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  1.はじめに

政府は，通信・放送の融合に対応できるよう
法体系の見直しを図るとして，現在8つある関
連法を4つに再編する放送法などの改正案をま
とめ，2010年3月5日，国会に提出した。通信・
放送法体系の抜本的な見直しは，1950年の放
送法・電波法の施行以来，60年ぶりとなる。

法体系の見直しが必要になった背景には，イ
ンターネットやデジタル放送の普及によって放送
と通信の垣根が低くなる中，現行制度では新た
なサービスに対応できなくなるおそれがあるとい
う指摘が背景にある。現在，通信や放送に関す
る法律は，テレビや電話といった業態を軸とした
縦割りの体系となっているが，こうした体系のま
までは，従来の業態を超えた新たなサービスの
展開が困難であり，事業者のみならず，視聴者・
利用者の利益も損なわれると懸念されてきた。

このため，2006年以降，総務省の有識者研
究会や情報通信審議会の場で，法体系見直し
の検討が行われ，現在の通信・放送関連法を
コンテンツや伝送設備といった横割りのレイヤー

（階層）ごとに再編する構想がまとめられた。
改正案は，検討結果に従って，8つある関連法
をレイヤー別に，放送法（コンテンツ規律），電

気通信事業法（伝送サービス規律），電波法・
有線電気通信法（伝送設備規律）の4つに再編
している（図1）。

ただし，法体系見直しをめぐっては，4年間
にわたる検討過程を通じて軌道修正が図られ
た点も多い。議論の過程では，通信・放送関
連法を「情報通信法」として一本化し，放送を
含め，公然性のあるコンテンツ全般を社会的な
影響力に応じて規律する案も提起されたが，そ
うした枠組みには修正が加えられた。議論の
揺らぎの背景には，方向性が異なる2つの考え
方，すなわち，通信・放送分野の技術革新の

放送関連法再編 残された課題
～ 60 年ぶりの通信・放送法体系見直し～

   メディア研究部（メディア動向）  村上聖一 　

図1　法体系見直しの概要

通信 通信・放送

新たな法体系現行の法体系

電　波　法

有線電気通信法

有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法

有
線
ラ
ジ
オ
放
送
法

放　

送　

法

放　送　法電
気
通
信
役
務

利
用
放
送
法

放送

電気通信事業法

有線放送
電話法

（電気通信役務利用放送法，
有線テレビジョン放送法，
有線ラジオ放送法は廃止）

電気通信事業法
（有線放送電話法は廃止）

電　波　法

有線電気通信法

総務省資料



69JUNE 2010

体で合計 9本もの法律が存在している。このよ
うな人為的な市場の細分化により自由な事業展
開が阻害されている3）」と記述している。そして，
縦割りの法制度の見直しが緊急の課題であると
し，レイヤー区分に対応した法体系に再編すべ
きと提言した。

このあと，法体系の見直しについて，2010年
までに結論を得るとした日程が政府・与党間で
合意されたのを受けて，総務省は「通信・放送
の総合的な法体系に関する研究会（座長・堀部
政男一橋大学名誉教授）」を設置した。竹中懇
談会の問題意識はこの研究会にも引き継がれ，
2007年12月に公表された報告書は，「我が国
が国際的な対応を先導する観点からも，世界
に先駆けて最先端のレイヤー型の法体系を目指
すべきである 4）」と記述している。

しかし，研究会が提言したコンテンツ規律
の制度設計をめぐっては，多くの懸念が示され
た。報告書は，情報通信ネットワークを流通す
るコンテンツのうち，公然性を有するものについ
ては，社会的影響力に応じて区分し，それに
見合った規律を課すことを提言している（図2）。

成果を最大限に活用できるような制度を目指す
べきという考え方と，言論・表現の自由を保障
する観点から，とりわけコンテンツ規律の見直
しは慎重に行うべきという考え方が存在してい
た。改正案は，そうした議論を反映した複雑
な性格を持ち合わせている。

本稿では，そうした点を踏まえた上で，まず，
法体系見直しをめぐってどのような議論がなさ
れてきたか概観する。その上で，検討過程の議
論が改正案にどう反映されたのか，具体的な
改正項目を見ていくとともに，どのような問題
が改正案に存在し，何が課題として残されてい
るか，整理することにしたい1）。

  2. 法体系見直しをめぐる
　　　　　　　　　 議論の経過

“世界最先端のレイヤー型法体系を” 

