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評価制を概説したうえで，KBC の放送評価担
当者へのインタビューを中心にその取り組みを
紹介する。

　1.放送評価制とは
2000年に施行された韓国放送法は，“放送

の独立”“放送の公的責任の履行”“視聴者の
利益保護”を確保するための仕組みをいくつも
設けている。

その1つが，放送に対する政府の関与や権
限を減らすため，政府から独立した規制機関と
して放送委員会を設置したことである。放送委
員会は，放送の公的責任や公正さを実現する
こと，放送内容の質的向上を図ること，公正な
競争を図ることを目的として課せられ，放送の
基本計画の決定（政府合意が条件）や，放送免
許の許認可の推薦や承認・取り消しの権限が
付与されている。また，その監督範囲は，商
業放送だけでなく公共放送のKBS にも及んで
おり，各国における放送の規制監督機関の中
でも，放送委員会の権限は大きい。
「放送評価制」は，放送委員会が設置する

「放送評価委員会」（放送法第 31条）が，放送
事業者の放送番組の内容，編成，事業運営の
各領域に関して総合的に評価するためのシス

　はじめに

韓国では，2001年から「放送評価制」が放
送法によって導入されている。この制度は，放
送分野の独立規制機関である韓国放送委員
会（KBC）が，公共放送 KBSを含めた地上テ
レビ放送からケーブルテレビ，衛星放送，そし
てショッピングチャンネルまで多様な放送事業
者を対象に放送評価を行うものである。制度
導入後も，評価方法や基準等について改正が
行われており，2006年には“放送の質”を視聴
者調査に基づいて測定する指数，「KI」（KBC 
Index）が導入された。

今年 8月，筆者らは韓国を訪問し，放送評
価制の担当者に制度導入の目的，経緯，課題
等について直接話を聞く機会を得た。インタ
ビューは8月17日に実施，KBC 評価分析部の
チェ・ジュンキュ部長，ジョン・ヘソン上級研究員，
イ・ホジュン上級研究員の三人に話を聞いた。

日本のNHKを含め世界の公共放送は，視
聴者の信頼を得るために，放送番組や業務運
営に関して客観的な業績評価や，公共放送なら
ではの価値評価を行おうと，試行錯誤を重ね
ている。しかし，その方法や制度のあり方は必
ずしも一様でない。ここでは，公共放送に対す
る評価のあり方の参考事例として，韓国の放送
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テムであり，点数制を取り入れているところが
特徴である。例えば地上放送事業者は「内容」
300点，「編成」300点，「運営」300点の合計
900点満点で評価される（文末資料参照）。放
送評価の点数は，放送免許更新の際に重要な
資料として用いられており，一定の点数を下回っ
た放送事業者には，免許更新について様々な
条件がつけられることになる。また，地上ラジ
オ放送，ケーブルテレビ，衛星放送など放送
サービスのカテゴリーによって項目数や評価点
数が異なるが，当然のことながら社会影響力の
強い地上放送事業者の評価項目数は最も多く，
総合点が高く設定されている。

評価項目は，編成領域のように実施結果を
数量で測定できる量的な評価が多く見受けら
れる。そもそも放送評価制は，各放送事業者
が免許条件に一致しているかどうかなどコンプ
ライアンス確保を目的とし，さらに3年ごとに更
新される再免許の合否のプロセスの透明性を
確保するために導入されたシステムである。し
たがって，その方法はかつてのイギリスの放送
分野の規制機関 ITC（Independent Television 
Commission）による年次業績評価のやり方と
似ている。いわゆるボックス・ティッキングと呼
ばれるもので，法定放送時間や割合が遵守さ
れているかどうかをチェックする方法である。

放送評価制は，2005年に大幅な改定が行わ
れた。主な改正内容として第一に挙げられるの
は，内容領域に「番組の質評価」「視聴者評価
番組」「視聴者委員会」の3項目が新規に加えら
れた点である。後者の2 つの項目は法定事項の
実施状況をレビューするものだが，「番組の質評
価」は，量的評価（アウトプット）だけでなく，受
け手である視聴者の意向をとらえる質的な評価

