
向が見られる。

NHKのチャンネル別の評価を見ると，総合テ
レビについては満足度が全体で60.3%，教育テ
レビの満足度が全体で39.8%，ラジオ第1放送
の満足度が全体で20.3%となっている。2005年
の週間接触者率が総合テレビは61.9%，教育テ
レビが28.9%，ラジオ第1放送が19.7%であるこ
とを見ると，総合テレビ，ラジオ第1放送の番
組価値は接触者率に見合って評価されていると
いってよい。また教育テレビについては，接触
者率以上の満足度があがっていることになる。

衛星放送についても，視聴している人の満
足度は接触者率に対して相応の水準にある。
視聴可能な人の満足度は3割強にのぼるが，

「大変満足している」という強い満足度はあま
り高くない。

番組全体の満足度は民放と同水準にあり，
各チャンネルの満足度も接触者率相応の満足
度が見られるものの，40代以下の世代の視
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聴が進んでいないことを重視し，この項目に
ついては「3」と評価した。

次の④から⑧の評価については，当委員会
の視聴者調査で質問した。これらの質問に対
する回答は，いずれも期待度の点では高かっ
たが，満足度の点では差が生じた。この差が
評価の差異につながった。さらに，視聴者調
査以外のデータから評価点を修正した。以下
では，各細目について，評価を決定した事項
のみを説明する。
④「視聴者への判断材料の提供」

視聴者調査によると，この細目についての
期待度は高いものの，NHKの取り組みにつ
いての満足度が43.0%と50%を割っている。
このため，この項目は「4」と評価した
⑤「緊急災害報道の充実」

視聴者調査によると，この細目について
は，視聴者のNHKに対する期待度が全体で
80.3%，NHKの取り組みについての満足度が
60.0%であった。緊急災害報道においてNHK
の果たしている役割については，性・年齢を
問わず，あらゆる人にとって重視されてい
るといってよい。NHK放送文化研究所の調
査によると，実際の被災地の人にとっても
NHKの緊急災害報道は役に立っているとい
う検証がなされている。以上から，この項目
は「5」と評価した。
⑥「地域放送の充実」

視聴者調査によると，この細目について
は，視聴者のNHKに対する期待度が全体で
64.9%，NHKの取り組みについての満足度が
37.8%と，番組の充実に関連する他の項目と
比較して，相対的には期待度・満足度ともに
低い。さらに当委員会が地域放送局を視察し
たが，その際，以下の点が看取できた。つま

り，全国に向けた情報発信という，民放にで
きないNHKならではの地域貢献を行ってい
る。しかし他方，地域向けの放送番組につい
ては，各地域とも夕方の生番組に力を入れて
いるものの，同時間帯の民放の番組と比較し
て苦戦を強いられている。このような地方視
察の結果から，この項目は「3」と評価した。
⑦「福祉放送の充実」

視聴者調査によると，「障害者，高齢者の
方々に向けた“人にやさしい”放送を強化す
る」という項目には，視聴者のNHKに対す
る期待度が全体で70.0%，NHKの取り組みに
ついての満足度が37.1%であった。両者の比
較から，この項目については「3」と評価した。
⑧「教育放送の充実」

視聴者調査によると，視聴者のNHKに対す
る期待度と満足度では福祉放送と同様の数字
であったが，小さな子どもを持っている比率の
高い20代，30代女性の満足度が44.7%，48.8%
と高かった。また，NHK放送文化研究所の
データによると，幼児の視聴する番組の中で
はNHK教育テレビが放送しているものが圧倒
的に多く，その影響力は大きいとの結果がで
ている。これらから，この項目は「4」と評価した。

（3）約束 1の総合評価
以上の約束1を構成する評価項目に関する

評価を，レーダーチャートで示すと，図3の
ようになる。

  7.「約束 2：公平負担の徹底」の評価

（1）約束 2の評価方針
評価が行いやすいように，約束2を細目1

の「受信料収納の推進」と，細目2の「受信料
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制度の納得・支持」という2つの項目に分割
した。これらの項目を示す数値データは比較
的探しやすいと思われる。まず，「受信料収
納の推進」であるが，営業活動の最終目標は
契約数の増加，受信料収入の拡大にあるため，
その実績でもって評価が可能である。さらに
は，受信料収納率の向上に向けた営業・広報
活動，新生プランなどの施策の現状（以上は
NHKのアウトプット）と，視聴者の評価（ア
ウトカム）で評価する。「受信料制度の納得・
支持」に関しては，視聴者が受信料制度をど
のように認知・理解，評価・納得しているか，
不公平感を抱いていないかを視聴者アンケー
トから評価した。