通信・放送融合に対応した法制度の検討は，
従来から郵政省や総務省の有識者研究会の場
で行われていたが，今回の法体系見直しに直
接つながる提言を行ったのが，2006年に開か
れた竹中総務大臣（当時）の私的懇
談会「通信・放送の在り方に関する
懇談会」（通称・竹中懇談会）である。

懇談会に先立って，竹中氏は記者
会見 2）で，「なぜインターネットでテレ
ビの生放送が見られないのか」，「日
本にどうしてタイムワーナーのような
大企業がないのか」といった問題提
起を行った。2006年6月に出された
報告書は，これに応える形で，「通
信・放送の融合／連携が進展するに
もかかわらず，法体系上は通信と放
送が二分され，かつ，通信・放送全
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現行の放送については，「放送に類比可能なコ
ンテンツ配信サービス」とあわせて「メディア
サービス」とされた。

これに対しては，伝送路に基づかずに社会的
影響力のみを用いてコンテンツを区分することへ
の批判が上がった。つまり，「社会的影響力」と
いう指標では，どのコンテンツが規制対象にな
るか曖昧であり，そうした指標を用いて恣意的
にメディアを類型化することで，行政がコンテン
ツ規律に対する関与を強めるのではないかとい
う批判である。さらに，インターネット上のコンテ
ンツに関しても，社会的影響力が強まれば規律
の厳しいメディアサービスに区分されてしまうの
ではないかという懸念や，そもそもインターネット
上のコンテンツ全般を規律対象に含めることは
不適切とする意見が示された。こうした批判を受
けて，コンテンツ規律に関する制度設計に関して
は，修正が加えられていくことになる。

情報通信審議会の検討委員会での軌道修正

研究会報告書ののち，検討の場は，情報通
信審議会（総務大臣の諮問機関）が設置した

「通信・放送の総合的な法体系に関する検討委
員会（主査・長谷部恭男東京大学教授）」に移
された。1年半にわたる議論ののち，政権交代
につながった衆議院選挙直前の2009年8月に
答申を提出している。

答申では，法体系をレイヤー型にするといっ
た当初からの枠組みは引き継がれた一方，軌
道修正が図られた点も存在する。「放送」の概
念や名称が維持されることになった点は，その
一つである。これに伴って，「メディアサービス」
という用語は消え，コンテンツ規律の範囲につ
いても，現行の放送にとどめることになった。
答申はまた，放送規律の根拠について，社会

的な影響力に加え，有限希少な周波数を占用
する点を挙げ，もっぱら社会的な影響力に基づ
いてコンテンツを区分し，規律する研究会報告
書の考え方には変更が加えられた。

ただし，コンテンツ規律をめぐっては，レイ
ヤー型の法体系への移行に伴って，地上放送に
ついてもハード・ソフト別の行政手続きが必要に
なるのではないかとして，放送事業者から懸念
が示された。つまり，地上放送に関しても，こ
れまでの放送局（ハード部分=インフラレイヤー）
の「免許」のほかに，放送業務（番組制作といっ
たソフト部分=コンテンツレイヤー）に関する「認
定」という新たな手続きが必要となり，行政の
関与が強まるおそれがあるという指摘である。

さらに，コンテンツ規律に関しては，検討
過程で新たな論点も浮上した。その一つが，
ショッピング番組（通販番組）の規制をめぐる
問題である。検討委員会では，ショッピング番
組が増加しているといった指摘や，広告なのか
情報番組なのか性格が判然としないといった指
摘がなされ，答申には，地上放送事業者など
に対して，ショッピング番組を含め，番組ごとに

「教養」や「娯楽」といった種別の公表を求める
ことが盛り込まれた。

このように検討が具体化するにつれて，世界
最先端の法体系を目指すとした当初の目標は次
第に霞み，より現実的な制度設計へと変化する
とともに，放送が当面抱える問題を解決してい
くという側面が強まることになった。

政権交代後の変化

2009年9月，民主党を中心とする政権が発
足すると，法体系の見直しをめぐってさらに手
直しが加えられていく。新たに提起された点
は，メディアの資本規制をめぐる問題である。
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放送事業者に対する出資比率の上限などを
定めたマスメディア集中排除原則（省令）に関し
ては，情報通信審議会の答申も，必要に応じ
て緩和を検討していくことが適当と一定の言及
はしているが，原則を法律で規定することにつ
いては，「情報通信の高度化に伴う環境の変化
に迅速に対応する必要があること等から，慎重
な検討が必要 5）」と記述していた。