（アウトカム）方法を考案し，導入している点に特

徴がある。この質的評価は KIという独自の指
標を使った視聴者調査によって測定されている。

また改正内容の第二点として，経営領域の
評価項目の中にあった「経営効率性」という項
目が「経営適正性」という項目に変更された点も
注目される。これは放送事業者の経営を，「効
率性」という観点から判断することに対する批
判を踏まえ，より広い角度から経営状況を評価
するための指標となっている。

　2.放送評価制の概要と
　　2005 年の改定について
―まず放送評価制を導入した目的，経緯な

どについて教えてください。

チェ・ジュンキュ部長：

2000 年の新放送法の施
行以前には放送内容だ
けを対象にして規制を行
うやり方をとっていまし
た。それは現在も行って

いますが，放送内容だけを規制対象とするこ
とには限界や問題点がありました。そこで放
送事業者の活動全般について評価するのが適
切ではないかという観点から，現在の放送評
価制が導入されることになりました。放送法
では，①番組内容に関わる評価・審議とともに，
②放送事業者が行う番組編成，③放送事業者
の運営内容，という3 つの側面について総合
的な評価を実施するよう要求しています。
―放送事業者側には反発や拒否感はなかっ

たのでしょうか。

チェ・ジュンキュ部長：ありました。放送局
側はこれまでにない部分についても評価を受
けることになるため拒否感が強かったようで
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す。特に運営内容の部分については経営実態
についてのデリケートな問題にも関わります
ので反発は強く，これは今でも完全に払しょ
くされているわけではありません。ですから
放送事業者からの意見も聞きながら評価内容
の詳細については微調整を続けています。
―評価の結果はどのように使われるので

しょうか。

チェ・ジュンキュ部長：まず，事業者に対する
評価の基準はメディアごとに異なっています。
地上波はテレビとラジオで別々の評価，ケー
ブルテレビの場合は SO（システム・オペレー
ター）とPP（番組供給事業者）とについて別々
の評価基準によって評価を行っています。

こうした評価の目的は，究極的には番組の質
の向上を通じて視聴者が十分に満足できるよう
な放送を作り出していくということです。韓国の
放送法では，すべての放送事業者が登録を行
わなければならないことになっています。そし
て放送事業者は3年に1回，放送免許を更新
することになっています。この免許更新の際に，
評価点数が用いられます。

評価は900点満点で点数化され，さらに各
種の資料等に基づいた審査を行った結果で免
許更新の可否を判断しています。基準点を下回
ると更新のために様 な々条件が課せられること
になります。
―導入から 6年経って，制度の効果は上

がっているとお考えですか。

イ・ホジュン上級研究員：

この制度はまだ定着し始
めた段階ですので断定的
なことは現段階では申し
上げられません。放送内
容だけでなく，経営の健

全化も目標としているわけですが，こうしたこ
とは短期的に効果を測定することは難しい面
があります。

ただ長期的な視野で見てみると，非常に効
果があるはずだと確信していますし，その兆候
はすでに出てきていると思います。それぞれの
放送事業者は，一部では反発しつつも，制度
の様々な評価項目を満たすために努力をしてい
ます。その結果，評価の点数が上がってくるな
どの目に見える成果も出てきています。
―評価の方法・基準等，少しずつ改良を続

けているということでしたが，特にどのよう

な点が改善されているのですか。

ジョン・ヘソン上級研究員：

放送事業者からは様々な
意見や異議が寄せられま
す。そうしたものを踏ま
えながら評価項目を増減
させたり，配点を調整し

たりといった改正は継続的に行っていますが，
2005 年には運営内容の評価基準の変更，そし
てKIという番組の質的評価指数の導入，とい
う大きな改正を行いました。

運営内容の評価基準の変更については，放
送事業者の「経営の効率性」の評価を，公共放
送局と商業放送局とで同じ基準を用いているこ
とに批判があったため，「経営の効率性」という
項目自体をやめて，「経営の適正性」に変更した
うえで関連する細部の評価基準も変更しました。
―「経営の適正性」について，もう少し詳

