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方等について検討するため，設置されたもので
ある。今回の第一次の取りまとめまでに検討の
射程とされたものは，外国人向けテレビ国際
放送 2），放送事業での持株会社化を実質的に
可能とした認定放送持株会社制度の付則に基
づく2 項目3）と，その他の事項として本研究会
の実施にあたりNHKが要望したインターネット
活用業務の計3 項目である。

検討対象となった3項目は，NHKの業務範
囲，マスメディア集中排除原則といった放送制
度の本質的論点に深く関係し，これまでに技術
革新や社会情勢の変化等を受け，検討，見直
しがなされてきた歴史を持つ。その時々の検討
にあたり，原則論を踏まえた基本的な考え方が
示されてきた。

本稿は，本研究会での検討結果の詳細を確

Ⅰ　はじめに

総務省が2012年11月に設置した「放送政策
に関する調査研究会」（以下「本研究会」という）
による，「第一次取りまとめ」（以下「本報告書」
という）が2013年8月9日に公表された 1）。長谷
部恭男東大教授を座長とする8名の構成員によ
る，12回にわたる会議でのヒアリング，討議の
末，パブリックコメントを経て取りまとめられた
ものである。

この研究会は，放送法等の一部を改正する
法律（平成19年法律第136号）（以下「2007年
法改正」という）の付則に施行5年後の検討，
見直しを求める5項目があることを踏まえ，そ
の後の施行状況や社会経済情勢の変化等を検
証するとともに，時代に即した放送政策の在り

「放送政策に関する調査研究会
第一次取りまとめ」の意味するところ
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2012年11月設置の「放送政策に関する調査研究会」が12回の討議を経て，2013年8月9日に「第一次取りまと
め」を公表した。これまでの検討対象である「国際放送」「認定放送持株会社制度」「NHKのインターネット活用業
務」の3 項目は，放送制度の本質に深く関係する論点に関するものであり，これまでにも技術革新等の環境変化を
受けて，幾度も検討，見直しが行われてきた。本稿は，各論点に関する過去の研究会等で示された基本的な考
え方等を踏まえて，本研究会での検討の筋道を確認し，従来の考え方に沿ったものなのか，あるいは今回新たな
方向性を見出すものなのか，本報告書の意味するところを確認する。合わせて，本研究会と相前後して設置され，
並行して検討が進められた「放送サービスの高度化に関する検討会」等３つの検討会は，今後の放送のあり様に
関係する事項についての検討であり，本研究会の検討事項との関係を確認する。
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認する作業ではなく，各論点に関するこれまで
の研究会等で示された基本的な考え方，特に
本研究会の検討の前提となる2007年法改正で
の考え方を踏まえて，本研究会での検討の筋
道を確認し，従来の考え方に沿ったものなの
か，あるいは今回新たな方向性を見出そうとす
るものなのか，本報告書の意味するところを確
認する。また，ICT成長戦略や災害情報伝達
への取り組みとして本研究会と並行して検討が
なされた「放送サービスの高度化に関する検討
会」「放送コンテンツ流通の促進方策に関する
検討会」「放送ネットワークの強靭化に関する
検討会」での議論，取りまとめと本研究会検討
テーマとの関係も横軸として確認し，報告書へ
の影響を確認しておくこととしたい。

Ⅱ　「国際放送」について
1　2007年法改正とその背景

国際放送に関する2007年の改正点は，海
外向け情報発信を強化する趣旨から，国際放
送が「外国人向け」と「邦人向け」に分離され，
NHKが実施する外国人向けテレビ国際放送
の番組制作等の業務を子会社に委託する制度
が新設された点等である。

今回の検討対象となる改正点は，具体的に
は次のように整理できる 4）。 
① 同一業務の中で実施していた「外国人向け」

と「邦人向け」の国際放送を業務として分離 
し，また，番組準則も分離した 5）。国際放
送には，在外邦人に日本の情報を届けると
いう大きな目的もあるが，外国人に日本の
情報を届け日本への理解を深めるという目
的の放送とは，使用言語や番組の作り方等
で違いがあることから，目的別に業務を分

離し，それぞれの目的に適した放送を実施
するようにしたもの。

② 特に強化が要請される外国人向けテレビ国
際放送について，安定的な業務運営を確保
する観点から，これまでどおりNHK 業務と
して位置づけ 6）つつ，NHK に番組制作等
の業務の一部を子会社に委託することを義
務付けた。オールジャパン体制に近い体制
を取りやすいようにする趣旨で，受託業務
の実施を通じた子会社によるノウハウ蓄積
が期待されている 7）。 

③ 外国人向けテレビ国際放送の実施にあたり，
民放各社の番組素材やノウハウ等を活用で
きるように，NHK が民放各社に，従来の
二元体制の枠を超えて協力を要請できるこ
とを法定した。協力要請は，特に必要な場
合に限られ，番組審議会への諮問等の手
続きを経て定めた基準に従って実施する。
NHKへの協力が，利益に反するとの指摘
を民放各社の株主から受ける懸念があるた
め，法定されたものである 8）。 

外国人向けテレビ国際放送は，制作業務等
の一部を子会社に委託して行われるが，あくま
でNHKの編集権のもとでNHKの責任により
実施するものである。

この改正は，2006年6月20日の「通信・放
送の在り方に関する政府与党合意」のNHK関
連項目に，外国人向けのテレビ国際放送の早
期開始と民間出資等の受け入れ，国費を投入
して実施するための子会社設立が盛り込まれ，
これを受けてなされた総務省の諮問に対する
情報通信審議会の2007年8月答申「『外国人
向けの映像による国際放送』の在り方とその推
進方策」の提示した考え方を踏まえて行われて
いる。
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外国人向けテレビ国際放送は，唯一国際放
送の実績があるNHKを中心として実施する
が，その番組制作等の一部の業務を，NHK
の子会社に委託することでNHKの持つノウハ
ウの移転を図る。この子会社には，民放等か
らの出資や，官民の支援を受けつつ，広告に
よる独自番組等，NHKではできない，より自
由・機動的な海外向け情報発信が期待されて
いる。将来は，この子会社を中心としたオール
ジャパンでの海外情報発信を行うというスキー
ムである。

2　改正点の実施状況と制度見直し要望事項 9）

法改正を受けNHKは，日本語・英語混在
の放送を見直し，2009年2月から24時間英語
で放送する外国人向けテレビ国際放送「NHK
ワールドTV」を開始した。その後，地域衛星
の利用等受信環境改善に努め，2007年度末
に4か国・地域，約655万であった視聴可能な
国・地域の世帯数が，2012年度末では約130
か国・地域，約1億6,000万にまで拡大した。
2009年2月，放送のインターネット同時配信を
開始し，また，2011年から在留外国人向けに
一部の国内CATV事業者等へ番組提供 10）し，
CATV事業者によって放送されるなど，拡大
に努めている。一方，チャンネルの認知度は，
特に欧米において低い状況にとどまっているの
が現状である。民放への協力要請については，
実施に関する基準や方法を整備し，1年で数
本程度，民放のドキュメンタリーの秀作の提供
を受ける等，活用されている。