これに対して，原口総務大臣は，言論・報道
の自由を保障するための制度としてマスメディア
集中排除原則を法定化する必要があるという考
えを示した 6）。その上で，資本規制見直しの方
向性について，ローカル局（テレビ・ラジオ）の
経営に配慮した措置が必要とする一方，特定の
資本が新聞やテレビなど多数のメディアを傘下
に収める，いわゆるクロスオーナーシップについ
ては規制していくべきとした。その理由につい
て，原口総務大臣は記者会見で，「新聞社がテ
レビ局も全部支配して，そしてその人たちが一
色の報道をしてきたときに，それは多様な言論
についての一つのモノポリーになってしまう。で
すから，様 な々いわゆるクロスメディアがどこか
に集中するということは，それは極力避けなけ
ればいけない7）」といった説明をしている。

政権交代後，法体系見直しをめぐっては，
新たにマスメディア集中排除原則の法定化やク
ロスオーナーシップ規制の必要性といった問題
が提起され，これらについても改正案に反映さ
れていくことになった。

  3. 改正案に盛り込まれた項目

電波利用の柔軟化

ここからは，検討過程の議論がどのように改
正案に反映されているのか，具体的な改正項目

について見ていくことにする。
今回の法体系の見直しの中で，通信・放送

融合の促進と直接関係した典型的な項目が，
通信と放送の両方に利用できる無線局制度の
整備である。電波利用をめぐる現行の免許制
度では，無線局の用途については通信や放送
といった特定の目的に限定されているが，改正
によって，1つの無線局を通信・放送の両方に
使えるようにする。

これによって，例えば，テレビ局が放送を出
していない夜間の時間帯に，その電波を使って
デジタルサイネージ（電子看板）向けに情報を配
信するといったことが可能になる。また，通信
用の電波を放送として用いることで，イベントな
どの際に，不特定多数の参加者に一斉に情報
を流すといったことが可能になる。

コンテンツ区分の整理・統合

レイヤー型への法体系再編に合わせて，コ
ンテンツ（放送）区分も整理・統合が図られる。
現行制度では，放送の区分は，地上放送，委
託放送（BS放送，東経110度CS放送など），
衛星役務利用放送（東経124/128度CS放送な
ど），有線役務利用放送（IPマルチキャスト放送
など），有線テレビ放送（ケーブルテレビ）といっ
たように細分化されている。これは，新たなメ
ディアが現れるたびに制度の整備が図られてき
たという経緯があるためだが，その結果，似た
ようなサービスであるにもかかわらず，参入手続
きや規律が異なるといった問題が生じていた。

今回の改正案では，情報通信審議会の答申
を踏まえて，「放送」の概念や名称，範囲につい
ては現行のままとする一方 8），その区分について
は大くくり化がなされ，参入手続きや番組規律の
整理・統合が図られた。具体的には，放送の区
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のため，地上放送に関しては，従来どおり，ハー
ド・ソフト一致の事業形態を希望する場合には，
ハード部分の放送局免許のみで，放送事業全
体を行える制度も残すことになった（表1の特
定地上基幹放送事業者）。

また，一般放送に関しては，これまでケーブ
ルテレビとIPTV（IPマルチキャスト放送）の間
など，利用者から見ればほとんど同じサービス
に対して，異なる法律が適用されるといった問
題があったが，法体系見直しに伴って統合が図
られる。事業者の参入手続きについても，「許
可」や「登録」とまちまちだったものが，原則と
して，「登録」に一本化される。

番組種別の公表制度の導入

一方で，コンテンツ規律に関しては，通信・
放送融合への対応と直接的な関連性が薄い改
正点も盛り込まれている。その一つが，情報
通信審議会の検討委員会で議論が行われた放
送番組の種別公表に関する制度の導入である。
背景には，先に触れたように，ショッピング番
組増加への批判がある。

現行の制度でも，総合編成を行う地上テレ
ビ放送やBS放送については，「教養」「教
育」「報道」「娯楽」といった番組を設け，
その調和を保たなければならないとする
規定（番組調和原則）は存在する。ただ
し，放送番組をどの種別に分類するかは
放送事業者に任されており，番組ごとの
種別や，それぞれの種別の放送時間を公
表する必要はなかった。

これについて，改正案は，それぞれの
番組をどの種別に分類するかについては
引き続き放送事業者に委ねるものの，番
組をそれぞれの種別に分類するにあたっ

分は，「基幹放送」と「一般放送」の2種類に整
理される。このうち基幹放送には，地上放送や
BS放送，東経110度CS放送などが分類され，
それ以外の放送，つまり東経124/128度CS放
送やケーブルテレビ，IPマルチキャスト放送など
は一般放送に分類される。放送の区分は，無
線・有線の区別や衛星の種類といった伝送路