（2）評価項目の評価
受信料収納の推進については，
①受信契約数の推移
②受信料支払拒否・保留の推移
③受信料支払再開状況
④視聴者への働きかけ
⑤受信料収納の仕組みの構築

を評価項目とした。一方，受信料制度の納得・
支持については，

⑥受信料制度の認知・理解
⑦受信料収納に関する視聴者の評価
⑧公平で合理的な受信料体系の検討

これらを評価項目とした。
①受信契約数の推移

平成17年度決算によると，有料契約数は
3,618万件（対前年度比－44万件），契約率は
78.5%（対前年度比－1.4%），受信料収入は
6,024億円（対前年度比－385億円）であり，対
前年度比で大幅な減収となった。平成17年
度の予算6,478億円に対しても454億円の未
達となった。この項目は「2」と評価した。
②受信料支払拒否・保留の推移

受信料支払拒否・保留の件数を平成16年度
末と17年度末を比較すると，約1.6倍の水準
になっている。これからすれば評価は「1」に
ならざるを得ないが，平成17年末を境に受信
料支払拒否・保留件数は減少に転じ，平成17
年度中に底を打ったと推定されるので，この
項目については「2」と評価した。
③受信料支払再開状況

受信料支払再開件数は，平成17年9月の新
生プランの公表を経て，平成17年10～11月
期以降は8万件を超える受信料支払い再開の

図 3　「約束1: 番組の充実」の評価

NHK番組の視聴時間・接触者率

緊急災害報道の充実

NHK番組への視聴者の期待度教育放送の充実

視聴者への判断材料の提供地域放送の充実

NHK番組への視聴者の満足度福祉放送の充実
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件数を3期継続している。これも平成17年度
中に底を打ったと思われるので，この項目は

「3」と評価した。
④視聴者への働きかけ

NHKは平成17年度に，受信料収納率の向
上，信頼の回復のため，テレビスポット，戸
別訪問，金融機関への訪問など，様々な活動
を実施した。大都市圏を中心とした特別対策
チームの設置，口座振替中止者に対する支払
い継続要請のテレマーケティングの実施，支
払拒否・保留者，未払い者へのNHKからの督
促状と振込用紙の送付などを行った。平成16
年度から数えて5次にわたる信頼回復活動を
推進し，延べ約27,000名の職員が活動に参加
した。当委員会の職員調査によると，NHK全
体で92.1%の職員が，職員一人当たり平均58.3
名の視聴者に対して訪問，電話などでコンタ
クトする活動を展開したことがわかった。

インプットとしての全組織をあげての活動
は評価できるものの，アウトカムとしての受
信料支払再開への貢献は一部にとどまったの
で，この項目については「3」と評価した。
⑤受信料収納の仕組みの構築

視聴者の利便性なども考慮した新しい受信
料収納の方法を拡大するために，ケーブルテ
レビ事業者，不動産会社，引越会社，電器店・
家電量販店などへの働きかけによる契約増加
の取り組みを進めた。インターネット上での
新規・衛星契約変更，住所変更手続きは，最
近大きく増加している。受信料収納のための
手段については現時点で考えられ得るものに
ついてほぼ着手されているので，この項目は

「3」と評価した。
⑥受信料制度の認知・理解

現行の受信料制度について認知している視

聴者は全体の80.3%に上るが，若年層特に，
20代以下の女性では約半数が認知していな
い。NHKの視聴者が受信料を支払うべきか
については，約3分の2の人は支払うべきだ
としている。受信料制度は視聴者の8割に認
知され，6割以上に理解されている状況から，
この項目については「4」と評価した。
⑦受信料収納に関する視聴者の評価

当委員会が実施した調査によると，受信料
を支払っていないと回答した視聴者は全体の
11.7%。不払いの理由としては，「NHKの経
営に不満があるから」が40.5%，「NHKの番
組を見ていないから」が40.1%，「受信料制度
が納得できないから」，「皆が支払っているわ
けではないから」が共に30.8%となっている。
この調査からも，「他の人が受信料を支払わ
ないのであれば，自分もできれば支払いたく
ない」という意見を持つ人も56.9%にのぼり，
受信料収納方法についての公平性に対する視
聴者の納得度が十分ではないので，この項目
は「2」と評価した。
⑧公平で合理的な受信料体系の検討

NHKは公平で合理的な受信料体系の実現
に向けた施策の検討に着手している。平成17
年度に，「下宿生」，「単身赴任者」を対象にし
た受信料の「家族割引」の実施，ホテルなど事
業者との受信契約への改定，クレジットカー
ドによる受信料の継続払いなど，新たな受信
料体系について検討を進めたというプロセス
のみであるので，この項目は「3」と評価した。

