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  1. はじめに

日本のNHKを含め世界の公共放送はい
ま，業務の明確化とその公表，さらにその業
務が遂行できているかどうかの評価に取り組
んでいる。どの国の公共放送も，受信料や政
府交付金などなんらかの公的資金を財源とし
て運営されていることから，資金を負担する
視聴者や国民に説明責任を負っている。この
説明責任は，年次業務報告書の義務づけや視
聴者の苦情対応，放送番組審議会等を通じた
視聴者の意向吸収など，制度上の義務づけに
よって確保されてきた。公共放送の説明責任
には，そもそも視聴者と公共放送との間の信
頼関係を維持することがその根底にある。こ
の稿は，2007年3月に放送文化研究所の春の
研究発表でヨーロッパの公共放送を中心に報
告した「公共放送の説明責任～“約束と評価”
の意義と課題」に，3年目を迎えたNHKの「視
聴者への約束と評価」を分析対象に加え，公
共放送の説明責任について，新たな取り組み
の現状を制度的な視点で明らかにしようとす
るものである。

  2.なぜ，説明責任は強化されるのか

2-1 公共放送の相対的地位の低下
1990年代以降，どの国もケーブルテレビ

の技術的高度化や衛星放送の登場によって，
多チャンネル供給環境が整備された。また，
ヨーロッパのほとんどの国において，1980
年代半ば以降に商業放送が導入され，公共放
送の独占時代が終了した。それぞれの国の商
業放送事業者は番組制作力を高め，ドイツの
ベルテルスマンによるRTL，フランスのカ
ナルプラス，イタリアのメディアセット，北
欧地域におけるMTGなどがその代表例であ
る。また，ヨーロッパは言語の壁があるとは
いえ，アメリカのハリウッド映画やケーブル
ネットワーク番組がソフトとして国境を越え
て流入している。過去15年余りの間に多チャ
ンネル化が進行し，地上放送中心の視聴者の
テレビ視聴環境を大きく変化させた。そして
地上放送を含めた各プラットフォームのデジ
タル化は，多チャンネル状況をさらに加速さ
せている。

この状況をテレビ視聴シェアの推移で見る
と，フィンランドやイタリアなど，依然とし
て40%の視聴シェアを維持している公共放
送も複数みられるが，商業放送の導入が80
年代半ばや北欧のように90年代に入ってか
ら行われた経緯を考慮すると，公共放送の
シェアは半分に減少している。世界の公共放
送のモデルとされるイギリスのBBCの場合
はさらに深刻な状況と言え，1990年代初頭
の40%から30%台を割り込み 1），どの国より
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も公共放送の相対的地位の低下が見られる。
フランスでは，2005年に多チャンネルサー
ビスによる地上デジタル放送を開始した結
果，地上放送を中心とした老舗の公共放送や
商業放送以外のテレビチャンネル視聴が進ん
でいることが明らかにされた。

こうした国内におけるプレゼンスの低下と
いう逆境のなかで，どの国の公共放送もサー
ビス戦略の見直しや改革に迫られてきた。

2-2 公共放送存立基盤の揺らぎ
衛星放送やケーブルテレビの普及は，公共

放送の相対的地位の低下だけでなく，受信料を
支払う意識にも影響を及ぼしている。ここ数年
ヨーロッパでは，アンテナと受信機さえ設置す
れば，特別な料金を支払わず視聴できる無料
衛星放送も徐々に広がりつつある。しかし多く
の場合，衛星放送やケーブルテレビは，多様な
テレビチャンネルをパッケージにした有料放送
方式で運営され，個別番組の視聴に料金を課
すペイパービュー方式も取り入れられるように
なっている。視聴者は，多チャンネルから選択
できるようになっただけでなく，欲しい品物を
購入するように，視聴したいチャンネルに料金
を支払うことに慣れ，そうした行為が定着して
きている。イギリスの放送と通信の規制監督機
関であるOfcom（Office of Communications）は，
こうした状況をテレビの市場化としてとらえ，
国際的な視野で放送通信市場を調査し2006年
11月に報告書を発表した2）。その調査によると，
国民1人あたり（世帯ではない）が支払ってい
るテレビ料金は，イギリスが最も多く年間164
ポンドで，広告59ポンド，有料放送65ポン
ド，公的資金40ポンド（受信料と高齢者支払い
免除のための税金負担額），次いでフランスは

114ポンドで，広告が37ポンド，有料放送47
ポンド，公的資金30ポンドとなっている。ちな
みに日本については，国民のテレビ市場を支え
る負担額は，国民1人あたり154ポンドで，広
告が83ポンド，有料放送45ポンド，公的資金
26ポンドと算出されている。