（ハード）に応じて決まるため，一時，検討され
たような，コンテンツの社会的影響力のみによっ
て分類がなされるわけではない（表1）。

また，事業形態について，ハード・ソフト一
致を選ぶか，分離を選ぶかについては，地上
放送も含め選択可能になる。これまで地上放
送については，ハード・ソフト一致の制度となっ
てきたが，改正案では，放送の業務（ソフト）
と放送局の設置・運用（ハード）を分離できる
ようになる。これによって，ローカル局どうしで
放送設備（ハード）を共有して，経営を合理化
するといったことが可能になる。

ただし，先に触れたように，ハード・ソフト
分離の規律体系に移行した場合，放送局免許
に加え，放送業務に関する認定手続きが必要
になる点については，懸念が示されてきた。こ

表1　改正案のコンテンツ（放送）区分

改正案を基に作成

放送の区分

基幹放送

一般放送
地上基幹放送

衛星基幹放送・
移動受信用地上
基幹放送

分類対象の
メディア 地上テレビ・ラジオ BS・

110 度 CS など
124/128 度 CS・
IP マルチキャスト放送・
ケーブルテレビなど

ソフト事業者 特定地上基幹
放送事業者

認定基幹放送事業
者 一般放送事業者

参入手続き （ハード部分の免
許のみで可） 認定 登録（一部は届出）

ハード事業者 特定地上基幹
放送事業者

基幹放送局
提供事業者

自営・電気通信事業者
など

参入手続き 免許 免許 登録など

ハード・ソフト
の区分 一致 一致・分離の選択可
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ての基準や，それに基づく放送番組の種別，さ
らに種別ごとの放送時間について公表すること
を求めている。

ショッピング番組については，これまで，放
送事業者の判断で「教養」や「娯楽」「広告」「そ
の他」といった種別に分類が行われてきたが，
番組種別の公表制度の導入によって，番組の
分類の仕方が適切か，放送事業者には説明が
求められることになる。

マスメディア集中排除原則の法定化

改正案では，原口総務大臣の意向を反映す
る形で，マスメディア集中排除原則の基本的な
部分の法定化もなされた。マスメディア集中排
除原則は，現在，省令の「放送局に係る表現
の自由享有基準」に詳細な規定が置かれてお
り，地上放送については，一の者が2つ以上の
地上放送事業者を支配できないなどと規定して
いる。地上放送に関する「支配」の基準は，さ
まざまな例外はあるものの，▽放送対象地域
が重複する場合には10％超の議決権保有，▽
重複しない場合は20％以上の議決権保有が基
本となってきた（図3）。

改正案では，このマスメディア集中排除原則

の基本的な部分が明記され，１つの企業や団
体が複数の基幹放送事業者を支配することを
禁じた上で，「支配」の基準となる出資比率の
上限を，10分の1以上3分の１未満の範囲内で

「総務省令で定める割合」とした。出資比率の
上限については，「20％未満」から「3分の1未
満」へ緩和が図られるが，実際にどのような場
合に緩和が適用されるかなど，詳細は省令に
委ねられた。

さらに，改正案の附則には，今後，クロス
オーナーシップ規制に関する検討を行うことが
盛り込まれた。具体的には，「放送の健全な発
達を図り，国民にその効用をもたらすことを保
障する観点」から，法律の施行後3年以内に，
新聞社や通信社と基幹放送事業者の関係につ
いて検討を行い，その結果に基づいて「所要
の措置を講ずる」ことを求めている。

  4. 改正案をめぐる問題，
　　　　　　　　　残された課題

現行の枠組みが維持された放送規律

改正項目は多岐にわたるが，一方で，これま
でさまざまな場で問題提起がなされながら改正
案には盛り込まれなかった事項や，先送りされ
た課題も存在する。このうち，放送規律（コン
テンツ規律）に関しては，放送区分の整理・統
合が図られるものの，規律のあり方については，
現行の枠組みがほぼ維持されている。つまり，
放送法の番組準則（報道の真実性や政治的公
平を放送事業者に求めている）の規定や，番組
準則違反を根拠にした行政指導のあり方，規
制・監督を行う行政組織の制度設計などについ
ては，特段の見直しは行われていない。