NHKワールドTV関連のNHK予算も受信
環境整備を中心に増額されているが，受信料
による負担には限界があり，法改正時に想定し
たオールジャパンの取り組みが必要との指摘が

ヒアリング時にNHKから出されている。
また，NHKは，外国人向けテレビ国際放送

業務を委託する子会社として，2008年4月に
株式会社日本国際放送（以下「JIB」という）を
設立し，規定に従って番組制作等の業務を委
託している。JIBにはその設立経緯等から民放
からも出資がなされている。経営状態としては，
2010年度で単年度黒字，2011年度に累損解消
を達成したが，NHK関連売上げが全体の9割
を占めており，NHK依存度が高い状況にある。
JIBは，法定業務であるNHKワールドTVの
番組制作等の業務，法定外の業務をNHKか
ら受託して実施するほか，JIB 独自放送として，
週1日，30 分番組を6回繰り返し放送しており，
この時間帯では広告を付すことが可能となって
いる。2011年，政府補正予算によりJIB 独自
番組として制作・放送した震災復興番組シリー
ズは，NHKではできなかった官民連携の情報
発信のモデルケースとされている。

JIBとしては，広告確保の活動を強化してい
るが，現状の全世界を1波でカバーする体制で
は，広告が世界規模の企業に限られることや
各国ごとの広告規制等から，広告収入の大幅
な改善はなかなか難しいとの課題が示されてい
る。

本研究会でのヒアリングでは，NHK・JIB双
方から，予算や著作権等権利処理体制も含め
て，法改正の趣旨であったオールジャパンで取
り組む支援体制が必要である旨の要望があっ
た。

また，NHKから，NHKワールドTVで，市
場調達する外国衛星を使用した放送の開始・
休廃止に関する法定手続き11）について，軽微
な場合には簡略化を可能とする制度見直しの
要望が出された。
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3　前提とする社会情勢等

本報告書が検討の前提として取り上げる，改
正時からの状況変化としては，世界的に進むコ
ンテンツ配信手段，利用形態の多様化の進展
がある。伝送路（放送，CATV，インターネッ
ト等），端末（TV，PC，スマホ等），視聴形
態（放送，VOD）の多様化への対応で，本報
告書では「TV Everywhere」と呼び，その対
応の必要性を指摘する。

また，日本在住あるいは旅行等で来日中の
外国人に対する適切な情報提供の必要性も高
まっており，本報告書では「内なる国際化」とし
て捉えている。

本研究会と並行して実施された検討会の中
では，「放送コンテンツ流通の促進方策に関す
る検討会」12）が，海外への情報発信強化とい
う面で関係する。この検討会では，韓国等に
後れをとる日本コンテンツの海外発信強化に向
けて，実演家とレコード音源の権利処理の効
率化に向けた検討とともに，海外展開に関わる
市場拡大策が検討された。この検討会の取り
まとめでは，窓口の集約等，権利処理の円滑
化に向けた権利者側の取り組みとともに，海外
での市場拡大等に向けて，権利者，放送事業
者，メーカー等の協力による推進体制の構築
や，アクションプランの策定，実際に海外展開
を行う事業者に対して，対象国におけるチャン
ネル確保の支援等が当面の取り組みとして提
示されている。

4　本報告書での取りまとめ

NHKおよびJIBによる外国人向けの情報発
信について，本報告書では次のように取りまと
めている。

まず，2007年法改正について，NHKワー

ルドTVの視聴可能世帯数が大きく拡大した
こと等から，外国人向けの映像情報発信強化
の目的は一定の成果を上げたと評価している。
また，JIBについても，広告収入が伸び悩み，
NHK依存度が高い収入構造を問題としつつ
も，累損解消を果たす等順調な滑り出しと評
価した。

大枠としては，当面，2007年法改正により
策定した体制の下で，課題の解決に向けて取
り組むべきとの方向性を示したものと考えられ
る。JIB 独自番組での広告収入の大幅増は，
当面期待できないことから，NHKからの自立
を目指すよりも，より自由に活動できる事業者
として，「TV Everywhere」への柔軟な対応等
国際放送の試金石として事業を進めるべきだ
とした。

その上で個々に取り組むべき課題として，
NHKには，認知度の向上，海外受信環境整
備，放送番組の充実，コンテンツ配信手段の
多様化への対応をあげ，取り組みの充実を求め
た。視聴可能地域等は拡大したものの認知度
が高くない現状について，相手に届く情報とす
るために，国内と違い視聴率等の指標がない
なか，視聴者ニーズの把握のための手法を確
立することや，日本の情報を求めている人や影
響力のある層に届くための効果的な配信等，ま
た，ローカライズ，ニュースの充実等によるコ
ンテンツの充実等が具体的に提示されている。

また，JIBについての課題と方向性としては，
JIB独自番組の増加，多言語化や現地放送枠
の確保等によるローカライズ推進，官民連携に
よる情報発信強化，「TV Everywhere」対応の
強化等をあげた。

こうした課題解決に向けた方向性の中で，
NHKの受信環境改善に向けた現地CATVの
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借り上げや，JIBの官民連携の情報発信強化等
について，報告書では国としての支援が必要で
ある点も指摘している。

NHKが制度見直しを要望した，外国衛星を
用いたNHKワールドTVの開始・休廃止の手
続きの簡素化について，現行法の枠組みを逸脱
しない範囲で制度検討することが適当とした。

また，NHKの要望事項ではないが，現在，
特認業務として実施している国内CATV事業
者等へのNHKワールドTVの番組提供につい
て，内なる国際化への対応，ひいては海外で
の認知度向上にも資するとして，任意業務化を
制度検討することが適当だとした。

5　国際放送を巡るこれまでの主な論点

国際放送は，戦後，1952年に短波放送とし
て再開されて以来，海外の受信者により届くよ
うにいろいろな意味で改善がなされ，そのため
の制度検討がなされてきた。

検討されてきた論点を分類すると次の3つに
整理できよう。1つは，国際放送の自律性と費
用負担の問題である。自立した放送事業者に
よる国際放送だからこそ信頼を勝ち得る。し
かし，国内の受信機設置者が負担する受信料
を財源とすることについては，1964年の臨時
放送関係法制調査会の答申でも，容認できる
としつつも，疑問が示されている。編集権の
独立と財源問題を両立しつつ国際放送の充実
を図るための取り組みが続けられてきた。2007
年法改正項目の要請放送制度 13）や，NHKワー
ルドTVの一部業務のJIBへの委託とJIBの将
来的な自立の構想も，こうした点が考慮された
ものと考えられる。