（3）約束 2の評価
以上の約束2を構成する評価項目に関する

評価を，レーダーチャートで示すと，図4の
ようになる。



30 　JANUARY 2007

  8.“約束”の総合評価
以上，6つの“約束”のうち，約束1と約束2

について，評価の方法と基準を詳述したが，
ここで約束の個別評価をどう総合的に判断し
たかを検討する。すでに述べたように，個別
の約束についても得点評価は行わないことと
した。従って，“約束”全体についても同様で
あり，得点ではなく総合所見をとりまとめた。
さらに，当委員会の最終的なミッションは，“約
束”の評価活動を通じて，視聴者のNHKに対
する「信頼の構造」を明らかにし，視聴者から
の信頼回復に必要な今後のアクションプラン
を示すことにある。それは以下に要約する。

（1）信頼回復は道半ば
NHKが視聴者からの信頼回復のために実

施した各種施策の実施状況（アウトプット）に
ついては比較的高い評価結果を与えたが，視
聴者の満足度の向上や実際の不正の根絶など
具体的な成果（アウトカム）には十分反映され
ていない。特に，NHKの組織風土を改めるた
め業務総点検やコンプライアンス研修などが

積極的に図られた。しかしその一方で，平成
18年4月に新たな不祥事が発覚した。この事
実は，新たに導入した制度や仕組みが十分に
機能していなかったことを示し，視聴者から
の信頼を大きく裏切る結果となった。このよ
うな判断から，NHKに対する視聴者からの信
頼回復は，道半ばの状態にあると評価した。

次に，評価から当委員会が取りまとめた今
後のアクションプランを要約する。

（2）経営管理の仕組みの構築
評価を通じわかったことは，これまで実施

されてきた業務改善やコンプライアンス対応
が，いまだ個々の職員の努力レベルにとど
まっており，厳密な経営管理の仕組みとして
組織に定着していないということである。現
在の経営体質については多くの職員が問題と
感じている。一層の情報の共有化，コミュニ
ケーションの円滑化，風通しのよい組織風土，
活力ある組織の構築など，求心力を醸成する
職員マネジメントが求められる。

中でも，より強く求められるのがNHK自身
の公共放送の自覚である。視聴者調査からは，

図 4　「約束 2: 公平負担の徹底」の評価

受信契約数の推移

受信料収納の仕組みの構築

受信料支払拒否・保留の推移公平で合理的な受信料体系の検討

視聴者への働きかけ受信料制度の認知・理解

支払再開状況受信料収納に関する視聴者の評価
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NHKが信頼されるためには，「視聴者が支払
う受信料に支えられて事業を行っているとい
う意識をNHK全体に周知・徹底させる」が最
上位となっている。これを実現するには，例え
ば，共通の組織目標を設定していく工夫が望
まれる。組織目標を全体と個別になるべく具
体的かつ定量的に設定し，組織目標に沿った
目標管理制度を導入することが挙げられよう。

（3）長期的な視点に立った改革
単年度主義の予算編成や，各部局が自分の

専門分野のみに関心が向きがちなスペシャリ
スト集団であるという組織上の特徴が，長期
的な視点が失われる組織構造を生んでいる。
公益的な企業であっても，ビジネス的な発想
が必要であり，長期的な視点から経営を行う
必要がある。

番組の制作についても同様のことがいえる。
現在行われているような半期あるいは1年単
位で番組を継続的に見直していく姿勢は必要
であるが，視聴者の生活・行動様式の変化は
長期的なものであり，それらを把握すると共
に，多様な世代の価値観に合致するような番
組の「イノベーション」を惹起する必要がある。

番組のイノベーションは内容にとどまるも
のではない。番組の提供手段についても，伝
統的な放送媒体に限定されない通信インフラ
を活用した番組配信や，アーカイブスの一層
の活用など，多様な対応が求められる。

（4）新しい公共放送のあり方
NHKの経営・組織問題，番組のあり方，

受信料制度のあり方などは，最終的には「公
共放送とは何か」と関連してくる。すでに述
べたように，視聴者は「公共放送」としての

NHKの必要性を十分に感じているが，同時
に「公共放送」に期待する役割が多様である。
視聴者の求めに応じているだけでは，NHK
が追求すべき公共放送像というものが鮮明に
なってはこない。

現在，まさに新たな時代に対応した新たな
公共放送のあり方について検討を始め，当事
者としてのNHKがどう考えるかを打ち出す
時期にさしかかっていることを認識する必要
がある。

（つじ　まさつぐ）

注：
NHK“約束”評価委員会の下記のウェブ・ペー
ジで関連の文書が公開されている。 
http://www3.nhk.or.jp/pr/keiei/yakusoku/index.html
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