また，放送文化研究所が行った「公共放送
に関する意識」7か国国際比較調査では，調
査対象国おしなべて，公共放送に対する幅広
い支持が示されたものの，受信料の支払い意
義については，それを下回った3）。例えば，
イギリスのBBCに対しては，87%の人が必要
だと答えているが，支払い意義を認めている
人は64%に減少し，公共放送の必要性よりも
20%以上低い。このギャップを対価意識の浸
透にだけ起因させることはできないが，少な
くとも公共放送を支える意識にボディブロー
を与えていると解釈できるだろう。

さらに，90年代後半から各国の公共放送は，
地上放送のデジタル化への対応を迫られ，主
要財源である受信料の値上げという切実な課
題を抱えた。1998年から1999年にかけてBBC
のデジタル財源調達方法の検討を付託された
デイヴィス委員会は，「公共サービス放送の新
しい役割をきちんと定義することはできない
が，公共サービス放送とは，一目見ればそれが
何なのか分かると感じている」と述べ（Davies 
1999），BBC自身が必要とすると主張した財政
規模を基本に受信料の値上げを政府に勧告し
た。しかし，その後わずか数年の間に進展し
たデジタル環境と視聴者の受信料意識の変化
は，「見れば分かる」では納得できない状況へ
と変化させた。公共放送は自ら公共放送の役
割の再定義を行い，政府や視聴者に対し説得
力のある説明を強く求められてきている。



58 　AUGUST 2007

2-3 EU域内における公共放送の取り決め
ヨーロッパの公共放送は，デジタル時代に存

続するために，国内において公共放送の役割と
財源の検討に迫られる一方，欧州連合（EU）に
加盟する各国政府は，欧州委員会のガイドライ
ンに沿って，公的資金を財源とする公共放送の
役割とサービスの明確化が求められている。

EUは，1991年に「国境を越えるテレビ指令」
を発効し，域内のテレビ放送サービスが国境
を越えて自由に送信・受信することを認めると
同時に，テレビ放送サービスに対し，EU条約
で定めた競争法の適用を認めることになった。
EU条約の国家援助条項は，市場競争に参加す
る特定企業に対する国家的財源を通じた支援
や特定の物の生産を優遇することを禁止してい
る。そのことによって，公正な競争を阻害する
ことになるからである。各国の公共放送は，そ
の社会的役割の大きさから，電波の優先的な割
り当てを受け，受信料という公的資金によって
運営されている。こうした公共放送の扱いは，
EU条約を文字通り適用すれば，条約違反とな
る。しかし，公共放送は，その国の社会のニー
ズによって成立し，民主主義社会の発展と定着
に寄与してきた。公共放送の定義は厳密に言え
ば一様ではないが，EU加盟国政府間のレベル
で，公共放送の理念の共通化の作業が進めら
れ，1999年5月に発効したアムステルダム条約

（ローマ条約修正）によって，公共放送が各国に
存在すること，そして各国政府は競争を阻害し
ない範囲内で，公共放送の役割と財源方法を
決定する権利を有することが認められた 4）。こ
れに従い，競争を所管する欧州委員会は2001
年に国家援助条項適用に関するガイドラインを
次のように定めた（市川 2002）。

①公共放送の任務を明確化する

② 定められた任務を条文化し，適切な機関
が任務遂行を監視する

③ 公共サービスと商業サービスの会計分離
を行う

1991年の国境を越えるテレビ指令発効後
10年を経て，このような形でEUレベルに
おける公共放送の存在と財源の正当性を測る
ルールが示され，各国政府の公共放送の見直
し作業が本格化することになった。

  3.公共放送のサービスと財源の透明性を
　  いかに確保するか

こうした背景で，各国における公共放送の
見直しが行われた結果，現在の公共放送の存
立の仕組みは，理念的な目的を規定した根
拠法と，政府あるいは独立規制機関との間で
結ぶ「業務契約」，視聴者に対する「約束」の
3つで構成されている。「業務契約」と「約束」
は，受信料を支払う国民が公共放送から何を
得られるのかを明らかにし，公共放送が目的
に沿って任務を果たしているかどうかを評価
する基準の役割も果たす。したがって，欧州
委員会が問題にする「市場における公正な競
争」を判断する材料にもなる。

「業務契約」は，フランスでは目的・手段契約，
スウェーデンやアイルランドではチャーター

（Charter），イギリスでは協定書（Agreement）
と呼び方は異なるが，ここでは便宜的に「業務
契約」とする。各国とも業務契約は，イギリス
の10年間という有効期間を除き，ほぼ3年ない
し5年の有効期間が定められ，公共サービスの
規範的な性格，番組やサービスの具体的な内
容，年次報告書の義務づけ，番組基準の遵守
やヨーロッパの番組制作クォータの遵守などコ
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ンプライアンス，などが規定されている。フラ
ンスやアイルランドの業務契約には，事業展開
に関する工程表も含まれる。また，イタリアは，
サービスの明確化だけでなく，サービスの公共
的価値評価に規定が及んでいる。2007年に更
新されたRAIの事業契約5）には，「提供される
番組の質と公共的価値」の条項が追加され，事
業契約書発効後6か月以内に番組編成や業務
内容に関する評価システムの開発が義務づけ
られ，公共サービスに対する視聴者の認識を
検証するための調査研究，企業倫理や職業倫
理の向上を目指した企業評価の調査研究を行
うことが示されている。さらに，メディア市場
におけるRAIの業績評価，公共的価値評価，
そして受信料のコストに見合った価値評価を
含めた企業評価を定期的に行うことも義務づ
けている。一方，BBCの協定書6）は，今後新
たにサービスを開始する場合や現行サービスを
大幅に変更する場合は，公共的価値の審査を
行うことを義務づけ，BBCの公共サービスに
対する視聴者や関連産業界が，サービス決定
に大きく関与することが定められた。