2つ目の論点は，受信環境改善への取り組
みである。短波時代の送信機の大電力化，海

外での中継局確保，その一手段としての中継
国際放送制度の導入等や映像発信になってか
らの通信衛星の確保，インターネット配信等，
様々な取り組みがなされてきた。現在は，衛星
での広域への情報発信が一定程度達成され，
視聴しようと努力すれば視聴できる状態から
一歩進み，各地域でのより視聴されやすい環
境作り，相手方が普通に視聴できる環境に対
して情報を発信していくことが求められている。

3つ目の論点は，発信するコンテンツの充実
である。音声から映像への変化，全面英語化，
さらには多言語化によるローカライズ，視聴者
ニーズを把握し，これに対応した番組を制作す
ること等である。

こうした様 な々対応をNHKが実施する場合，
法定されたNHK業務との関係で，制度検討を
要することも多く，これまで各種の検討・制度
対応がなされてきた。

6　本報告書を受けて

今回の見直し検討では，結果的に2007年に
作り上げたスキームの下で引き続き実施してい
くこととなった。放送コンテンツの海外発信は，
日本への理解を促進するソフトパワーの先頭と
して期待されている。そうした中で，番組の販
売とともに外国人向けテレビ国際放送の推進
が期待されているが，受信料による実施には
理論的な面で一定の限界があることは先に指
摘されているとおりである。自立したJIBによ
る海外発信強化という構想も，当面は実現す
る見込みはなく，国際放送の充実と費用負担
の在り方という課題は，なお残されている。コ
ンテンツ配信に向けたオールジャパンでの取り
組みが放送コンテンツ流通促進の検討会で検
討されたところであり，現地ローカライズや権
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利処理面で国際放送への実効性を持った活用
が期待されるところである。

地域衛星や相手国CATVの借り上げ等相手
国に入り込んで実施していく国際放送は，当
然のことながら相手国事情に左右されやすい。
今回，制度改正の要望がなされた，NHKワー
ルドTVに関する手続きの簡素化も，そうした
状況を受けて必要となってきているものといえ
る。制度の趣旨から考えると軽微な場合の手
続きの簡略化は，その機動的対応を確保する
意味で重要なものといえよう。

Ⅲ　認定放送持株会社制度と
　　マスメディア集中排除原則
1　2007年法改正とその背景

認定放送持株会社制度は，1997年の独占
禁止法改正により解禁された持株会社制度を
放送分野でも活用できるよう2007年法改正で
導入されたものである。放送法上，持株会社
の設立自体は禁止されてい
ないが，マスメディア集中排
除原則によって，原則として
基幹放送事業者の複数支
配ができないことから，持
株会社が基幹放送事業者Ａ
を支配すると，他の基幹放
送事業者Ｂを支配すること
はできない。このままでは
放送分野では持株会社化の
メリットが発揮しにくいこと
から，マスメディア集中排除
原則との関係を検討し，持
株会社化によるグループ経
営を放送事業経営の選択肢

として拡大するための制度導入 14）である。
認定放送持株会社制度の概要は，2つ以上

の基幹放送事業者（その内，1つは地上基幹
放送事業者であることが必要）を子会社（子
会社に限定）にしようとする会社が，一定の条
件の下で総務大臣の認定を受ける（認定を受
けた会社が「認定放送持株会社」）ことにより，
①マスメディア集中排除原則の緩和（地上基幹
放送事業者を12の放送対象地域まで子会社
化可能等。表1），②当該持株会社が，外資
規制の直接適用により20％以上の名義書換拒
否が可能，③認定放送持株会社への出資は
議決権33％まで，④子会社の地上基幹放送
事業者による地域向け番組制作の努力義務，
という法的効果が生じるというものである。

認定放送持株会社には，複数のこうした法
的効果が生じるので，その認定要件として，
①持株会社自身が基幹放送事業者ではないこ
と，②放送事業者を主要な子会社とする持株
会社であることを確保するため，保有する放送

制度を活用しない場合 制度を活用した場合

①地上基幹放送
（子会社の放送対象
地域が重複する場合）

複数局の保有
原則不可 同左 

②地上基幹放送
（子会社の放送対象

地域が重複しない
場合）

複数局の保有
原則不可 

12 放送対象地域まで保有可
（活用例なし）

※ 広域圏については都府県数で計算
（関東 7，近畿 6，中京 3）

※ 一の子会社が 2 以上の放送対象地域に
係る地上基幹放送を兼営することは

 原則不可（別会社要件）
※ 経営困難特例は適用されない

③衛星基幹放送
（BS 放送）

保有不可
※2 分の 1 以下の議

決権保有は可能

合計 0.5 周波数まで保有可
（ → 全ての認定放送持株会社で活用）

※ 一の子会社が地上基幹放送及び BS 放送
を兼営することは不可（別会社要件）

④衛星基幹放送
（東経 110 度 CS 放送）

合計２周波数まで
保有可 同左 

12 地域特例

Ⅲ　認定放送持株会社制度と
　　マスメディア集中排除原則
Ⅲ　認定放送持株会社制度と
　　マスメディア集中排除原則

表 1　認定放送持株会社制度を活用した場合における
マスメディア集中排除原則の特例

（法 162 条，持株省令）

（本報告書の参考資料をもとに作成）
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事業者の株式価額が総資産の半分を超えるこ
と（資産要件）のほか，基幹放送事業者に求
めるものと同様の欠格事由がないことの要件を
満たすこと等が求められる。

制度導入の検討を行った「デジタル化の進
展と放送政策に関する調査研究会」の2006 年
10月の最終報告書（2006 年報告書）は，制
度導入の背景として，地デジ化のための多額
の資金需要への対応に限らず，厳しい経営環
境下での一層の効率化の要請，放送周辺分
野の会社との連携強化の必要性等といった持
株会社化という選択肢に対するニーズの高ま
りをあげている。また，制度導入のメリットと
して，資金調達の容易化，経営資源の効率
的運用，連携ニーズへの柔軟な対応，放送事
業経営の安定性確保，競争力強化をあげた。
一方，デメリットとしては，放送事業者の自律
性確保への懸念，特に親子関係になった場合
の支障の大きさ，放送制度上の規律がない持
株会社が放送事業者を支配することによる放
送法上の各種規律の形骸化等を指摘する。想
定した活用イメージは，①キー局と異なる地
域の系列ローカル局の子会社化，②資本関係
にあるラジオ・衛星放送事
業者等を含む複数のメディ
アにかかわる放送事業者の
子会社化，③一定地域内に
ある異なる地域の複数ロー
カル局の子会社化，と多様
な形態である。