しく教えてください。

ジョン・ヘソン上級研究員：言うまでもなく，
公共放送と商業放送とでは経営の内容も考え
方も異なっています。商業放送は効率性を第
一に考えますが，公共放送は必ずしもそうでは
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ありません。「経営効率性」では生産効率を基
準にして社員一人あたりの費用対効果を評価
対象にしていましたが，効率的な経営を重視す
れば，番組内容が人気取りに偏ってしまったり，
制作コストを過剰に削減したりといったことが
生じてしまいます。「経営の適正性」という新
しい基準は，予算がきちんと編成され，適切に
使用されたか，また予算に対する中長期的な計
画があるかどうか，といった点を評価するもの
です。効率性を高めるために過度なコスト削減
圧力などが生じないようにして，予算の執行や
経営の適切さを問うことにしたわけです。
―そうした予算執行の部分は，決算報告な

どを分析するのですか。

ジョン・ヘソン上級研究員：予算編成におい
てきちんとした指針を持っているかどうか，
指針が合理的に作られているかどうか，その
指針が守られているかどうか，そして実際の

予算編成において予算と実績の差はなかった
か，予算編成に向けた中長期計画は適切なも
のだったか，それが予算執行と有機的に連携
されていたか，といったことを見ていきます。
これらは非常に専門的な作業ですので，実際
には会計士と大学の経営学科の教授が評価を
行います（資料 1）。

　3.放送評価指数（KI）について
―放送評価指数（以下，KI と表記）は，

どのような経緯で導入されたのでしょうか。

イ・ホジュン上級研究員：KIは，「KBC Index（=
韓国放送委員会指数）」の略です。KI は放送
評価制の 3 つの構成要素，すなわち内容，編成，
運営のうちの内容の部分の中の一項目で，内
容の部分には他にもたくさんの評価項目があ
り，そのうちのひとつに過ぎませんが，KI が

第三条　委員会は放送事業者の放送番組内容および編成と運営等に関する総合的な評価業務を効率的に
行うために放送評価委員会を置く。
二　放送評価委員会は委員会委員と放送評価委員会の設置目的に合致する専門家など七人以上九人以内
の委員で構成する。
三　放送評価委員会委員は委員会委員長が委員会の同意を得て委嘱する。

（以下，四，五は省略）

第四条　放送評価委員会委員は次の各号の資格を有する者を委嘱する。
一　放送など言論関係分野に十年以上従事した者
二　法律，行政，経営，会計，技術，新聞放送関連学科の大学教授として五年以上在職した者
三　法曹界に十年以上在職した者
四　公認会計士として十年以上在職した者
五　視聴者団体において十年以上活動した者
六　その他放送評価に必要と認められる分野で活動し，もしくは専門性があると認められた者

第五条　次の各号に該当する者は放送評価委員会委員になることができない。
一　公務員（教育公務員，国会公務員，裁判官及び放送法に基づいて公務員になった者は除く）
二　政党法に基づく政党員
三　国家公務員法第三十三条各号の一に該当する者
四　放送評価委員会委員の委嘱日を基準として一年以内に放送現業に従事した者

資料1　「放送評価に関する規則（放送委員会）」（抜粋）
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意義深いのは，視聴者が直接参加して評価を
行っているという点です。つまりKIは視聴者
調査による評価を点数化しているのです。KI
以外の項目はすべて放送局から提出される資
料を用いているのですが，KIは視聴者が放送
評価に関わっている点で大きな意味があると
考えています。

KIの開発は2004年からスタートし，試験的
な調査を行ったのが2005年，実際に放送評価
制に反映させ始めたのは2006年からです。KI
導入前は番組内容は，番組についての審議結
果や視聴者の苦情の数，内容などによって評
価していました。
―KIの調査は具体的にはどのような方法・

規模・頻度で行っているのですか。

イ・ホジュン上級研究員：われわれはフラン
ス（フランステレビジョン），イギリス（BBC），
オランダ（NOS），日本（テレビ朝日）等数多
くの国の施策を調査し検討した結果，最も韓
国の実情にあう調査システムを開発しました。
基本的に調査は地上波の放送局 3 局（KBS，
MBC，SBS）だけを対象にしています。この 3
局だけでテレビ視聴率全体のおよそ 65%を占
めているからです。