これに対し，「視聴者への約束」は，イ

ギリスは「番組方針の声明」（Statement of 
Programme Policy），アイルランドは「約束の
声明」（Statement of Commitments），ドイツ
は「自らの約束」（Selbstverpflichtung）と，そ
れぞれ名称は異なるが，提供するチャンネル
やサービスごとに，放送時間数といったアウ
トプット量を中心に数値目標を示し，毎年そ
の目標が達成できたかどうかを評価し，結果
を年次報告書で公表する。この中には，効率
的な事業運営といった経営にかかわる目標は
立てられていない。「約束」は番組やサービス
に関する視聴者への直接的な説明責任を強化
するものである。約束を行っている国の中で
もイギリスのBBCは，前回の特許状が発効し
た1996年から「約束」を行ってきているが，こ
れに加え，2007年からテレビ，ラジオ，オン
ラインの各チャンネルやサービスごとに目的，
放送量，予算，評価方法を記載した「サービス
免許」を発行している。一方，ドイツの公共放
送は，各州を基盤とした公共放送の集合体で
あり，連邦政府と一元的に業務契約を結んで
いないが，放送州間協定の下で2004年から「約
束」を法的に義務づけられるようになった7）。

各国のサービスと財源の制度的保障の仕組み

 フランス 放送法 目的手段契約（3 年） 
 イタリア 放送統一法典 業務協定書（3 年） 
 デンマーク ラジオ&テレビ法 公共サービス放送契約（4 年） 
 ベルギー 放送法 業務契約書 
 スウェーデン ラジオ&テレビ法 チャーター（3 年） 約束（試験的実施）
 アイルランド 放送法 RTE チャーター（5 年） 約束
 イギリス 特許状 協定書（10 年） 約束，サービス免許
 ドイツ 放送州間協定  約束
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  4.各国の説明責任の取り組み

ヨーロッパの公共放送は，国内要因と欧州
委員会との関係によって，それぞれ公共放送
のあり方の見直しが行われ，「業務契約」ある
いは「約束」のどちらかを導入することで説
明責任の強化をはかり，またその両方によっ
て二重の説明責任の仕組みを作っている。こ
の違いは，その国における公共放送のプレゼ
ンスの大きさが左右しているようである。言
い換えると，公共放送の存続の危機感によっ
て違いが生じているようである。2007年3月
にデンマーク，スウェーデン，イギリスで行っ
た取材を含め，この3国における公共放送の
現状と取り組み状況を見てみよう。

4-1 デンマーク
デンマークは，人口540万人，世帯数は200

万余りで，北欧諸国のなかでも規模の小さい
国である。公共放送は，1925年にラジオ放
送から出発したDRと，1988年にテレビ放送
を開始したTV2の2つの事業体で行われてい
る。DRもTV2も全国放送を目的としている
が，TV2は全国8つの地域放送局を組み込ん
だ地域放送が義務づけられている。デンマー
クでは2005年現在，66%の世帯がケーブルテ
レビに，また16%の世帯が衛星放送に加入し，
外国チャンネルも50チャンネル以上受信で
きる状況だが，テレビ視聴シェアは，DRが
32.7%，TV2が35.8%と合わせて68.5%にのぼ
り，公共放送が圧倒的に多く視聴されている。
デンマーク人の1日のテレビ視聴時間が相対
的に短い（平均2時間40分程度）ことも理由と
して考えられるが，公共放送がデンマークの
文化に根ざした独自の娯楽番組を開発し，視

聴者とのつながりを強めることに成功してい
ると，分析されている（Bruun 2005）。

欧州委員会のガイドラインに沿って，デン
マークにおける公共放送を中心とした本格的
なメディア政策の見直しは2001年に行われ
た。その柱は，公共放送の構造改革と，放送
に関する規制監督機関を統合し政府から独
立した運営を行う「ラジオ・テレビ評議会」