こうした前提を踏まえた検
討を経て，2007年改正の認
定放送持株会社制度へ結実
したものといえる。

2　改正点の実施状況と
　　　　　　　　 制度見直し要望事項

認定放送持株会社制度の活用状況は，4つ
のキー局系の持株会社が認定を受け，制度上
の認定放送持株会社となっている。子会社構
成は異なるが，4つの認定放送持株会社とも
キー局とBS局は子会社化しており，逆にロー
カル局を子会社化する例はこれまで存在してお
らず，12地域特例（表1）は活用されていない。

しかし，マスメディア集中排除原則で「支配」
に該当しない範囲（表2①，②部分）での認定
放送持株会社によるローカル局の議決権保有，
役員兼任等の連携が進み，その上限に迫る状
況も散見される現状が本研究会ヒアリングで
報告されている。株主に地元資本が多いローカ
ル局において，地域経済悪化や資本流動性確
保からローカル局の株式買い取りを求められる
ことへの対応である。また，役員兼任につい
ても，放送事業の経営に精通する人材が地元
で確保しにくいという地方局側に起引する事情
だ。ローカル局の子会社化の例がないことに関
しては，ヒアリングで，「系列局のセーフティー
ネットと考えられているが，上場会社であるが

「支配」の
関係

マスメディア集中排除原則　特例適用関係
現行制度 本報告書

議
決
権
保
有

① 支配に
あたらず 0 ～ 1/3※ ○ ○ 

1/3※ ～ 1/2 × 
認定放送持株会社は，
12 放送対象地域まで

○ 

子会社 1/2 超 
認定放送持株会社は，
 12 放送対象地域まで

○ 

認定放送持株会社は，
 12 放送対象地域まで

○ 

役
員
兼
任

② 支配に
あたらず

1/5 まで
（除代表役員等） ○ ○ 

1/5 超または
代表役員等 

認定放送持株会社と
その子会社との間では

○ 

認定放送持株会社との間
では， その子会社に限らず，

12 放送対象地域まで
○ 

支
配

支
配

表 2　「支配」の関係及び認定放送持株会社の特例適用関係

※放送対象地域を異にする場合。重複する場合は 1/10 （本報告書の概要をもとに作成）
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故に単なる系列局の救済には応じにくい」15）と
いった指摘もあった。

また，放送事業者を主要な子会社とする持
株会社であることを担保するものとして要求さ
れる資産要件についても，実態上枠内での運
用に支障が出てきている状況が示された。

上記のような現状を踏まえて，民放連は，基
本的な考え方として，これまでもメディア環境変
化を踏まえたマスメディア集中排除原則の見直
しがなされてきたこと，認定放送持株会社制度
を含め規制緩和を民放各社は有効に活用してき
たこと，経営環境としてラジオは非常に厳しく，
テレビも先行きに不安があること，基幹放送と
しての役割を果たし続けるための要望であるこ
とを示したうえで，具体的要望を行った（表3）。

3　踏まえておくべき社会情勢等

本報告書では，検討の前提として民放を取り
巻く環境等について次のように指摘する。

まず，テレビについては，地上テレビ放送
は，少なくとも当分の間，基幹メディアとして

公共的役割を担い続け，また，言論報道機関，
我が国における映像コンテンツの最大の制作
者として，今後も大きな社会的影響を持ち続け
るものと位置づける。経営環境は，現状にお
いて，地デジ化投資も一段落するなど「一息つ
いている」状況だが，大きな経済変動があれ
ば，経営が悪化する可能性は否定できないと
している。特にローカル局はスポット広告の割
合が上昇し景気変動を受けやすい傾向にある
こと，また，地域社会とのかかわりを重視する
マーケティングを求める傾向に対応して，自社
制作番組比率を上げると経費増により収益を
圧迫し，他方，番組制作を止めてしまうと制
作能力を失うというジレンマにあることが指摘
されている。

一方，ラジオについては，今後も高い地域密
着性等の特徴を活かした，基幹的メディアとし
ての役割を果たしていくものとし，特に東日本
大震災での経験から，広告の効果や効率とは
一線を画した，公共的価値を有する災害時メ
ディアとしての役割に期待が高まっているとす
る。しかし，経営環境は，総広告費に占めるラ
ジオの割合がピーク時の約半分になる等，経
営状況は，現状では先行きの見通しともに極め
て厳しい状況にあり，テレビに比較して切迫し
た状況とする。

ラジオとの関係では，総務省で開催された
「放送ネットワークの強靭化に関する検討会」の
中間とりまとめ（2013年7月17日公表）で，ラジ
オの経営基盤の強靭化について，問題がない
場合の隣接する放送対象地域統合の可能性を
示唆し，「経営の合理化等に…（中略）…取り組
もうとする放送事業者が，放送の地域性，多
元性等を適切に確保しつつ，事業再編をより柔
軟かつ円滑に行うことが可能となるよう，新た

表 3　民放連要望事項概要

「支配」の
関係

マスメディア集中排除原則　特例適用関係
現行制度 本報告書

議
決
権
保
有

① 支配に
あたらず 0 ～ 1/3※ ○ ○ 

1/3※ ～ 1/2 × 
認定放送持株会社は，
12 放送対象地域まで

○ 

子会社 1/2 超 
認定放送持株会社は，
 12 放送対象地域まで

○ 

認定放送持株会社は，
 12 放送対象地域まで

○ 

役
員
兼
任

② 支配に
あたらず

1/5 まで
（除代表役員等） ○ ○ 

1/5 超または
代表役員等 

認定放送持株会社と
その子会社との間では

○ 

認定放送持株会社との間
では， その子会社に限らず，

12 放送対象地域まで
○ 

マスメディア集中排除原則の緩和要望

① 地上ラジオ放送のマスメディア集中排除原則の適用除外

② 地上放送（テレビ・ラジオ）とコミュニティ放送の合併・
兼営を可能に

③
地上テレビ放送に関する議決権保有比率規制の緩和
・放送対象地域が重複する場合の上限の緩和
・放送対象地域が重複しない場合の上限を1/2 まで緩和

④ 地上テレビ放送・BS 放送に関する役員兼務規制を 1/3
まで緩和

⑤

認定放送持株会社の子会社に関して
・子会社としうる地上放送事業者数（現行 12 地域以下）

の上限を緩和
・子会社としうる BS 放送，110 度 CS 放送のトラポン数

の上限を緩和

認定放送持株会社制度に関する要望

⑥ 認定放送持株会社の資産要件を緩和

⑦ 認定放送持株会社の資産要件に関する「密接に関連する
業務」の範囲拡大

（本研究会のヒアリング資料をもとに作成）
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な制度整備の検討に着手することが必要であ
る」とし，制度検討を進める本研究会での検討
への期待が示された。本研究会の山本隆司構
成員が強靭化検討会の座長であり，本研究会
の会合で相互にフィードバックしながら進めると
していた。両会の検討が並行して進行したこと
もあり，こうした事情は，今後，本研究会で早
急に行うとされているラジオの検討に反映され
るものと思う。