しかし，こうした放送規律のあり方について，

図 3　マスメディア集中排除原則（現行）

総務省資料を基に作成

X社

〈放送対象地域が重複する場合〉 〈重複しない場合〉

Ｙ社
地上放送事業者

Ｚ社

10％超10％超

Ａ県

10％超 20％以上

地上放送事業者
Ｙ社

地上放送事業者
Z社

地上放送事業者

X社

Ｂ県 Ｃ県

改正案では出資比率の上限を「10分の１以上，３分の１
未満」の範囲内で「総務省令で定める割合」としている
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これまで問題視する見方がなかったわけではな
い。番組準則違反を根拠に放送事業者に対する
行政処分を行いうるかといった，番組規律の根
幹に当たる部分に関しても，立場によって見解が
分かれていたというのが，これまでの状況だった。

この問題を見ていくため，具体的に，放送の
区分ごとに行政処分の根拠となる規定と処分の
内容をまとめたのが以下の表2である。現行制
度では，ケーブルテレビを規律する有線テレビ
ジョン放送法だけが，行政処分の根拠として具
体的に番組準則違反を挙げているが，これ以
外は，放送法などに違反した場合に，放送局
の運用停止や業務停止の命令ができるといっ
た漠然とした規定になっている。

これに関しては，従来から，番組準則違反
を理由に放送事業者に対する行政処分を行う
ことは，言論・表現の自由を保障する観点から
問題だとする指摘が憲法や情報法の研究者か
らなされてきた 9）。一方，行政当局は，とりわ
け1990年代以降，番組準則違反を根拠にした
行政処分を行いうるという見解を国会答弁など
で示し，その解釈に基づき，放送事業者に対
する行政指導を行ってきた。

改正案では，放送の区分の大くくり化に合わ
せて，行政処分をめぐる規定についても整理・
統合が図られたが，その基本的な枠組みは変
わっていない。行政側は今後も従来の解釈を維
持するとみられ，番組準則と行政処分の関連性
をめぐっては，見解の相違をはらんだまま現行
の枠組みが維持されることになる。

さらに，放送規律のあり方をめぐっては，行
政指導が規制手段として多用されてきた点につ
いても批判がある。もっぱら行政指導という手
法が用いられてきた背景には，行政処分の種
類が，放送局の運用停止（または放送業務の
停止）と免許取り消し（または認定取り消し）の
2種類しかなく，放送に与える影響を考えれば，
これらを発動することは事実上困難という側面
があった。これは，課徴金や訂正放送命令と
いった多様な制度を設けて，それらを科してい
るアメリカやイギリスなどの状況とは異なる10）。

これについては，諸外国に比べて放送規律
が緩やかであることを評価する見方がある一方
で，放送が抱える問題を行政指導という曖昧な
形で決着させてきたことへの批判も存在する11）。
ただし，その解決のために，課徴金といった新

たな制度を設けることは，放送
に対する規制強化となる。また，
放送規律のあり方が見直される
ことになれば，あわせて，行政
機関のあり方についても，より中
立性の高い行政委員会制度を採
用すべきではないかという新たな
論点も浮上することになると考え
られる。コンテンツ規律の枠組
みをめぐっては，規制・監督を行
う機関のあり方を含め，見直し
が迫られる余地を残している12）。

表 2　放送区分と行政処分の関係

山本博史「図説『通信・放送』法⑦」『放送文化』2010 春号を参考に作成
（※）ケーブルテレビのチャンネルリースはハード・ソフト分離

委託放送業務

放送法

放送法違反

有線テレビジョン放送法

一致（※）

ケーブルテレビ事業者地上放送事業者

放送局免許

 放送法3条の2第1項
 （番組準則）など違反電波法・放送法違反

有線テレビ放送業務

放送法

役務利用放送業務

電気通信役務利用放送法
違反（放送法の準用あり）

電気通信役務利用放送法

分離

適用される法律

処分対象

ハード・ソフト

処分の根拠

処分内容
3か月以内の業務停止3か月以内の業務停止 3か月以内の業務停止

認定取り消し

3か月以内の放送局運用停止

放送局免許取り消し

処分の根拠

適用される法律

特定地上基幹放送事業者

ハード・ソフト

放送局免許

放送法

基幹放送事業者（左記以外）

3か月以内の放送局運用停止

電波法・放送法違反

一致

認定取り消し

放送業務

分離・一致の選択可

放送法違反

放送法

一般放送事業者

処分内容
3か月以内の放送業務停止

放送局免許取り消し

処分対象

 登録取り消し

委託放送事業者 役務利用放送事業者

現
行

改
正
案

― ―
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ショッピング番組規制をどう考えるか

放送規律をめぐっては，ショッピング番組批
判を契機にした番組種別の公表制度が導入さ
れたが，こうした制度の導入を視聴者がどの程
度望んでいるかといった問題もある。この問題
に関しては，NHK放送文化研究所が2010年
1月に行った世論調査 13）で，ショッピング番組
に対する見方を質問している。それによると，
ショッピング番組を「すべてなくしたほうがよい」，

