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はじめに 

ＮＨＫ第２次コンプライアンス委員会（以下、本委員会）は、平成１９年

１１月に、経営委員会より、「コンプライアンス体制強化に向けてのガバナ

ンスのあり方」と「内部統制システムの整備・運用状況に関する評価」につ

いて諮問を受けた。 
当該諮問に即して、本委員会は、平成２０年２月１２日に、ＮＨＫのコン

プライアンス体制確立に向け、コンプライアンス推進のための組織のあり方

に対する見解を中心とした「中間答申」をまとめ、また、同時に平成２０年

１月に発覚したＮＨＫ職員による株取引不正疑惑に関する事後対応に関し、

経営委員会からの要請に応じ、緊急提言をまとめ、経営委員会に提出した。 
   その後、本委員会は、ＮＨＫのコンプライアンス体制の推進、内部統制シ

ステム構築の状況等について検証するため、ＮＨＫ本体のみならず、特に、

関連団体を含むＮＨＫグループ全体としての取り組みに着目し、ＮＨＫ執行

部、ＮＨＫ経営委員会、ＮＨＫ関連団体および内部統制システムに係るコン

サルタント会社との意見交換を行った。さらに、実状をより正確に把握する

ため、本委員会の委員全員により、ＮＨＫの本部および複数の地域放送局の

中堅・若手職員を中心とした現場ヒアリングを実施した。 
本年１月、ＮＨＫは、２０年ぶりに外部から会長を招聘した。また、４月

から改正放送法が施行され、経営委員会の権限が明確化されるとともに、新

たに監査委員会が設置されるなど、ＮＨＫのガバナンス体制が強化された。

さらに、５月には、職員の株取引問題に関する第三者委員会から、インサイ

ダー取引の再発防止策を含むＮＨＫの組織再生に向けた諸提言がなされた。

このように、この１年の間に、ＮＨＫのコンプライアンス・およびガバナン

スをめぐる環境は大きく変化した。加えて、１０月１４日、難産の末、次期

３か年経営計画が議決された。まさにＮＨＫは大きな課題に真剣に取り組む

ことが求められている。 
本委員会は、こうした内外の状況の大きな変化を踏まえつつ、ＮＨＫが視

聴者からの全幅の信頼を獲得することを目指して、当該諮問事項にかかる問

題点の摘出とこれに対する提言について、以下の構成にまとめ、最終答申と

して経営委員会に提出する。 
なお、本委員会委員全員の共通する危機意識については、「おわりに」に

付言する。 
 

第１章 諮 問 
第２章  最終答申  

第１節 問題点の指摘および評価 
 第２節 提言 
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第１章  諮 問 

本委員会は平成１９年１１月、経営委員会から次の事項について諮問を受けた。 
 

  
   
 

 １ コンプライアンス体制強化に向けてのガバナンスのあり方 
      

（１）コンプライアンスの視点から見た、経営委員会を含むＮＨＫの 

ガバナンス上の問題点の指摘、およびその改善策についての 

アドバイス  

 

（２）現在あるコンプライアンス関連組織中､重複するもの､非効率的 

なものがあれば、それの指摘およびその改善策についての 

アドバイス 
    

２ 内部統制システムの整備・運用状況に関する評価 
 
 

 上記の諮問事項に対して、次の第２章第１節において、諮問事項１で求め

られている「問題点の指摘」および諮問事項２についての「評価」を記述し、

第２節において、その現状認識に基づく改善策に関する「提言」をまとめた。 
基本的に、諮問事項に沿って記述したが、本委員会としては、議論の経過

において、特に関連団体を含むＮＨＫグループ全体の取り組みが重要である

との判断に至ったことから、「関連団体を含めた取り組み」については、別

に項目を立てて記述した。また、諮問事項２では「評価」のみが求められて

いるが、本委員会としては、評価に基づく若干の提言も行うこととした。 
指摘した問題点と提言との関係をわかりやすくするために、第２章第１節

に記述のそれぞれの問題点・評価の末尾に、対応する提言の番号を記した。 

 