4　マスメディア集中排除原則について

本報告書での検討内容を確認するにあたり，
マスメディア集中排除原則の基本的な考え方
を，現在の法体系と，過去に実施された検討
会の報告書等 16）から概観しておきたい。

マスメディア集中排除原則は，ひとりの者が
所有または支配（以下「支配等」という）するこ
とができる基幹放送局の数を制限することによ
り，放送をすることができる機
会をできるだけ多くのものに対
し確保し，基幹放送普及計画
に基づく置局と相まって，基幹
放送の多元性・多様性・地域
性を確保し，健全な民主主義
の発達に寄与しようとするもの
である。

マスメディア集中排除原則
は，長らく行政の内部指針とし
て扱われてきたが，この原則
は放送の多元性等を確保する
ためのものであり，また放送事
業者への出資を制約する等の
効果を有しその影響が大きい
ことから，徐々に規定整備が
行われてきた。2010年法改正

で，放送法上の基幹放送業務の認定基準とし
て，「ひとりの者が支配等できる基幹放送局の
数は1つ」の原則，支配等となる判断基準の基
本的部分を法定し，緩和の特例等を法の委任
により省令で規定する構造 17）となった。放送の
種別，放送対象地域その他の事項に照らし，
マスメディア集中排除原則への影響に応じて
特例や支配の基準を設定する必要があること，
また，こうした事情から，これまで複雑な事項
が定められてきたこともあり，広く省令に委任
して，細かく規定するものとなった（表4）。な
お，電波法上の無線局免許を受けるだけで放
送法上の認定を必要としない特定地上基幹放
送（現在実施している地上基幹放送事業者は，
概ねこの形態を選択している）の業務について
も，電波法の免許審査の要件18）として，放送
法の要件への適合を定め，マスメディア集中排
除原則が適用されている。

表 4　マスメディア集中排除原則の原則と特例の関係

原則
（法 93 条
1 項 4 号）

次の者は，基幹放送業務が行えない。
イ 基幹放送事業者
ロ イの者に支配関係を有する者
ハ イまたはロの者が支配関係を有する場合のその者

特例
（一般省

令）

上記原則にかかわらず，例外として基幹放送業務が可能

ララ・ラテ
特例

イ ラジオ 4 局（コミュニティ放送除く）

ロ ラジオ 4 局（コミュニティ放送除く）・
テレビ 1 局

ハ コミュニティ放送 1 局・テレビ 1 局

隣接特例
連携の対象となる全ての放送対象地域（広域放送を除く）
が，そのうちいずれか 1 つの放送対象地域に隣接する場
合（支配可）

経営困難
特例

イ 会社更生法の更生手続き開始決定
ロ 民事再生法の再生手続き開始決定
ハ 2 年間連続債務超過＋ 3 年間連続経常損失

衛星基幹
放送に

おける特例

申請者及びその支配関係者が保有する周波数の合計が，決め
られた範囲内の場合

イ
申請者が地上基幹放送事業者及びその支配関係者　　
110 度 CS 放送　2 周波数（BS は不可。ただし議決権 50
％以下ならば保有可）

ロ イ以外の者　　
BS，110 度 CS 放送　4 周波数

（本報告書の参考資料をもとに作成）
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こうした構造から，マスメディア集中排除原
則への適合性を考える場合は，まず，原則とし
ての「基幹放送局を支配等する」関係に該当す
るかを検討し，支配等に該当する場合，次に
特例の範囲に該当するかの検討がなされること
となる（表 2参照）。

従来の放送の種別等に応じた規定から，
2010年法改正により原則と特例の関係に規定
上整理されたことで，上記のような検討の筋道
が明確になったといえるのではなかろうか。

マスメディア集中排除原則の緩和が議論され
る際も，基本型との関係の判断基準である「支
配」の要件の緩和とするか，一旦支配に該当す
るとしたうえで，特例の範囲での緩和とするか
の検討があり，本研究会でも，具体的検討に
あたりこの点の確認がなされている。

マスメディア集中排除原則の基本的構造が
整理して示されている2003 年2月の「放送政
策研究会　最終報告」（2003 年最終報告書）
によれば，マスメディア集中排除原則の政策
目的とされる「多元性・多様性・地域性確保」
との関係性等について，次のように整理されて
いる。まず，マスメディア集中排除原則は，ひ
とりの者が支配等できる基幹放送局の数を制
限することにより，直接には，視聴者にとって
異なる様々な放送主体（他社に支配されない
主体）を確保するという「多元性」の確保を目
的とするものとする。この「多元性」の確保が，
同時に，視聴者が様々な放送番組を選択し，
情報入手できるといった「多様性」の確保につ
ながりうるものであり，また，県域単位の放送
を基本とする基幹放送普及計画による置局の
方針と相まって，視聴者にとって地域に根ざし
た情報発信メディアとして存在するという観点
での「地域性」を確保する役割を果たすという

構造である。また，多元性等確保の手段とし
て，ローカル番組比率規制等といった直接規
制よりも表現の自由への制約の懸念が少ない，
こうした出資比率等を指標とした構造規制とい
う間接規制の手法が採用されている点を指摘
する。

また，見直しの適否検討にあたり，見直しに
は，視聴者メリットがあることが必要としたうえ
で，メディアの増加・多様化等に伴う支配関係
等による弊害の緩和の状況や，経営環境の変
化に応じて，制度の政策目的を維持する範囲内
で必要な見直しを行うことは合理的で，視聴者
利益が期待できるような場合等は，緩和も基
本的に妥当であるが，規制緩和は一般的に不
可逆的なため，段階的に進めることが適当との
考え方を示している。

上記の整理を踏まえて，マスメディア集中排
除原則を俯瞰して見ると，憲法21条の視聴者
の知る権利を保障しようとする「多元性」等の
確保を図るため，報道機関，言論機関である
放送事業者の経営の在り方を制限するもので
あり，規制と緩和のどちらの方向に行っても表
現の自由との関係を考慮する必要があるという
難しさがある。また，規制手法の観点では表
現の自由への影響を考慮した構造規制による
間接規制を重視する考え方をとり，放送法の
全体的なスキームに沿ったものといえよう。

マスメディア集中排除原則の理解や見直しに
あたっての考え方は，認定放送持株会社制度
の検討を行った2006年報告書においても，同
原則の政策目的に変化がないことを確認した
うえで基本的に踏襲 19）されており，本研究会
における認定放送持株会社制度等の見直しの
議論等の中に引き継がれているものと考えられ
る。
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5　本報告書で示された方向性