（RTB）の設置である。この改革によって，
DRは公共放送の中核に位置づけられ，TV2
は地域放送機能を切り離し民営化されること
が決定された。TV2は，これまで広告放送
87%，残りは受信料と商業活動収入で運営さ
れ，その広告放送収入は，国内の広告放送市
場の60%以上を占めていたが，民営化の決
定に伴い2004年から受信料は割り当てられ
ていない。また，DRは放送を所管する文化
省と「公共サービス放送契約」を結び，契約
条件の達成度を年次報告書で報告することが
義務づけられ，公共サービスの履行状況の評
価・監督については，新設されたRTBの所
管となった。一方TV2は，政府から「公共サー
ビス放送免許」を付与され，RTBが免許条件
を規制監督する。

DRは現在，2007年から2010年まで有効の
公共サービス放送契約を基に運営されている
が，この期間，DRは公共サービスの目的や
具体的な目標，組織改革など5つの達成目標
を示している（DR 2007）。また，業務契約は
DRの公共サービス活動に対する財源を保障
し，契約期間中，毎年受信料の値上げが決定
した。DRはデンマークの公共放送の中心と
して，2008年完成を目指しマルチメディア・
サービスに対応した大規模な新放送センター
を建設中である。
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4-2 スウェーデン
スウェーデンは，人口910万人で北欧諸国

のなかで最大の国である。この国の公共放送
は，テレビはSVT，ラジオはSR，教育番組を
制作するURの3つの事業体で構成されてい
る。URは，独自のプラットフォームを持たず，
SVTのテレビチャンネルに編成されている。

SVTは，イギリスに次いで1999年4月に地
上デジタル放送を開始し，アナログ放送の同
時放送による2つのチャンネルに加え，ニュー
ス，子ども向け，教養文化の専門チャンネルを
行っている。また，SVTは早くからHDTV放
送に関心が高く，衛星放送とケーブルテレビで
HD専門チャンネルのSVT HDを放送してい
る。地上放送のデジタル化では，ヨーロッパの
ほかの諸国と同様に，多チャンネルサービスの
方針がとられ，地上デジタル放送でも，CNN
やEurosportなどの外国テレビチャンネルが有
料放送で提供されるようになった。スウェーデ
ンの人々の間でも，徐々に専門チャンネル視聴
が進み，SVTの視聴シェアは1995年の51%か
ら2005年には40%へと下降傾向を示している。

スウェーデンでは，1992年に初めて地上商
業放送が始まり，衛星放送やケーブルテレビ
の法制度も整備されるという流れのなかで，
公共放送の見直しも行われた。SVTは1994年
から「ラジオ・テレビ法」の下で，SVTの公共
サービスについて政府から付与される特許状

（Charter for television broadcasting services 
in Sweden）によって運営されるように変更さ
れた。これは，公共放送運営に関する透明性
を高めることを目的としている。特許状は，
業務契約書にあたるもので，SVTの独立性や
任務，財源について定め，公共放送の業務を
モニターする第三者機関の「テレビ・ラジオ基

準委員会」へ年次業務報告書を提出すること
を義務づけている。年次報告書は，公共サー
ビス任務に基づいた放送時間数など「アウト
プット」，どのように視聴されたのかという視
聴シェアや番組の質の評価など「視聴者の受け
止め方」，「受信料の効率的な使用」の3つの観
点で記述されている（SVT 2007）。

SVTの制度改革は，商業放送が台頭するな
かで，政府や商業的圧力からの独立や受信料
財源の保障を与える方向で行われたのだが，
2006年9月の総選挙後，中道左派から右派に
政権が移行したことにより，特許状の有効期
間は当初決められていた6年から3年間に短
縮され，受信料制度やSVTを含めたスウェー
デンの公共放送全体のあり方の見直しが始め
られている。こうしたなかで，SVTは2006
年に初めて自主的に，「目標管理」（Goal-
oriented management）システムを試験的に
行った。1年間の目標として，「20歳から44
歳までの視聴者を増やす」，「効率的な制作に
よって番組制作費を前年比2%減少させる」，

「視聴者がSVTの番組は革新的であると評価
するようにする」，「若い視聴者向きの番組と
地域放送番組時間数を増大させる」，という4
つの目標を設定し，これらの達成状況を視聴
者数や放送時間数，資金や資源の割り当て，
視聴者による評価など6つの指標で評価を行
いその結果を公表した。SVTは，2007年か
ら業績評価に関し何らかの新たな方法を考案
することを制度的に求められている。すでに
行っている年次報告書とこの「目標管理」とが
統合されていくのかは検討課題とされている
が，SVTは現行特許状期間中の任務と目標を
定めたビジョン「SVT:世界最高水準のフリー
テレビジョン」を策定した。
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4-3 イギリス
1990年代以降，イギリスでは2度にわたり