調査は1万人のパネルに協力してもらい，す
べての番組を対象に1年 365日にわたって実施
しています（資料 2）。方法はインターネット調
査です。1万人は2,000人ずつ5つのグループに
分けられていて，それぞれのグループには人口
統計学的な代表性があります。そして各グルー
プに5週間に1週間の割合で調査に協力しても
らいます。調査を毎日行うのは，放送委員会が
行う調査ですから1年のうちの特定期間だけを
調査すると放送事業者からの反発を受ける可能
性があるためです。

―調査はどのような項目で行っているので

しょうか。

イ・ホジュン上級研究員：調査項目は非常に
シンプルです。評価の基本原理は，番組の質
の評価です。番組にどの程度満足したか，質
的にはどの程度優れているか，の 2 点を基本
に質問します。これが番組評価です（資料3）。
この番組評価とは別に 1 週間単位で放送局の

「チャンネルイメージ」を質問します。KI は，
これにさらに番組の到達率（個人視聴率×
放送時間）も加味して算出されます。ただし
ちょっと複雑なのですが，放送評価制の点数
に反映されるのは，番組評価（満足度と質の
評価）だけです。その他の点数は放送委員会
が参考資料として用い，放送事業者にもこの
結果を提供します。
―インターネットを使った調査ということ

ですが，具体的にはどんな方法ですか。

イ・ホジュン上級研究員：韓国ではインター
ネットの普及率が非常に高いので，この方法

資料 2　KI の調査の概要

調査対象 全国 13 歳以上の男女

サンプル
人口統計の結果による性・年齢・地
域の分布にあわせ，10,000人のパネ
ルを構成（2,000人ずつ 5 グループ）

方法 電子アンケートを利用したインター
ネット調査

対象番組
・ 地上波 3 局 4 チャンネル（KBS-1，

KBS-2，MBC，SBS）で放送する
すべての番組

・ 地域民放 9 局で放送している自主
編成番組

期間 1年を通じて実施

資料 3　番組評価指数（11点尺度 /0 ～10点）

尺度項目
SI（満足度） 満足する
QI（質の水準） 質の面で優れている
KI SI+QI / 2
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を採用していますが，当初は反発がありまし
た。高齢者などのアクセスが難しいからです。
しかしこの 2 ～ 3 年でインターネット調査は
世界的にも用いられるようになっており，私
たちが調査したオランダやイギリス，フラン
ス等の番組評価調査でもインターネットが安
定的に用いられています。

回答率は45% 程度です。調査では自分が見
た番組だけが対象になります。つまり毎週2,000
人のうちの45%の人たちが何らかの番組を視聴
しそれについての評価をしているということにな
ります。

実は KBS やMBC，SBS などの各放送事業
者も自主的に KIとは別の番組評価指数を開発
しています。しかしこれらとKIとの決定的な
違いは，KI だけが毎日行っているという点で
す。放送事業者の調査は年に1～ 2回程度しか
行われていません。
―週単位で行う「チャンネルイメージ」の

調査はどのような内容ですか。

イ・ホジュン上級研究員：いろいろな項目が
ありますが，大きく感情的なイメージ，認知
的なイメージの 2 つの指数に分けられます
（資料 4）。これは評価点数としては反映され
ず，政策参考資料，そして放送局に提供する
資料として用いられます。
―それはどうしてでしょうか。一般には公

開しないのですか。

イ・ホジュン上級研究員：一般には公開しま
せん。点数は序列化をもたらします。チャン
ネルに順位がつけられてしまうことで，本来
の目的とは異なる目的に用いられてしまう危
険があります。放送委員会では，この結果を
特定のチャンネルを批判するために用いるつ
もりは全くありません。これは番組評価では

なく，チャンネル評価であり，放送事業者に
対する評価を意図したものです。

KIの調査結果は，毎月報告書にして放送事
業者に送っています。これにはかなりの予算が
かかっています。年間4億ウォン（約4,800万円）
程度かかっていて，放送事業者からは「とても
感謝されている」というのでないにしても（笑），
経営に関わるセクションや編成担当者などには
役に立っていると思います。

　4.今後の課題・展望などについて
―放送評価制および KI の改善点や課題に

ついてはどのように考えていますか。

イ・ホジュン上級研究員：調査というものに
は完璧なものはありませんし，実際に今でも
各放送局から要望や不満もあります。KI の項
目は非常にシンプルなものです。放送委員会
としては開発をすでに終わったものとは考え
ておらず，改善を続けていくつもりです。