 

 

諮問事項 

3



 

 

第２章  最終答申   

第１節 問題点の指摘および評価 

 
 

 

1 コンプライアンス体制強化に向けてのガバナンスのあり方 

（１）コンプライアンスの視点から見た、経営委員会を含むＮＨＫのガバナ 

ンス上の問題点の指摘およびその改善策についてのアドバイス  

 

〔 関連団体を含めた取り組みについて 〕 
 
問題点１ 

ＮＨＫグループ全体のガバナンスの基本的ありかたに不明確な部分があ

り、そのことがコンプライアンス体制の確立およびコンプライアンス施策

の不徹底を招く一因となっている。 
 

 
本委員会は、中間答申において、コンプライアンス体制の整備、内部統制

システムの構築および情報セキュリティ対策のいずれにおいても、関連団体

については後順位とする傾向が見てとれることから、早急に見直しの必要性

があることを指摘した。 
その後ＮＨＫは、会長を責任者とする「リスクマネジメント委員会」など

リスクマネジメントおよびコンプライアンスを一元的に推進する新たな組

織を発足させ、関連団体についても、関連団体トップで構成する「関連団体

リスクマネジメント責任者会議」、実務者による「関連団体リスクマネジメ

ント推進担当者会議」などの会議体を整備し、関連団体も含めたコンプライ

アンス・内部統制を推進するための体制を構築しており、これには一定の評

価が与えられる。 
しかしながら、こうした体制が、本委員会が中間答申で求めた、グループ

全体の「一元的な責任体制・推進体制」を実現したものになっているかと言

えば、いまだ不十分と言わざるをえない。 
本委員会が実施した関連団体との意見交換において、各社のトップは一定

の危機感を持ち、自ら率いる会社の内部統制の実を上げるべく改革に向けて

問題点の指摘 ＜諮問１－（１）＞について

＜諮問１－（１）＞ 
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取り組んでいることは見てとれた。しかし、ＮＨＫグループ全体のコンプラ

イアンス体制については、本体からの指示・通達を待つ受身の姿勢も垣間見

られ、自らそれを主体的に作り上げていくという気概が十分に伝わってこな

かったこともまた事実である。 
これは、関連団体の責に帰する問題ではなく、グループを統括する立場に

あるＮＨＫにおいて、関連団体を含むグループ各社の業務範囲や役割分担、

役員体制、資本構成および配当政策などの基本方針やガバナンスの基本思想

が必ずしも定まっておらず、本体と関連団体の関係およびＮＨＫグループ運

営における関連団体の位置付けが明確にされていないことが主因である、と

本委員会は考える。 
関連団体のトップは、すべてがＮＨＫの役職員ＯＢであり、先輩後輩の上

下関係から、ともすればガバナンスを効かせにくい状況が生じている。    
また、関連団体の役員体制をみると、非常勤取締役については、大半が当

該関連団体への業務委託元であるＮＨＫの部局長で構成されており、“利益

相反”の問題を内在させている。同様に、非常勤監査役についても、多くが

ＮＨＫ総合企画室〔関連事業〕の職員で構成されていることから、その専門

性を含む適格性に疑念がある。現状では、適格性のある外部取締役および監

査役の採用は少数にとどまっており、中立的な外部者の意見を経営に反映さ

せる仕組みになっていない。 
こうした体制には相応の理由もあるが、ＮＨＫ本体と関連団体のガバナン

スの基本的な考え方や両者の関係が曖昧になっていること、またガバナンス

を効かせにくい状況が慣行となっていることなどが、ＮＨＫグループ全体の

リスクマネジメントおよびコンプライアンス推進への主体的な取り組みを

妨げ、あるいは、積極的な取り組みに統一感を欠き、濃淡を生じさせたりす

る一因となっている点については、今後、関連団体全体のガバナンスのあり

方に関する見直しの中で検討を行うことが必要である。 
（⇒提言１） 

 
 

問題点２ 
関連団体を含めたＩＴ全般統制の検討・実施体制が不十分である。 

 
 