BBCの特許状更新が行われた。いずれの更新
議論においても，多チャンネルデジタル化に
よる多種多様な放送サービスが行われるなか
で，公共放送の果たしてきた役割を再評価し，
将来もBBCが受信許可料を財源として公共
サービスを行うために，ガバナンスの改革と
視聴者に対する説明責任の強化が図られてき
た。このため，1996年の特許状更新では，毎
年「視聴者に対する約束の声明」（Statement 
of Promises to Audiences，以下約束と呼ぶ）
を公表し，受信許可料支払い者の利益を代表
する経営委員会が約束の履行状況を検証し，
年次業務報告書でその結果を公表，あわせて
執行部に対し次年度の「目標」（objectives）を
与えることが義務づけられた。視聴者に向け
た「約束」とBBC執行部に対する「目標」は，
いずれも番組サービスの向上と効率的な経営
を柱とする項目立てで策定された8）。

しかし，2003年以降はBBC以外の公共サー
ビス放送義務を持つITVなど商業放送事業者
と並んで，「約束」を公表することが義務づけ
られるようになり，「約束」は「番組方針の声明」
と名称が変更され，内容もチャンネルやサー
ビスごとの数値目標が中心となり，効率的な
経営や組織倫理といった項目は，「目標」だけ
に取り込まれるようになった。これは，放送と
通信の融合法にあたる放送通信法の成立の過
程で，市場の活性化を促す規制緩和政策を基
調とした議論に沿って，イギリスにおける公共
放送の規制のあり方も見直されたことによる。
これまで，質の高い多様な公共サービス番組
の提供を確保するため，規制機関による細部
にわたる命令的な公共サービス条件の管理が

行われてきたが，そのやりかたを公共放送事
業者による自主規制へと変更し，BBCを含め
た公共放送事業者は，毎年それぞれの方法で
視聴者に向けた「番組方針の声明」が義務づけ
られた。したがって，メディア競争の激しさが
増す状況下で，受信許可料を財源とするBBC
は，財源とサービスに関し適切な説明を一層
明確に行う必要性に迫られ，自ら新しい説明
責任の示し方を創意・工夫することになった。

2007年1月1日に発効した新特許状では，
図のように説明責任の枠組みが変化している
（図1）。今回の特許状更新の議論の経緯は別
稿に譲ることとし（中村2005，2006），ここ
では，新たに導入された「サービス免許」「目
的別任務」「公共的価値の審査」を中心に解
説する。

これまでの枠組みでは，特許状・協定書で
規定された目的や番組方針に基づき，視聴者
に対し提供する番組やサービスの「約束」を
行ってきた。新しい枠組みでは，この2つの
間に，「目的別任務」（Purpose Remit）と「サー
ビス免許」（Service Licence）が加わり，新サー
ビスや既存サービスの大幅な変更を行うこと
が計画された場合，視聴者や業界関係者の意

図1　BBCの枠組み

これまでの枠組み

特許状・協定書

約束 定期的なモニター

新しい枠組み

特許状・協定書

5 年後に見直し
5 年ごとに見直し審査
定期的にモニター

目的別任務
サービス免許

約束
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向を吸収して是非をはかる「公共的価値の審
査」が行われることになった。「約束」はこれ
まで通り毎年評価されるが，「サービス免許」
は5年ごとに見直される。「目的別任務」は5
年後に見直すこととされているが，BBCを
取り巻くメディア環境や視聴者の変化に応じ
て見直しの時期は柔軟に考えられている。ま
た，こうした新たな取り決めは，BBCトラ
ストが掌り，すべて視聴者の意見を求めなが
ら進めることも義務づけられている。

「目的別任務」の文書には，新たに再定義
された6つの公共的目的（下記参照）について，
各目的を達成するために行う主要業務を列挙
し，その評価基準も明記されている。また目
的別任務は，5年間という中期的スパンで履
行状況を検証するため，優先順位がつけられ
ている。一例をあげると，「市民性と市民社
会を維持する」という公共的目的の任務9）に
ついては，第1優先事項として，「編集権の
独立や質の高いジャーナリズムで，ほかから
目標とされるような評判を維持し，拡大する
こと」とし，第2に「ニュースや時事問題，そ
の他の課題に幅広い視聴者をひきつけ，参加
させること」を挙げている。そして，第1の
ジャーナリズムの評価は，「視聴者がそう認
識したかを調査し判断する」とし，第2の幅
広い視聴者は「BBCが日常の大きな問題に対
し関心を持つようにさせた，と視聴者が受け

止めているかどうかを調査し判断する」とい
う具合である。

「サービス免許」は，特許状更新時に行っ
ていたBBCのすべてのサービスが認められた
ため，8つのテレビ，16の全国および地域・ロー
カルのラジオ，2つのオンラインサービスの合
計26のサービス免許が発行されることになっ
た10）。サービス免許には，6つの公共的目的
に沿った目的と任務，サービスの範囲と伝播
方法，予算，放送時間数，そしてサービス履
行状況の評価方法が記載される。「約束」で
は，放送時間量や適切な編成による視聴者数
の最大化といった量的な物差しによる評価が
行われるが，サービス免許は，サービスが生
み出す公共的価値とそのために使用される受
信許可料の妥当性を担保することが目的であ
るため，個人によるサービスの消費だけでな
く，視聴者が市民としてサービスに価値評価
するかが問題とされる。このため，サービス
免許によって行う約束は，量的な指標だけで
なく，「到達率」（Reach），「質の高さ」（Quality），