また今後も海外の事例収集も続けていくつも
りです。これまでの事例調査では，私たち同様
に BBC，NOS，フランステレビジョン，テレビ
朝日はすべてインターネット調査で毎日調査を
実施しています。ただこれらの調査は基本的に
放送事業者が自主的に行っているもので，私た
ちのような行政側が実施している例はありませ
ん。イタリアでも同種の調査があると聞き，今
年イタリアを訪問する予定です。その際には日

資料4　放送局イメージ指数（5点尺度/1～5点）
感情的なイメージ 認知的なイメージ

項目

面白い 独立的である
さわやかだ 公正である
いきいきする 信頼できる
好感度 社会に貢献している
親近感 有益である
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本にも立ち寄ってみたいと考えています。
―今後の展望について聞かせてください。

イ・ホジュン上級研究員：KI が今後どの程
度活用されるかが重要だと思います。調査結
果を点数として放送評価制に反映し，放送事
業者に資料を提供することだけで終わらせる
のではなく，どのようにして番組，放送の質
を向上させる資料として活用できるかが重要
なのです。この点については放送事業者とも
協議を続けていくつもりです。KI が始まって
2 年経ちましたが，時間の経過とともにデー
タは膨大なものになっています。このデータ
は韓国の人々のテレビ視聴形態や受容形態な
ど，様々な情報を含んだものです。これらの
データを研究者たちが丹念に分析していくこ
とで，放送を発展させていくためのすばらし
い資料が出来上がると期待しています。
―データは放送委員会の研究者以外の人々

にもアクセスできるものになるのですか。

イ・ホジュン上級研究員：現在はまだ提供し
ていませんが，今後公開していきたいと思っ
ています。例えば今，去年のデータを公開す
るといろいろな問題が生じるおそれがありま
す。放送事業者側の同意を得る必要もありま
すので，時間がある程度経過した時点で公開
をしていく予定です。

実は KBSも，KIの調査結果をインターネット
上に公開する計画を持っています。KBSの場合，
経営関連情報を公開することが義務づけられて
いるわけですが，その一部分として KI 情報を
公開したいという考えです。その場合には KBS
以外の情報も公開されますが，差し障りがありま
すので他局は A 局，B局などと表記して公開さ
れる予定です。そのようにして KIは少しずつ活
用されていくようになるといいと思っています。

　5.意義と課題
以上，筆者らが行った放送委員会の担当者

への放送評価制についてのインタビュー内容を
紹介したが，担当者の話にもあったように，韓
国だけでなく世界の多くの公共放送が，負託さ
れた任務が遂行できているかどうかの評価に取
り組み始めている。公的資源（資金・電波・施
設等）を利用する公共放送には，それらが適正

（効率的・効果的）に使用されているかどうかを，
視聴者に説明する責任があるからである。

韓国の放送には，受信料と放送発展基金の
2 つの公的資金があり，受信料と広告収入を財
源とするKBS，受信料，放送発展基金，広告
収入を財源とする教育専門局 EBS，そして公
的機関が所有し広告収入で運営されるMBCの
地上放送事業者を一括して「公営放送」と称し，
放送の公共性が多様な形態で維持されている。
放送評価を放送委員会が一括して実施する形
をとり，またそこに視聴者参加の要素も取り入
れている背景には，こうした韓国独自の放送事
情があるとも考えられる。とはいえ，放送事業
者の免許更新のプロセスの透明性の確保とい
う観点からすれば，評価全体を点数化し，さら
に視聴者による評価も反映させるという韓国の
放送評価制は，世界的にも先駆的でその意義
は小さくない。
誰が評価するのか