「もっと減らしたほうがよい」と回答したのは，全
体の28％で，最も多かった回答が「現状のまま
でよい」の58％だった。ショッピング番組に対す
る見方は視聴頻度と相関関係があり14），番組を
見る頻度が高くなるにつれて，現状を肯定する
割合が高くなる傾向がある（図4）。

また，ショッピング番組に対する見方を，肯
定的な面，否定的な面双方の何点かを例示し
て複数回答で尋ねたところ，「ショッピング番
組が多すぎる」が17％，「ふつうのCMと区別が
つかない」が5％，「公共の電波を使って放送す
るのは問題」が3％だった（図5）。

こうした結果を見ると，ショッピング番組の
存在自体を問題視している視聴者が多数を占
めているとは必ずしも言い切れず，仮にショッピ
ング番組の放送量に対する直接的な規制をか

けるといった手法を導入するとなると，賛否が
分かれることが想定できる。

今回は，番組種別の公表を放送事業者に求
めるという間接的な手法にとどまったが，ただ
それでも，放送事業者の側には戸惑いが広がっ
ている。NHK放送文化研究所では，地上テレ
ビ放送事業者（民放127社）を対象に2010年
3月にアンケート調査 15）を行っているが，この中
で，今後，種別公表を求められるようになった
際に，ショッピング番組をどの種別に仕分けす
るか尋ねたところ，回答にはばらつきが見られ
た（図6）。回答した76 社の中では，「その他放
送」に分類するとした答えが最も多かったもの
の，「教養」や「娯楽」に分類すると答えた社も
あり，対応に苦慮している様子がうかがえる。

また，現在の番組種別のあり方について聞い
たところ，現行制度のままでよいと答えた社は
17％にとどまり，放送の実態にあわせて「生活

図 4　ショッピング番組の放送量への意見

図 5　ショッピング番組に対する見方（複数回答）

図 6　ショッピング番組の分類方針（複数回答）

NHK 放送文化研究所 日本人とメディアに関する世論調査

NHK 放送文化研究所 地上波民放アンケート調査

NHK 放送文化研究所 日本人とメディアに関する世論調査
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その他・わからない
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※ショッピング番組の内容に応じて種別を変えるケースが
　あるため，合計は100％を超える。
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情報番組」といった新たな種別を設けるべきと
する社が半数を超えた（図7）。

番組種別のあり方に関しては，日本民間放
送連盟（民放連）も，2010年1月，総務省に対
して行った要望で，時代背景や社会情勢の実
態にあったものに変更するなど柔軟な対応を求
めるとともに，放送番組の分類など公表の内容
については，あくまで放送事業者の自主的な判
断に委ねるべきとしている16）。

今回の改正案は，番組調和原則の枠組みは現
行のまま維持しつつ，番組種別の公開を求めると
いう間接的な手法によって，放送事業者側に適切
な対応を求めたことになる。ただ，ショッピング番
組に対する視聴者の多様な見方が存在し，放送
事業者に戸惑いが広がる中で，新たな制度の導
入が民放の番組編成や経営にどのような影響をも
たらすかは予測できない部分も多い。制度運用の
過程で，検証が必要になる問題と考えられる。

メディア資本規制をめぐる 2 つの視点

マスメディア集中排除原則については，方向
性が異なる2つの議論がある。1つは，資本規
制の緩和によって，放送事業者の経営体質の
強化に結び付けるべきという議論である。もう
1つは，反対に，言論の多元性確保のため，ク
ロスオーナーシップ規制を強めるべきという議
論である。これについて，改正案が指し示す

方向性は曖昧である。
資本規制の緩和を求める意見が出る背景に

は，広告収入の低迷や放送のデジタル化に伴う
設備投資の負担によって，放送事業者の経営が
悪化している事情がある。総務省のまとめ17）によ
ると，2008年度の決算は，地上テレビ放送事業
者（ラジオ兼営も含む）の場合，127社のうち60
社で当期損益が赤字だった。ラジオ単営の事業
者の経営状況はさらに厳しく，AMは14 社中9
社，FMは53社中38社が赤字を計上し，赤字
の放送事業者数はいずれも前年を上回っている。