「影響度」（Impact），「投資効果」（Value for 
Money）の4つの指標（以下，RQIVと呼ぶ）を
用いて総合的な評価が行われる。

「公共的価値の審査」は，受信許可料を財
源とし，追加の料金を伴わない新サービスの
導入や既存サービスの大幅変更を計画する場
合に行うことが義務づけられた新たな承認シ
ステムである。これは，「公共的価値の評価」

（Public Value Assessment）と「市場影響評
価」（Market Impact Assessment）の2つで
成り，「公共的価値の評価」は，BBCトラス
ト事務局が行い，提案されたサービスが公共
的目的と一致しているかどうかを検討したう
えで，前述のRQIVの指標を使って評価を行

BBCの新しい公共的目的

市民性と市民社会を維持する
教育と学習を促進する
創造性を刺激し，文化的卓越性を高める
全国，各地域，地方を反映する
イギリスと世界を結ぶ
デジタル移行とコミュニケーションサービスの普及
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う。「市場影響評価」は放送通信分野の規制
機関であるOfcomの所管となるが，作業を
始める前にBBCトラストと共同作業部会を
設け，調査方法などについて合意し，Ofcom
が市場競争の観点や当該サービスによる経済
的効果について検証し，意見をまとめる。そ
して，BBCトラストが，公共的利益の観点
でこの2つの評価結果を検討し，BBC執行部
から行われたサービス提案の承認あるいは差
し戻しを決定する。

これまで，インターネットを利用したオン
デマンド・サービスのiPlayerとHDTVサー
ビスの2件が公共的価値の審査にかけられ
た。iPlayerについては審査が終了し，BBC
は2007年7月27日から本格運用を開始する
ことが発表されている11）。iPlayerのサービ
スの中心は，BBCのすべてのテレビ番組を
放送後7日間，パソコン上でアクセスでき
るようにし，未視聴状態なら30日間保存で
きるというキャッチアップサービスである。
BBCトラストは，パソコン上の保存期間を
執行部が要望した14週間から30日間に短縮
し，クラシック音楽のポッドキャストを禁止
するなど，業界関係者から発せられていた
懸念を考慮する修正を行い，iPlayerを正式
に承認した。HDTVサービスは，BBCがす
でに日本やアメリカとのHD番組の共同制作
を行っているという実績と，2008年以降全
世帯の半数以上がHDTV受信が可能なテレ
ビを所有するという予測をもとに，2007年
後半から衛星放送とケーブルテレビでサー
ビスを開始し，2011年にはフルサービスに
するという計画案である。BBCトラストは，
2007年5月にこのサービスの審査を開始し，
11月には可否を決定する。

  5.日本

NHKは，2005年から視聴者に「約束」を公
表し，その評価を第三者委員会に委託する
新しい説明責任システムを試験的に行ってい
る。2004年以後NHK職員による経費の不正
な流用や着服など一連の不祥事に対し，受信
料支払い拒否や保留という形でNHKに対す
る視聴者の不信が明確に示された。NHKは，
視聴者の信頼回復を第1の目的に「約束と評
価」に取り組んだ。したがって，外部からみ
て評価の客観性を維持するために，NHKとは
距離を置いた第三者委員会が評価の担い手と
なり，委員会は量的な評価だけでなく，さま
ざまな角度から質的な評価を行っている。初
年度の2005年度は，イギリスのBBCでも行
われたCVM（Contingent Valuation Method:
仮想市場価値法）による受信料の支払い意思
を料額で割り出し，価値を測ることが試み
られ，2006年度には，公共放送サービスの
利用価値と非利用価値（社会的価値）の観点
で，NHKが行っている放送サービスに対す
る視聴者の評価を測定することが試みられた

（NHK“約束”評価委員会 2006，2007）12）。
NHKは，ほかの国の公共放送とは異なり，

制度上予算事業計画を総務相に提出し，その
後国会の承認を必要とするため，毎年「約束」
にあたるものはこれまでも公表していたと言
えなくもない。また，放送事業に関しては，
これに付随して「国内放送番組編集の基本計
画」および「国内放送番組編成計画」を立て，
波別に詳細な「約束」を行ってきた。したがっ
て，「約束」の内容は，予算事業計画や編成
計画と論理的に大きな違いはないが，これ
が，NHKが受信料を支払う視聴者に，政治
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を介さず直接説明責任を果たそうとするシス
テムであることが重要である。このことは，
スウェーデンSVTの「目標管理」やイギリス
BBCの「サービス免許」の主意に通じるもの
がある。また，NHKは制度上毎年決算報告
を行うことが義務づけられ，放送事業者のア
ウトプットを主体に監査されるものだが，今
回の「評価」は視聴者がアウトプットをどう
受け止めたのか（アウトカム）を総合的に評
価し，次年度の業務改善につなげることを目
的としている。このような点では，「約束と
評価」は視聴者の意向を反映した業務運営改
善運動のツールという性格を有している。