本委員会は、中間答申において、これまでは、関連団体を含めたＮＨＫグ

ループ全体のＩＴ全般統制の検討がほとんどなされていない状況にあるこ

とを指摘した。 
これを受けてＮＨＫは、総合リスク管理室を中心に部局横断組織として

「ＩＴ統制推進プロジェクト」を設置し、ＮＨＫグループのＩＴ統制を一元

5



 

 

的に推進する体制を整備し、検討を開始したとしている。 
しかし、当該プロジェクトは、情報を共有しつつ、衆智を集めるためには

適しているが、時として、「船頭多くして･･･」の譬えのように、各組織がそ

れぞれの事情を主張する結果、検討のスピードを鈍らせるマイナス面も併せ

持つ体制と言える。 
またこの体制は、本委員会が中間答申で求めたように、当該組織を会長直

属とするなどの方法により、ＩＴ統制の基本方針などの組織内への迅速かつ

確実な浸透を保証するという点でも、十分なものとは言いがたい。 
さらに、再構築されたシステムの適切な管理・運用を定期的に検証してい

く監査体制も十分に整備されているようには見受けられない。 
                          （⇒提言２） 

 
〔コンプライアンス施策、ガバナンス体制について〕 
 
問題点３ 

ＮＨＫには、不祥事の原因となりかねない、特殊な組織風土がある。 
 

本委員会は、現場ヒアリングなどの活動を通じて、ＮＨＫおよび関連団体

には独特の組織風土があることを強く感じた。すなわち、①組織の縦割り構

造が強固なあまり、横の組織との繋がり、連携が希薄であるということ、そ

して、この縦割り構造とも関連があると考えられるが、②先般の第三者委員

会による調査に非協力的な者が存在するなど、自らの職域以外の者から指摘

を受けることに強い抵抗感をもつ傾向があること、さらに、③再雇用問題に

見てとれるように、身内に甘い組織であるということ、などである。 
このような組織風土の特色は、現在のＮＨＫに求められている、外部の意

見に謙虚に耳を傾け、危機感を共有してコンプライアンス意識を高めていく

ためには明らかにマイナスに作用していると言わざるを得ない。 
このうち、組織の縦割りが強固であることは、専門性を高め、プロフェッ

ショナルを育成していくためには確かにメリットもある。しかし、専門性を

高めることと並んで、各部局を貫く横串としてのＮＨＫという組織の根本的

なあり方は共有されるべきであり、これらは両立可能なはずである。 
本委員会の放送局ヒアリングにおいては、たとえば放送部門と営業部門の

意識の差が顕著に見受けられた。すなわち、放送部門は自らの忙しい仕事を

こなすのに精一杯でＮＨＫの財政＝受信料について考える余裕がなく、他方、

営業部門は不祥事が受信料に与える影響を身にしみてわかっている、という

傾向が見受けられた。 
また、ヒアリングでは、人事・労務施策に対する不満の声も多く寄せられ

た。「評価基準が不明確であり、公正さに欠ける」―自己の人事評価に対す
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る不平・不満は、どの企業でも根絶はしがたいものであるが、ＮＨＫの場合、