しかし放送事業や放送の質を評価する主体
は誰か，また公共放送と商業放送を同じ基準
で評価できるのかといった点には，多くの問
題が含まれている。放送や番組に対する評価
は，放送に対する規制とも裏腹の関係にある以
上，こうした制度と規制当局との関係について
は様 な々議論や検討の余地がある。
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各国における放送の成立過程や，放送と政
府との関係は多様であって，そのことが規制監
督機関のあり方にも様々な違いを生じさせてい
る。イギリスの BBC の場合は，公共的価値
の審査を含めた評価を，商業放送を規制する
Ofcom（Office of Communications）の手に委
ねず，BBC の内部に設置された監督機関であ
るBBCトラストが法定行為として行っている。
また，イタリアの場合，独立規制機関・公共放
送 RAI・有識者等が，寄り合い所帯の独立委
員会を新設して，RAI に対する放送評価・公
共的価値評価を法定行為として行う予定であ
る。一方日本では，公共放送 NHKの執行部
が自主的に「約束と評価」を策定し，NHKの放
送活動に対する評価を経営に反映させようとい
う取り組みを行っている。

これに対し，韓国の場合は，多様な形態の
公営放送を一括して放送委員会が，法定行
為として放送評価を行っている。しかしインタ
ビューでも明らかにされたように，公共放送と
商業放送を評価するものさしは同じでよいの
か，その基準は適正なのか，という放送事業
者側からの反発も生じている。現に放送委員会
と公共放送 KBS の間にはある種の緊張関係が
生じていて，KBS は，KIとは異なる独自の指
標による自主評価も行っている。
評価の透明性と公開性

他方，KI が単に個別番組の満足度等だけで
なく，放送局のイメージ自体を問う指標を取り入
れたことは，大胆かつチャレンジングな試みとし
て評価できる。放送局のイメージは，感情的項
目と認知的項目の2 つの面からアプローチし，放
送局の性格や目的をそれぞれ5つの項目で評価
する形になっている。これらの項目には，「公営
放送」が果たす役割や機能についての韓国社会

の基本的な思想や理念等が反映されていると考
えられ，その意味でも興味深いものである。

しかし現時点においては，KI は，放送の質
を向上させるための，あくまでも「参考資料」と
して扱われており，結果データは一般には公表
されていない。インタビューの中でイ・ホジュン
上級研究員も語っていたように，放送委員会と
しても近い将来に公開する計画があるようだが，
やはりこうしたデータを広く一般に公開すること
で評価の透明性を確保しつつ，調査方法や基
準についても幅広い角度からの吟味や検証の
俎上に載せることによって，より公正で説得力の
あるものへと改善を続けていくべきであろう。

韓国におけるKIを含む放送評価制は，様々
な経緯や議論を経ながらも徐々に定着しつつあ
るように見える。日本でもこうした取り組みは試
験的に行われ，現在も模索が続いている。韓
国の動向には今後も継続的に注目していく必要
があるだろう。

（なかむら よしこ /よねくら りつ）

付記 : 収録したインタビューの通訳・翻訳，関連資料
の翻訳には，朴胄暎氏（通訳・翻訳），千命
載氏（上智大学大学院）に協力いただいた。
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※ KBC資料から作成

評価項目 配点 評価内容

内
容
（
3
0
0
点
）

番組の質評価 70 視聴者評価調査による番組の質評価
番組関連受賞実績 30 受賞回数および授与機関による総合評価

自社の審議運営実績 30 自社の審議機構の専門性および実効性のある審議システム構築につ
いて総合評価

視聴者苦情処理の適切性 30 放送委員会が受け付けた視聴者の苦情に対する処理についての評価
視聴者評価番組 20 視聴者評価番組の総合評価
視聴者委員会 20 視聴者委員会の構成の適切性，運営状況の総合評価
放送審議関連規定の遵守 100 遵守の状況を制裁件数等で評価

編
成
（
3
0
0
点
）

主要な視聴時間帯の均衡ある編成 60 娯楽番組の編成比率 60% 未満を満点に 9 段階評価

地域放送の自社制作比率 60
KBS 地域局 : 自社制作比率 10%を満点に 9 段階評価
地域 MBC: 自社制作比率 15%を満点に 9 段階評価
地域民放 : 自社制作比率 20%を満点に 9 段階評価