本報告書では，認定放送持株会社制度の導
入目的が「ローカル局救済のため」だけではな
く，幅広い活用が想定されていたことを確認し，
法改正後，同制度によるグループ経営が進め
られグループ経営基盤強化という制度の本来目
的に沿って有効に活用されていると制度を評価
した。そして，今後に向けた検討もその幅広い
活用を前提とすることを示し，見直しにあたっ
ての基本的視点が次のように示された。
① 認定放送持株会社制度は，密接に関係する

マスメディア集中排除原則の在り方を含め
全般的な検討が必要。

② 先に確認したとおり，地上のテレビ・ラジオ
放送の基幹放送としての位置づけは不変。
マスメディア集中排除原則の趣旨・目的も堅
持すべき。

③ 経営環境の変化，事業者の具体的ニーズを
踏まえた規制緩和メリットと，放送の多元
性等への影響を比較衡量したうえで，一定
要件下での特例を認める判断を行うという
考え方が重要とし，検討は事業者の具体的
ニーズがあることが前提であるとの認識を
示した。

④ そのうえで，切迫度と多元性等への影響度

から，検討のスタンスを次のとおり二分し，
a. 切迫した経営上の課題対応で多元性等

への影響軽微 ⇒ 短期・柔軟な措置
b. 環境の変化等の継続的把握が必要な事

項や多元性等への影響大 ⇒ 中長期的
検討

とした。
⑤ 上記観点から，個別の要望事項等について，

個々に検討がなされ，早急に制度上の措置
を講ずべき項目として提示されたのが，表 5

である。この課題については，速やかな法
制化に向けた検討が求められている。

⑥ その他の要望の項目についても，前記ｂの
観点から引き続き検討するとしている。

早急な措置を求める議決権保有規制，役員
兼任規制の検討にあたり，マスメディア集中排
除原則の原則論である「支配」の基準と，支
配に該当するとしたうえでの特例の範囲内で
の対応を区別し，制度の根幹にかかわり，影
響が大きい「支配」判断の基準の変更は，よ
り慎重な検討・対応が必要とした。そのうえ
で，「支配」の定義自体ではなく，特例をどこ
まで認めるかの視点で要件を緩和する措置を
提示したものである（表 2 参照）。なお，ラジ
オについては，先に記載したとおり，「放送ネッ

トワークの強靭化に関する検討
会」での対応等も踏まえて，本
研究会において早急に検討を開
始するとしている。

6　本報告書を受けて

マスメディア集中排除原則の
問題は，規定が一見極めて技術
的で細分化されたものと思われ
がちであるが，先の検討会や今

表 5　民放連の要望関係
早急に制度上の措置を講ずべきとされた項目

項目 措置の概要

議決権保有
規制 

12 地域特例の枠内で認定放送持株会社による子会社に至らない議決
権保有（1/3 から 1/2 まで）を可能化 

役員兼任
規制 

12 地域特例の枠内で認定放送持株会社とその子会社に至らない基幹
放送事業者との間での役員兼任を可能化等 

資産割合
制度 

「株式の取得価額」以外の資産であっても，放送事業用の資産と認め
られるものについては，これを分子に計上することを可能化等 

（本報告書より）
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回の検討における整理のように，原理・原則
に基づく筋道立った検討が意識してなされてき
た。本研究会も従来の方向性を踏まえた議論
となった。

マスメディア集中排除原則は，視聴者への
多元性等の確保を目的として報道機関たる放
送事業者の経営形態を構造規制するものであ
り，規制も緩和も共に「表現の自由」にその根
拠を持つところにジレンマがある。また，個々
の規制緩和については，細かい検証が欠かせ
ない。

その検証にあたって，多元性等の実現度を
測る客観的手法がない問題や，今後も構造規
制の緩和傾向が続く場合には，多元性等確保
の観点から，表現の自由への影響を考慮して，
これまでは避けてきた直接規制の尺度や，一定
の説明責任を求める等の新たな措置が求めら
れる可能性を指摘する意見もある20）。

中長期的視点として，メディアの数の増加等
の状況変化を受けて，「多元性等の確保」の要
請，マスメディア集中排除原則の在り方につい
て全般的な検討も必要となってくるのではない
か。

 Ⅳ　NHKのインターネット活用業務
1　NHKインターネット活用業務の現状

NHKのインターネット活用業務に関しては，
2007年法改正のNHK関係の法整備の1つとし
て，番組アーカイブのインターネット等による一
般利用者への提供業務が，任意業務として追
加（法20条2 項2号，以下同号の業務を「2 項
2号業務」という）された。また，その実施にあ
たっては，利用者および受信料支払い者保護
の観点から総務大臣の認可を得た実施基準に

従って実施すべきこと（同条9項），この業務
に関する経理は総務省令の定めるところにより
区分経理すべきこと（法73条2 項）を定める改
正が行われた。2 項2号業務としてインターネッ
ト提供できるのは，「NHKが放送した番組」お
よび「その編集上必要な資料」と「これらを編
集したもの」（これらを総称して「既放送番組等」
という）であり，放送前あるいは放送中の番組
や，放送と関係のない独自コンテンツの提供は
対象外となっている。2 項2号業務は，有料業
務，無料業務の双方を含んでいる。この法改
正を受けて，NHKでは「放送法第20条第2 項
第2号の業務の基準」（以下「実施基準」という）
を策定し総務大臣の認可を得たうえで，2008
年12月から有料業務としてNHKオンデマンド
サービス（以下「NOD」という）を開始している。
ただ，今回の検討の契機となったNHKからの
要望は，NODに関するものではなく，NHKが

「無料」すなわち受信料によって実施する部分
に関するものである。NHKによれば，受信料
で実施するインターネット活用業務には，上記
2 項2号業務として行うもののほか，本来業務
として行うもの（法20条1項），付帯業務とし
て行うもの（法20条2 項5号），個別に総務大
臣の認可を得て行うもの（法20条2 項8号）が
あり，NHKがインターネットを活用してコンテ
ンツ提供を行う業務の全体像が表6である。

受信料で実施する2 項2号業務についても，
NODと合わせて実施基準を策定 21）し，この
基準に従って業務が実施されている。現在の
実施基準上，実施規模は年額40 億円程度を
上限とすること，提供態様はホームページから
番組名称を明示して提供すること，提供期間
は，例外を除き「放送番組終了後1カ月程度」
で終了すること，毎事業年度の基本計画を作

 Ⅳ　 Ⅳ　NHKのインターネット活用業務
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成・公表すること等の実施上のルールを規定
し，これに基づき業務を実施している。

また，ラジオ放送の難聴改善策としての効
果を検証をするために，ラジオの放送と同時に
インターネット配信を行う「らじる★らじる」等
については，放送およびその受信の進歩発達
に特に必要な業務として，総務大臣の認可を
得て実施 22）している。