こうした状況を反映して，放送事業者の間で
は，経営の選択肢を広げるためにも，マスメディ
ア集中排除原則を緩和すべきという意見が多数
となっている。前述のアンケート調査によると，

「出資規制全般を現状よりも緩和すべき」，「ロー
カル局の経営支援など一定の条件を満たした場
合について，出資規制の緩和をおこなうべき」と
答えた社は，あわせて76％に上っている（図8）。

さらに，民放連も2010年1月に行った要望
で，総務省に対してマスメディア集中原則を今
以上に強めないことを求めている。同年2月に
は，厳しい経営状況に陥っているラジオに限定
する形でさらに具体的な要望 18）を行い，現行の
出資比率の上限を引き上げることや，同一の放
送対象地域内であってもラジオ放送事業者どう
しが合併し，複数チャンネルを運用できるよう

図 7　番組種別のあり方に対する見方

図 8　マスメディア集中排除原則に対する意見

NHK 放送文化研究所 地上波民放アンケート調査

NHK 放送文化研究所 地上波民放アンケート調査
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にすることを求めた。
今回の改正案の規定では，出資比率の上限が

「3分の1未満」へと緩和されるが，厳しい経営
環境を考慮して，放送事業者全般に関して出資
比率の緩和を行うのか，あるいは，「経営が悪
化した場合」といった条件付きで緩和を認める
のか，明らかではない。さらに，条件付き緩和
の場合，「経営悪化」の指標を定める必要があり，
マスメディア集中排除原則をめぐっては，具体的
な規定に関して不透明な部分が残されている。

さらに，クロスオーナーシップに関して原口
総務大臣が行った問題提起が，資本規制をめ
ぐる議論を複雑化させている。クロスオーナー
シップについては，規制の維持・強化を求める
意見の一方で，マスメディア集中排除原則にあ
る3事業（新聞・ラジオ・テレビ）支配の禁止
規定を撤廃すべきという意見があり，見解は分
かれている。

例えば，法体系見直しでの過程で，放送規
律の根拠として援用された「部分規制論」の観
点から見れば，有力なメディアである新聞とテ
レビが資本関係で結び付くことは好ましくない
ことになる。部分規制論は，メディアの一部の
みを規制することによって，「規制される部分と
無規制の部分の抑制と均衡を通じて，情報の
全体としての多元化をはかろうとする19）」考え方
である。この観点からすれば，「現在の日本の
民放ネットワークに見られるような大新聞との融
合は，マスメディアの部分規制が狙いとする，
放送とプリント・メディアの相互の均衡と抑制を
通じて全体としての情報の公平化と多元化をは
かるという目的と背馳する20）」ことになる。

一方で，多メディア状況を考えれば，そうした
懸念は当たらないという見方もある。日本新聞
協会は，「クロスメディア所有のあり方に関する意

見」（2010年3月）の中で，新聞・ラジオ・テレビ
の3事業支配を原則禁止する現行の規定につい
て，撤廃したとしても，情報の多様性・多元性・
地域性が損なわれる状況ではないと主張してい
る。そして，新聞社も放送局も厳しい経営を迫
られているとして，「必要なのは，新聞と放送の
間に楔を打ち込むことではなく，さらなる連携の
強化を可能とする制度 21）」だと結論づけている。

これについては，放送事業者の間で統一した
意見が見られるわけではない。アンケート調査で
は，「現状のままでよい」とする回答が半数を超
えているが，放送事業者に対する他メディアの出
資規制の緩和を求める意見や，反対に規制強化
を求める意見も一定の割合で存在する（図9）。

クロスオーナーシップ規制については，この
ように方向性が異なる2つの考え方があるうえ，
すでに密接な関係にある放送事業者と新聞社
の資本関係を見直すことは容易ではないと考え
られる。原口総務大臣の問題提起で，検討を
行うことが盛り込まれたわけだが，どのような着
地点を見出すか，今後，難しい検討が迫られる。

通信・放送融合にどこまで対応可能か

今回の法体系見直しは60年ぶりの大きな制
度改革となるが，通信・放送融合を推進する立
場から見れば，改革は不十分ではないかという
見方もできる。法体系見直しにあたっては，先

図 9　クロスオーナーシップ規制に対する意見

NHK 放送文化研究所 地上波民放アンケート調査
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規制を強化すべき
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に触れたように，竹中元総務大臣の「なぜイ
ンターネットでテレビの生放送が見られないの
か」，「日本にどうしてタイムワーナーのような大
企業がないのか」といった問題提起が存在した
が，今回の改正案は直接，そうした課題の解
決を図るものではない。