番組のコストパフォーマンスを客観的に測ることが難しいことなどから、評

価基準が不明確との印象は否めない。さらに、人事異動は縦割りの組織のコ

ントロールのもとで行われる傾向が強く、特に地域放送局においては、現場

の直属の上司の意思が反映されにくい状況があるなどの構造上の問題も、人

事評価への不満に繋がっていると思われる。これらは、職員のモチベーショ

ンを下げ、不祥事の原因の一つにもなりうるため、コンプライアンス上放置

すべきではない。 
そのほか、本委員会が中間答申で指摘したように、本来、改革あるいはコ

ンプライアンス推進の中核となるべき中堅ないしは中間管理層に位する職

員の中には、十分にその責を果たしていない者も見受けられること、また、

ＮＨＫ職員のこれまでの不祥事のほとんどが、この層に位する職員によるも

のであることも組織風土の特徴としてあげられるにもかかわらず、これらの

層に対する十分かつ集中的な対応がなされていない。 
ＮＨＫに向けられている厳しい目を全職員が意識し、コンプライアンス体

制を強化していくためには、組織風土まで踏み込み、組織の基盤ともいえる

土壌の部分から変えていく抜本的な改革が不可欠である。 
                          （⇒提言３、４） 

 
問題点４ 

経営層から組織への意思伝達（トップダウン）、組織から経営層への意見

具申（ボトムアップ）のコミュニケーションが十分に機能していない。 
 

  本委員会が放送局で実施した現場ヒアリングでは、「新会長がわざわざ地

域の放送局に足を運んで話してくれて、初めて考え方がわかった。」と高く

評価する声が聞かれた。しかし、これは逆に、これまではトップの考え方が

伝わっていなかったということの証左でもある。これだけをもって断定する

ことはできないが、会長が出向かない限り経営層の意思が現場に伝わらない

としたら、コンプライアンス・ガバナンス上大いに問題であると言わざるを

えない。 
ＮＨＫにおける重要事項の意思伝達は、部局長や放送局長など組織の長を

通じて正しく伝えられるべきであるが、現実的には、伝えるべき情報が中間

段階で止まっていたり、電子メール等により通達や文書を一方的に送ること

で事足れりとしている傾向も見受けられ、十分なフォローアップがされてい

ないなどの問題が懸念されるところである。 
また、本部から地域放送局へ伝えられる様々な情報の中には、地域放送局

を統括する放送局長がまず知るべきものであるにもかかわらず、局長を経由

せずに縦組織で行われるものもあり、ガバナンス上の大きな問題であると言
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わざるをえない。 
一方で、組織からの意見を吸い上げ、経営に反映させていくことも、「風通

しのよい」組織づくりのためには重要であるが、現状では十分に行われてい

るとは思われない。 
このように、トップダウンとボトムアップの経路の双方において、改善す

べき点が多々見受けられる。 
                         （⇒提言５） 

 
問題点５ 

不祥事に対する対応策・再発防止策の多くが、個々の不祥事の後追い、 
「もぐら叩き」的な対応に終始しており、予防的かつ総合的対策が十分と

は言えない。 
 

平成１６年の不祥事発覚以来、ＮＨＫはさまざまなコンプライアンス施策

を講じてきたが、残念ながらその後も、形を変えた不祥事が相次ぎ、その度

にＮＨＫは事後的な再発防止策の策定に追われてきた。このような対応は、

同種の不祥事を二度と起こさないためには必要なものではあるが、実効性に

ついて必ずしも十分な議論がなされていないように思われるものもあり、ま

た、そのことが逆に、組織構成員のやる気を殺いできた面があることも否め

ない。 
また、何よりも、このように対症療法的な対応に終始している限り、形を

変えた新たな不祥事の発生を未然に防ぐことができない。その意味では、Ｎ

ＨＫは、種々のコンプライアンス施策に必死で取り組んでいるにもかかわら

ず、大きなリスクを見逃す可能性が潜んでいる状態にある。これはＮＨＫの

コンプライアンス上、非常に大きな不安材料である。 
                          （⇒提言６） 

 
問題点６ 

種々のコンプライアンス施策がなぜ必要か、についての理解が現場に浸透

しておらず、研修も、コンプライアンス意識を高め、不祥事の発生を防止

していくうえで実効あるものとなっていない。 
   

本委員会で行った現場ヒアリングでは、非常に忙しい現場実態の中で、

種々のコンプライアンス施策を「煩わしい」「現実的でない」と受け取って

いる職員が少なからずあった。本委員会が見ても過剰と思われる施策がない

わけではない。しかし、それ以上に問題なのは、再発を防止するために必須

な施策であっても、それがなぜ必要なのかという理解が多くの職員に浸透し

ていないことである。 
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また、コンプライアンス研修についても改善の余地がある。少なくとも、