NHKの「約束と評 価」は3年目を迎え，
NHK執行部は初めて「約束」達成度を測るた
めに4つの指標を明示した。「信頼されている
か」（放送と経営），「必要とされているか」（役
に立つ，親しまれる，接触の度合い），「社会
に貢献しているか」（質の高さ，影響力，先見
性），「効率的・効果的か」（コストに見合う成果）
の4つの指標で，2007年度の約束の履行状況
を定期的に自己評価しようとしている。

  6.考察と課題

以上，BBCをはじめとしたヨーロッパの
公共放送やNHKによる視聴者への説明責任
の取り組みを分析してみた。これらを整理し，
今後の課題を考察する。

6-1 公共放送による約束と評価
どの国の公共放送も，デジタル多チャンネ

ルの競争が増し，視聴者数の減少や視聴方法
の多様化のなかで，受信料制度をどう維持す

2005 年度の約束
番組の充実
公平負担の徹底
視聴者の声の反映
不正の根絶と透明性・説明責任
効果的・効率的な事業運営
デジタル技術の成果の還元

2006 年度の約束
“NHK だからできる放送”の取り組み
受信料の公平負担の徹底
視聴者の声の反映
不正の根絶
事業運営の改革
デジタル技術の成果の還元

2007 年度の約束
信頼される質の高い放送による社会や文化への貢献
・いのちと暮らしを守り，確かな指針となる信

頼される情報発信
・質が高く満足感のある多彩な番組を編成
・様々な年齢層の期待に応える番組の充実
・全国ネットワークを生かして地域に役立つ番組や，

共に生きる社会を目指して貢献する番組の強化
・次の世代を担う子ども・青少年向け番組の充実
・国際放送による海外への情報発信を強化し，

国際理解を促進
経営への信頼の確立
・中長期の収支の見通しを立て，みなさまへの

還元策の検討も含む次期経営計画を策定
・実効性のある内部統制の仕組みの構築
・組織風土を改革し，不正の根絶とコンプライ

アンスの徹底
・情報公開を推進し，透明性を確保
・効率的な業務体制の構築と事業運営の実施
・子会社等の役割を明確にし，効率的な事業運

営を実施
受信料の公平負担の徹底と効率的な契約収納活動
・受信料制度の理解促進と公平負担の徹底
・契約収納関係経費の削減
・より公平で合理的な受信料体系改定への取り組み
公共放送への理解の促進
・みなさまとの結びつきの強化
・若い世代の NHK への理解促進
・みなさまの声を経営や放送に反映
・受信料をお支払いいただいている方への優待

サービス拡充
放送のデジタル化と高度化を推進
・デジタル放送の全国“あまねく”の推進
・デジタル放送への視聴者の理解促進
・インターネットを活用した新サービスの開発
・技術開発における先導的な役割を発揮
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るかという課題を抱えている。各国の事例か
ら，公共放送は，これまでの放送法で規定さ
れた説明責任を超えて，その役割や任務を明
確にする「業務契約」や「約束」（BBCのサー
ビス免許を含む）を制度的あるいは自主的に
導入してきている。さらに，BBCやNHKは

「約束」で示されるサービスや事業運営に対
する評価方法を考案し，価値評価に踏み出し
ている。BBCの場合は，中期的な検証を「サー
ビス免許」について行い，「目的別任務」で規
定された優先的事項の約束を年度ごとに検証
する。これに対し，NHKは毎年「約束」を公
表し，その評価も毎年行う。両者の取り組み
は，公共放送をめぐる厳しい環境のなかで，
受信料による支出の妥当性を証明することが
よりほかの公共放送よりも強く求められてい
ることによると考えられる。

また，NHKの「約束と評価」は，視聴者に
対する説明だけでなく，日常の業務運営の改
善に直結させる，いわば公共放送改革の運動
論的な意味合いを持つものである。この点で
は，BBCの「約束」とは異なるが，SVTの「目
標管理」とよく似ていると言えるだろう。この
ことから，執行責任を負う役員から一般の職
員まで，約束の項目が日常の担当業務とどう
結びついているのかを明確に理解する必要が
ある。しかし，2006年度の約束に関する“約束”
評価委員会のまとめでは，「“約束”は，NHK
の経営改革を推進するエンジンとして，また
その改革の方向や実現の有無を視聴者に分か
りやすく示す道具として極めて重要な指針と
なるはずのものである。しかし，当初の目的
をいまだ充分に果たさぬうちに，早くも職員
の間で“約束”の風化が起こりつつある」と厳
しく指摘され，重い課題として残されている。