今回，NHKからインターネット活用関連で
制度整備の要望として出されたのが，表7（104
ページ）の項目である。

2　踏まえておくべき状況

本報告書では，諸外国の公共放送のイン
ターネット活用業務の状況が参考とされた。こ
こでは1例として英国BBCの例を紹介する。
2007年の特許状等の更新時にインターネットを
活用した業務がテレビ等と同列の業務と位置
づけられ，「iPlayer」サービスでインターネット
を通じて放送番組の同時配信およびオンデマン

ド配信を提供して
いる。また，過度
の業務拡大を抑制
する趣旨からBBC
トラストによるイン
ターネット活用業
務の事前 審 査 の
仕組みとして，同
じく2007年 特 許
状等更新時に「公
共価値テスト」を導
入した。

国内の状況とし
ては，地デジ完全
移行達成後のテレ

ビのあり様を検討した「放送サービスの高度化
に関する検討会」において，通信・放送連携の
次世代スマートテレビであるハイブリッドキャス
ト，高画質のスーパーハイビジョン（4Ｋ，8Ｋ）
の推進の方向性が示され，今後，NHKに先
導的役割が求められてくることが予想されるな
か，ハイブリッドキャストでの放送と連携した
通信でのコンテンツ提供等で，現在の業務規
定では対応できない部分が出てきている。

また，ブロードバンドが普及するなかで，放
送コンテンツに限らず，様々な映像コンテン
ツのインターネットを通じた提供が進み，国
際放送で世界のトレンドとして指摘する「TV 
Everywhere」に対する視聴者のニーズが国内
でも高まっているといえよう。

3　NHK のインターネット活用を巡る
　　　　　　　　　　　これまでの動き

NHKは，付帯業務の位置づけで1995年10
月からホームページ「NHKオンライン」を立ち

表 6　NHK のインターネットを通じたコンテンツ提供

出典：本研究会 NHK ヒアリング資料より



103

上げ，インターネットを通じた一般への情報提
供を開始し，その後 2000年12月からは，付
帯業務の範囲としてニュース提供を始めた。こ
うしたNHKの動きに対して，放送を行うことを
目的とするNHKが，受信料で制作する放送番
組等をインターネットにより一般に提供すること
は，その設立目的を超え，民業を圧迫するも
のだとの批判が出された。

これに先立つ2000年5月から放送政策全般
について検討することを目的に開催された「放
送政策研究会」において，この問題が検討さ
れ，2001年12月に「第一次報告」（以下「2001
年第一次報告」という）として方向性が示され
た。それによると，NHKコンテンツのインター
ネット提供について，一般論としては社会的に
有用であり，特に災害情報，テロ等の危機管
理情報，選挙情報，外国語による国際情報
発信等は積極的に提供するのが適当だとした。
一方で，受信料を主たる財源とする公共放送
事業体である法人の基本的性格との関係，受
信料を負担する国民の意向，民間の情報提供
事業者との関係を踏まえた検討が必要だとの
基本的な視点を提示した。

そうした観点から，放送とは別の独立情報
の提供は，放送と異なる情報提供事業を行う
こととなるので，NHKの目的等基本的論点の
検討と合わせた議論が必要であり，現状での
実施を否定した。一方，放送番組の二次利用
と，放送番組をより良く理解するための関連情
報の提供（放送の補完利用）は，受信者の利
便に資すことから，一定の規模や態様の範囲
内での実施は適当であり，また，その場合は，
受信料負担が適当とされた。

その適当とする範囲内の具体的なインター
ネット提供の在り方として，規模は，BSデータ

放送程度，態様は，番組ごとのホームページ
で提供し，放送終了後1週間までとする。また，
提供する情報の分野は，放送番組については
制限を設けないが，関連情報については民間と
の調和ある事業展開の必要性を考慮して，教
育等の分野から開始し，段階的に拡大すべき
等といった点を示した。

上記の趣旨に則ったNHKの適正なインター
ネット活用を確保するため，ガイドラインの策
定・公表，毎年の予算の参考資料としてのイン
ターネット利用計画の策定，適正性に関する苦
情への対応状況の理事会，経営委員会への報
告・公表といった手続き措置を講じることが適
当とされた。

この2001年第一次報告を受け，2002年3
月に総務省がガイドラインを公表し，その後
NHKは，2007年法改正までガイドラインに
則った形で，付帯業務によるインターネット活用
業務を実施してきたものである。

付帯業務としてのインターネット活用業務で
は，放送同時，放送先行，インターネット独自
コンテンツの提供はできないとする基本的考え
方は，法改正により導入された20条2項2号
業務にも「既放送番組等」として踏襲され，規
模・提供期間による制限等の考え方は，金額
等の見直しをしつつ現在の実施基準に引き継が
れてきている。

4　本報告書で示された方向性

本報告書では，NHKの要望事項の検討に
向けて，まず基本的な考え方を示した。

視聴者の追加負担が生じないことを前提に，
放送・通信連携サービスを望む声を背景として，
NHKによるこれまで以上に積極的なインター
ネット活用業務の実施を適当としつつ，一方で
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放送を目的として設立された法人の性格から，
無限定な実施は不適切だとして，NHKが任意
業務として実施できるかの判断にあたって，次
の3つの基準を示した。
① 公共性が認められること

二元体制下で公共放送の役割として実施す
べき業務であるかの検証。具体的には民間
放送事業者がやっていないもの等。

② 放送補完の範囲にとどまるものであること
従来から採用されてきた基準であるが，そ
の範囲は，環境変化等に伴い変わりうる相
対的なものだとしている。
判断にあたっては番組との密接関連性と支
出規模の点の検証が必要。

③ 市場への影響の程度

影響が相当程度あると認められる場合は，
所要の措置をとることが必要。

これらの基準をもとにしてNHKの要望事項
を検討し判断結果が示された。概ね，特認業
務等としてすでに実施している業務については
範囲や影響が比較的明確なため，任意業務化
が適当と判断されやすいが，今後に向けて具
体的な業務の範囲が確定できないケースにつ
いては，明確化を待って判断するという考え
方がとられている（個別判断については表7参
照）。

また，インターネットを通じて映像コンテンツ
が行き交う社会情勢，放送サービス高度化が
進められるなかで，NHKインターネット活用業
務が多様化することから，これまでのように新