上記のような理解が浸透していない現状を改善するという視点をもった研

修カリキュラムを検討すべきである。 
また、インサイダー取引の後には、「インサイダー取引とは」という研修

が実施され、周知の徹底がなされた。このような不祥事を二度と起こさない

ための必須の研修であったが、全般的には、事後的な対応に終始している傾

向が見てとれる。すなわち、形を変えた予期せぬ不祥事が起こるリスクは依

然として組織に内在しているにもかかわらず、研修の内容が必ずしも予防的

なものになっていない。 
                            （⇒提言６） 

 
 

問題点７ 
経営委員会と執行部、監査委員会と執行部そして経営委員会・監査委員会

と内部監査室など、ガバナンスに関わる各組織の位置づけ、相互の関係等

がまだ整理の途上にある。 
 
経営委員会を含めたガバナンスについては、２０年４月に放送法が改正さ

れ、執行部を監督し、経営の重要事項を議決する、という経営委員会の権限

が明確化された。 
今後は、改正放送法の趣旨に則り、経営委員会としての権限を厳正に行使

することにより、執行部に対する監視を含め、適切にその役割を果たしてい

くことが期待される。そのためにも、改正放送法で義務づけられた「視聴者

意見聴取」等を通じて、ＮＨＫを支える視聴者の皆さまが、公共放送ＮＨＫ

に望んでいることは何なのかを幅広い層から吸い上げ、委員会の議論に反映

させていくことが求められる。 
また、監事制度が廃止され、監査委員会が新たに設置されて、その権限等

についても整備がなされた。監査委員会には、外部の視点で、徹底的な監視・

監督および監査を行うことにより、ＮＨＫのガバナンスおよびコンプライア

ンス体制確立の中枢を担うことが大いに期待される。    
このように、ＮＨＫのガバナンスを強化するための体制は法により整備さ

れたが、その監督・監査機能を実効あるものとするためには、今後は各組織

の位置づけや機能、相互の関係性をより明確に整理するなど、実践を通じた

取り組みが必要である。 
                            （⇒提言７） 
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1 コンプライアンス体制強化に向けてのガバナンスのあり方 

（２）現在あるコンプライアンス関連組織中、重複するもの、非効率的なも 
のがあれば、それの指摘、およびその改善策についてのアドバイス 

 

〔コンプライアンス関連組織について〕 
 
問題点８ 

コンプライアンス関連組織は一応、調整されたが、方針の策定ないし伝達

組織に多層化が見られ非効率であるうえ、責任体制が曖昧になっている。 
 
本諮問事項については、本年２月の中間答申において、「組織としての最

終責任の所在を明らかにし、コンプライアンス推進における責任体制を一元

化すること」「担当役員の一人制にあわせて統合・一元化を目指した専任組

織を早急に設置すべき」ことを提言した。 
これを受けてＮＨＫは、会長をＣＣＯ、ＣＲＯとする「リスクマネジメン

ト委員会」を設置し、その事務局の「総合リスク管理室」を中心に、コンプ

ライアンスとリスクマネジメントを一元的に推進する体制を整えた。このよ

うに、会長を最終責任者とする一元的な体制を整備したことは一定の評価が

できる。 
しかし、その下部組織の「責任者」、さらにその下部の「担当者」の組織

構成は、これまでのＮＨＫの業務運営組織を維持し、移行させ、そのままあ

てはめたもので、多層的かつ非効率の印象が否めない。  
特に、関連団体との関係については、関連団体のトップは「リスクマネジ

メント委員会」に常時出席せず、必要に応じて参加するとされており、関連

団体のトップがＮＨＫグループのリスクマネジメントおよびコンプライア

ンスに関する基本方針や重要事項の決定に参画する体制、すなわち、関連団

体が主体的に取り組んでいく体制となっていない。 
ＮＨＫグループのコンプライアンス体制の確立は急務であり、業務運営上

の体制とは別に、コンプライアンスに特化した、より一元的な責任体制・組

織体制を構築すべきである。 
                           （⇒提言１） 

問題点の指摘 ＜諮問１－（２）＞について 

＜諮問１－（２）＞ 
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２  内部統制システムの整備・運用状況に関する評価 
 