外注制作番組の編成 30 外注制作番組の比率等の遵守状況
国内制作アニメの編成 30 国内制作アニメの編成比率等の遵守状況

子ども番組の編成 60
子ども番組の編成比率 8%を満点に 9 段階評価
子ども教育および情報提供番組の編成比率 4%を満点に9 段階評価

障害者関連番組の編成 60
字幕放送の編成比率 50%を満点に 9 段階評価
手話放送の編成比率 5%を満点に 9 段階評価
画面解説放送の編成比率 5%を満点に 9 段階評価

災害放送の編成および実施 60 災害放送の実施状況を総合的に評価

運
営
（
3
0
0
点
）

経営の適正性 40
予算編成の指針と編成手続きの合理性および遵守の状況
予算と実績の差異の分析とフィードバックについての状況
予算と中長期計画との連携性

財務の健全性 40 負債の比率，流動比率，売上額営業利益率，純資産純利益率，売
上額増加率，当期純利益増加率等を評価

系列子会社の評価結果，
活用の適正性 30

子会社評価指数の合理性
子会社評価方法の適正性
子会社評価結果の活用の適正性

人的資源の開発や投資 30 職務に関わる正規教育，職務向上新技術教育，放送教育，日常的
な技術教育等に関する評価

放送技術投資 30 放送新技術への対応への投資，施設運用および維持・保守への投
資などを評価

公正取引の遵守 30 公正取引委員会の制裁措置事項および放送委員会の公正取引関連
措置事項または措置事項履行の状況についての評価

放送法等関係法令遵守の状況 30 違反件数による評価

障害者雇用 20
障害者従業員の割合
障害者雇用の促進および職業再活用法に基づく障害者雇用義務の
対象事業主でない放送事業者が障害者を雇用している場合には満
点付与

女性雇用 20 女性従業員の割合
女性非正規雇用よりも正規雇用に加重値付与

経営の透明性確保のための
システム運営の状況 30 内部会計監理制度の適正性

文末資料　地上放送事業者（テレビ）評価項目および内容
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ことば
言葉
コトバカ取り敬語

こちらの話に対する「あいづち」として

「そうなんですねー」と言う人が，こ

のところとても多くなってきている。

「私，カレーが大好きなんですよ」

「そうなんですねー」

少し前であれば「そうなんですか」などと

言っていたところだ。「敬語」で話すときに

は，文末の「か」が避けられるような傾向が

出始めているのではないだろうか。

いわゆる「タメグチ」で話すときには，

「そうなんだー」というあいづちがよく使

われる。「だ」の部分をそのまま機械的に

「敬語」に変換するならば，「そうなんで

すー」となるだろう。しかしこれは，「も

う食べおわっちゃったの ?」「そうなんで

すー」のように，相手の問いに対する答え

として以前から使われており，「あいづち」

用法が新たに加わる余地はない。

そのため，文末に「ね」を添えた「そうな

んですねー」が「あいづち」表現として登場

したのだと考えられる。

これまでのあいづち表現「そうなんです

か」が避けられ始めた理由には，敬語にも

「親しみやすさ」が重視されてきたことが関

係があるように思う。私の感覚でも，「お

弁当あっためますか ?」より「お弁当あった

めます ?」と尋ねられたほうが，親しみを感

じる。「か」の持つ「詰問口調のイメージ」を

表に出したくないという気分が，「カ取り敬

語」を誘発する大きな原因の 1 つなのでは

ないだろうか。

純粋な疑問表現の場合にも，「か」を使わ

ない言い方をよく耳にする。NHK 放送文

化研究所での調査結果によると，「仕上が

りはあしたです ?」という言い方をおかし

いと感じる人は 49% と多いが，「仕上がり

はいつごろです?」では25%となっており，

「おかしい」と感じる人は全体の 4分の 1 に

すぎない。また，このような「カ取り」の

疑問文全般に対して「おかしい」と感じる割

合は北海道と関西で比較的低く，「カ取り

敬語」の先進地域であることをうかがわせ

る（ことばのゆれ調査，2002年11月実施，

1,369人回答）。

おそらく今は，「カ取り敬語」が勢力を伸

ばし始めた時期であろう。何年かしたら，

こんな状況になっているかもしれない。

「ついこの間までは，『そうなんですねー』

なんてあいづちを打つと失礼だと思われた

もんだけどなあ」

「へぇ，そうなんですねー」
塩田 雄大（しおだ たけひろ）