表 7　NHKインターネット活用業務に関する要望と判断結果

要望項目 内容 判断結果 

ラジオ放送番組の
インターネット同時配信 

認可期限終了（平成 26 年 3 月末）
後も引き続き実施を要望。 

認可期間終了後も継続して実施することが適当。 
（難聴対策として高い公共性。既に民放も同様の業務を実施して
おり，継続することによる市場への影響低 等。） 

オリンピック等の放送
対象外競技のライブ配信 

ロンドンオリンピックについて，認
可を受けて実施したが，今後，同様
のケースでも実施を要望。 

オリンピックについては問題ないが，それ以外の同様の業務実施
については，明らかになった時点で検証が必要。 

（公共性あり，追加コスト低等。五輪以外のものは別途個別に要
検証。） 

災害情報や防災等に
資する情報の積極的提供 

災害情報や防災・減災に資する情報
を，今後も積極的にできるよう，制
度上明確化を要望。 

災害情報については問題ないが，防災・減災情報については，そ
の内容が明らかになった時点で検証が必要。 

（公共性高，市場影響低，密接関連性あり，等。） 

既放送番組等の無料提供
期間に係る制約廃止 

既放送番組等の無料での提供につい
て，提供期間の制約（放送終了後 1
か月程度）の廃止を要望。 

支出規模は「業務の実施基準」で「40 億円程度」の上限があり，
提供期間に係る制約を廃止しても問題ない。

（公共性あり，市場影響低，密接関連性認められる（現在放送と
の関連まで求められていない），支出規模はむやみに拡大しない
よう配意が必要。）  

業務ツールとしての
インターネット活用 

NHK 主催イベントのライブ中継を
2 例に限り実施中。今後，他イベン
トでも実施するため，業務規定上明
確化を要望。 

範囲・趣旨が不明確であり，要明確化。その上で個別判断。
業務ツールであることのみをもっては認められない。  

ハイブリッドキャストの
提供 

今後，十全に実施できるよう，番組
関連資料の放送と同時のネット配信
をできるよう要望。 

まずは個別具体的な業務内容の明確化が必要。その上で， 先導的
役割を果たすことを基本としつつ，ルール明確化に取り組むこと
が必要。 

インタラクティブな
学校教育コンテンツ提供 

学校向け教育番組に関して，インタ
ラクティブな学習コンテンツをネッ
トで提供することを要望。 

範囲・趣旨が不明確であり，要明確化。その上で個別判断。 
独自コンテンツ要素が強いものは認められない。 

VOD 事業者への番組提供
への区分経理適用 

Ｂ to Ｃだけでなく，Ｂ to Ｂについて
も同じ区分で経理することを要望。 

上の基準とは別に判断。権利処理等共通的に経費発生しており，
受信料財源毀損防止のため，同一区分経理の必要性あり。 

（本報告書の概要より）
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規業務の都度，業務範囲や規律上の位置づけ
を個別に整理することは，複雑化，混乱を招
きかねない状況が予想される。そのため，業
務範囲や規律の体系化，明確化，透明化の
観点からNHK自らが包括的な実施基準（以
下「包括的実施基準」）を策定し，大臣認可を
受ける方法が提案された。NHKの自主・自律
に配慮し，柔軟な見直しも可能であり，新たな
試みとして有力な選択肢と位置づける。この
場合，無限定な業務拡大につながらないよう，
見直し，苦情処理等の措置も含めて包括的な
実施基準で規定するとともに，一定期間のレ
ビュー等の仕組みが例示されている。

なお，NHKのインターネット活用業務につい
て，第三者的機関の仕組みについての提案が
民放連・新聞協会からあったが，多額の費用
とあまり活用されていないという外国の事例等
から十分慎重な検討が必要とされた。

5　残された課題等

本報告書では，前述のとおり，NHKが任意
業務として実施するインターネット活用業務の
適正範囲についての判断基準が示され，個別
業務の判断にあたり，サービス内容や業務範
囲の明確化が求められた。ハイブリッドキャス
ト関連業務のように，立ち上げ期の業務であっ
て，NHKの先導的役割やサービスの明確化
が難しいという事情は認めつつも，明確化が
必要との判断である。

そうしたなかで，放送事業者としての自主自
律と柔軟な見直しを可能とする新しい試みとし
て提示された包括的実施基準の考え方である
が，基準を定めるには総務大臣の認可を要す
るため，行政権限が包括的な業務に及び，一
面では規制強化となることが懸念される。仮に

これが実現する場合には，NHKの基準策定
等の手続きの明確化とともに，大臣認可にあ
たっての判断基準が明確にされる必要がある
と思われる。

今回のNHKの要望は，制度整備を急ぐ事
項を提出したものと思われる。インターネット
活用業務で注目されるテレビ放送の同時配信
については，時代の流れだとしつつも，受信
料負担との関係，権利処理，技術的問題を一
体的に検討し，筋道をつけることが必要だとの
NHK会長の見解が会見で示されている。

Ⅴ　まとめとして

本研究会における検討は，過去の研究会等
で積み重ねられてきた，法に裏打ちされた政策
目的から演繹的に導かれる基本的筋道に沿っ
て行われ，現在のメディア情勢，放送を取り巻
く環境変化に即し，現状における最適を探る
ものであった。そうした意味では，道筋を大き
く変更するというものではなかったと考える。

放送制度上の規制の緩和は，一度失われる
と復元が難しい多元性等への影響を考慮して，
抑制的に実施し，その影響を確認しつつ段階
的に進めていくという手法がとられている。社
会情勢，経営環境の変化が著しいなかでは，
研究会等による定期的な見直し作業を行うこと
によって調整を図り，これまで有効に機能して
きたものと思う。しかし，こうした検討は，規
制も緩和も多元性等表現の自由への影響を考
慮しつつ，その時点の最適を探る専門的な議
論となり，底流として常に意識されているはず
の視聴者利益が見えづらくなる傾向があるよう
に思える。

地デジ完全移行後のテレビについては，「次

Ⅴ　まとめとしてⅤ　まとめとして
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世代スマートテレビ」，「4K・8Kテレビ」と新し
い方向性を打ち出し，動き出している。さらに，
テレビを取り巻く世界では，スマートフォン，イ
ンターネット，ビッグデータの活用等を中心に，
放送法の規律を受けない様々な事業者も含め
た動きが加速している23）。

時代は確かに大きく動いている。本稿では
余り触れていないが，放送法も2010年の大改
正で器として大きく変容した。本報告書におい
て，今後検討するとされた原則論への影響が
大きいテーマ等について，視聴者利益に資する
よう，放送制度としてどのように対応していくべ
きなのか，今後の研究会での検討に注目して
いく必要がある。　           

         （やまだ きよし）
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研究会資料をもとに記載する。
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 12） 2013 年 6 月 18 日取りまとめ公表。
 13） 国の要請，NHK の応諾により，自主放送と混

在して実施。要請分の費用は国が負担（法 65 条，
67 条）。なお，国の交付金割合は国際放送の全
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改正で命令放送から改正。

 14） 法 158 条～ 166 条，同法施行規則 183 条～ 210
条。基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準
に関する省令の認定放送持株会社の子会社に関
する特例を定める省令（持株省令）。

 15） 本研究会第 4 回「（株）みずほコーポレート銀
行産業調査部　資料 20 頁」
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