前者に関しては，IPマルチキャスト放送のよ
うに，地域を限定して通信インフラを利用した
放送を行うことは実現しているが，例えば，地
上波のキー局の生放送を全国どこでも視聴で
きるようインターネットで流すことは，放送普及
基本計画（改正後は基幹放送普及計画）との
兼ね合いから今後も困難である。後者について
も，クロスオーナーシップ規制など資本規制を
めぐる議論が続く中で，「メディアコングロマリッ
ト」が形成されるとは想定しにくい。

こうした問題の背景には，「放送の地域性・
多様性・多元性維持」と「コンテンツ産業の振
興・競争力強化」という方向性が異なる政策目
標が存在する中，両者のバランスを考慮しなが
ら制度設計を進めていかなければならない点
がある。これについて，情報通信審議会の答
申は，「放送の機能・役割は，コンテンツ配信
を行う多種多様な通信サービスが出現する中で
も，即座に変わるとは言い難く，今後も一定の
機能・役割を担うことを確実に確保する必要が
あることから，現在の放送普及基本計画のよう
な枠組みは必要である22）」と記述している。そ
うした考え方に基づき，改正案は，地上波のテ
レビをインターネットで全国どこでも見られる利
便性よりも，メディアの多様性・多元性・地域
性を重視した制度設計を維持したことになる。

しかし，通信・放送の融合に伴うメディア環
境の変化によっては，法体系の再度の見直しが
迫られることもありうる。県域が原則となって

いるローカル局経営の継続が困難になった場合
や，地域性の維持よりも情報格差の是正を求め
る意見が高まった場合など，さまざまなケース
がそうした変化を引き起こす要因として考えられ
る。さらに，衛星や有線を利用したメディアが
地上波のテレビと同程度の影響力を持つように
なった場合，伝送路に基づいたコンテンツ規律
の区分が意味をなさなくなることが考えられる。

今回の改正案では，法体系全体のレイヤー
型への見直しが図られる一方，放送の多元性
や地域性を重視した放送規律の枠組みはおお
むね維持された。しかし，それがいつまで維
持できるかは，今後の通信・放送融合の動向
によって決定づけられる側面がある。

  5.おわりに

ここまで見てきたように，今回の法体系の見直
しは，さまざまな関係者の意見が交錯し，妥協
が模索される中で行われてきた。とりわけ法体系
をハード・ソフト分離の規律体系に再編すること
に関して，放送事業者を中心に規制強化につな
がるおそれがあるといった懸念が示されたことか
ら，地上放送を行う事業者には従来どおりの規
律体系が用意されるなど，既存事業者に配慮し
た制度設計が行われた部分は多い。そうした制
約の中で，1つの無線局を放送・通信の両方に使
える制度を新設するなど，伝送インフラ部分を中
心に，法体系見直しの目的である通信・放送融
合に対応した一定の制度整備が図られている。

もっとも，こうした制度改正を活用して新た
なサービスをどれだけ生み出せるかは事業者次
第の部分がある。さらに，今後の省令改正に
委ねられた項目や，決着が先送りされた事項，
法改正には盛り込まれなかった問題も多く残さ
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れ，課題は引き続き存在する。
先に触れたように，マスメディア集中排除原

則については，省令で具体的な規定を定めるこ
とになっており，ローカル局の経営体質の改善
に結び付くような出資比率の緩和がなされるか
は今後に委ねられた。また，原口総務大臣が
問題提起したクロスオーナーシップ規制に関し
ても，どのように議論を決着させるのか，2010
年5月上旬の時点では，見通しはついていない。
こうした問題に加えて，放送に課せられている
番組準則の内容や適用範囲をこのまま維持す
るのが適当かといった点や，番組準則違反と行
政処分との関係をどうするかといった点，また，
放送の規制・監督を行う行政機関のあり方が
現行のままでよいのかといった点についても，
再検討が求められる可能性がある。

通信・放送法体系の抜本的見直しは，放送
法・電波法の制定以来，60年ぶりとなるが，
法体系の再編のみで放送メディアが抱えるさま
ざまな問題が解決されるわけではない。また，
メディアを取り巻く状況によっては，今後さら
なる制度の見直しが必要になることが考えられ
る。今回の法体系見直しは，多くの課題を残し
つつも，通信・放送融合に対応するために当面
欠かせない条件整備を図ったものととらえるこ
とができる。　　　　　  （むらかみ せいいち）
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本国憲法研究（2）通信・放送法制）」『ジュリスト』 
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