6-2 政府からの独立性
公共放送にとって，政府からの独立性は根本

的な理念である。したがって，公共放送の役割
や任務の履行を監督する主体は，政府であっ
てはならない。この点については，図2 で示す
ように，その国の政治や政府の権限から一定の
距離を保つ制度的な仕組みがとられている。そ
の1つの方法が，政府からも公共放送からも独
立した規制機関が，履行状況に関する報告書
をモニターする方法である。一方，BBCの場合
は，これまでBBCの新サービス提案は，放送
を所管する文化メディアスポーツ相の承認を必
要としたが，現在はBBCの規制監督機関であ
るBBCトラストにこの権限が移譲された。BBC
トラストが，視聴者に代わり，BBCの執行部に
対し「サービス免許」を発行するようになった。
このことは，視聴者への説明責任だけでなく，
BBCの政府からの独立性を大きく高めている。

6-3 視聴者中心主義
「約束」から「評価」の流れは，公共放送の説

明責任の進化であるととらえられ，その中心に
は，明確に視聴者が置かれている。イギリスの
文化メディアスポーツ相のテッサ・ジョウエル
氏は，2003年12月にBBCの特許状更改議論の
開始にあたり,「過去の見直しは幅広い方法を
とっていたが，それは閣僚や行政官の手によっ

図 2　透明性の確保の制度的仕組み
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て行われてきた。しかし,今回の見直しはそれ
とは異なる。初めて，この議論を動かす力が国
民に委ねられる。受信許可料を通じて，国民が
事実上BBCの株主である」と述べ13），視聴者
主権の公共放送であることを強く示した。この
スピーチとその後行われた一連の制度変更は，
公共放送に一部のエリートが定めた社会的責
任の履行から，公共放送が，個人的・社会的・
経済的価値の総合体である公共的価値の創造
へ転換することを示唆している。

しかし，評価にまで取り組んだBBCもNHK
も，実のところ制度的あるいは自主的に仕組み
が整備された段階にあると言える。受け手で
ある視聴者の間で，公共放送が創造する公共
的価値とは何かという合意がなくてはならな
い。果たして，どれだけの視聴者に「約束」が
伝わるのだろうか，どれだけ多くの視聴者が
公共放送の事業に参画できるのか，「約束」に
視聴者の意見はどう反映されたのかを視聴者
は理解できるのか，課題は多い。公共放送と
視聴者との信頼構築のプロセスは，まだ始まっ
たばかりである。　　 　     （なかむらよしこ）

注：
1）2007 年 7 月 3 日に発表された BBC の 2006 年

度事業・会計報告書によると，BBC のテレビ
視聴シェアは，30.7% と 30% 台に回復した。

2）Ofcom （November 2006） The International 
Communications Market 2006

3）7 か国国際比較調査の結果分析については，横
山 滋「視聴者から見た世界の公共放送」NHK
放送文化研究所『放送研究と調査』2006 年 9
月号および中村美子・米倉律「デジタル時代に
おける視聴者の変容と公共放送」NHK 放送文
化研究所『年報 2007』を参照

4）EU 域内における公共放送のあり方については，
村瀬真文「EU の市場政策と公共サービス放送」
NHK 放送文化研究所『放送研究と調査』2000
年 2 月号，ビンセント・ポーター「公共放送の
未来」NHK 放送文化研究所『放送研究と調査』
2002 年 9 月号に詳しい。

5）Contratto di Servizio（2007-2009）。イタリア通
信省のサイト（http://www.comunicazioni.it）で
閲覧可能である。

6）Department for Culture, Media and Sport （July 
2006）Broadcasting An Agreement Between Her 
Majesty of State for Culture, Media and Sport and the 
British Broadcasting Corporation

7）「統一ドイツの放送に関する州間協定」三木比佐子
翻訳・杉内有介監修，NHK放送文化研究所所蔵

8）協定書第 4 条 国内サービスの目標に規定。な
お，簑葉信弘「BBC 特許状はどう変わったか」
NHK 放送文化研究所『年報』No.42 に詳しい。

9）BBC Public Purpose Remit: Sustaining 
citizenship and civil society，http://www.bbc.
co.uk/bbctrust/framework/purpose_remits.
html，BBC トラストは，目的別任務の意見募
集を 2007 年 4 月 10 日に締め切った。

10）BBC は，教育を目的とした BBC Jam というオ
ンラインサービスを実施していたが，商業事業
者からの反発にあい，BBC トラストは 2007 年 
3 月に，このサービスの中止を決定した。

11）BBC プレスリリース 2007 年 6 月 27 日
12）“約束”評価委員会委員長を務める辻 正次兵庫

県立大学教授 「NHK“約束”評価の方法と考え
方」NHK 放送文化研究所『放送研究と調査』
2007 年 1 月号および「Assessing Performance on 
NHK Promises: Methods and Approaches」『NHK 
Broadcating Studies』 No.5 に詳しい。

13）DCMS プレスリリース 2003 年 12 月 17 日
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