 

〔内部統制について〕 
 

評価１ 
内部統制システムの構築の目的を、「現場の活性化とモチベーションの向

上」などと広くとらえていることは評価できる。しかし、そのことの理解

が、現場の一人ひとりの共有するところとなっていない。 
 

 内部統制システムの構築については、推進プロジェクトが立ち上げられ、

「組織の横断的な点検」「リスクへの対応」はもちろんのこと、「業務の重複

等の排除による経営資源の効果的活用」や「現場の活性化とモチベーション

の向上」とその目的を幅広くとらえていることは、中間答申でも評価した。 
しかし、現状では、いまだ組織の一人ひとりにこのような認識が浸透して

いるようには見受けられず、ＮＨＫを愛する職員の改善意見等が十分生かさ

れていないように見受けられる。また、「内部統制＝締め付け」という受け

取りをしている職員も少なからず存在することも否めない。少なくとも、現

場が「締め付け」と受け取っている限り、強固な内部統制システムの確立は

難しいであろう。 
内部統制システムに対する正しい理解を浸透させるためには、当該システ

ムの構築に当たって、現場の一人ひとりの意見ないし提言を最大限に生かし

たものとしていくことが必要である。 
ＮＨＫグループの職員および社員が内部統制システムの構築の必要性を正

しく理解し、これに積極的に参加していくことによってのみ、実効あるシス

テムができあがると考える。 
                       （⇒提言８、９） 

 
 
評価２ 

リスクの抽出を網羅的に行いつつあることは評価するが、リスクに対する

評価対応が不十分である。また、ＩＴ全般統制をはじめとするグループ全

体の統一的な基本方針の検討が著しく遅れている。 

評価 ＜諮問２について＞ 

＜諮問２＞ 
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前述したような「もぐら叩き」的な対応から脱却するためには、リスクの

抽出は網羅的で漏れのないように行うべきである。しかし、現実には、イン

サイダー取引のリスクについてＮＨＫの中での認識があったにもかかわら

ず、具体的な対応が間に合わず、事件を防げなかったという反省からも、抽

出されたリスクに優先度をつけて、重要なリスクに対しては早急に対応する

ことが特に重要である。 
また、内部統制プロジェクトのスタート段階において関連団体を後回しに

したことから、関連団体を含むグループ全体としての検討が遅れていること

は大きな不安材料となっている。その遅れを取り戻すために、新たな組織に

おいて、精力的に取り組んでいることは理解するものの、グループ全体の統

一方針の策定の遅れなど、スピード感についてはいまだ不十分であると言わ

ざるを得ない。 
さらに、ＮＨＫと関連団体の業務が番組制作をはじめ、その多くを外部ス

タッフに依存している現状からすれば、ＮＨＫグループ全体として、外部の

個人スタッフも含めたリスク抽出と対応を速やかに進める必要がある。 
                          （⇒提言８） 

  
以上の認識を踏まえ、本委員会として、次のとおり提言する。 
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第２節  提 言 

 
 
〔関連団体を含めた取り組みについて〕 
 
提言１ ＮＨＫ本体と関連団体との業務範囲を含む役割分担、関連団体の役員

体制、資本構成および配当政策などの基本方針を明確化するとともに、グ

ループ全体のガバナンス体制を強化すること。 
また、内部統制システムの構築およびコンプライアンス施策については、

関連団体等を含めた統一的な方針を早急に策定し、ＮＨＫグループ全体が

一体となって主体的に取り組む体制を整備すること。 
これらの施策を通じて、グループ全体の職員および社員のモチベーショ

ンを高めていくこと。 
 

ＮＨＫグループのコンプライアンス体制強化のためには、ＮＨＫグループ

を統括する立場にあるＮＨＫにおいて、関連団体を含むグループ各社の業務

範囲や役割分担、役員体制、資本構成および配当政策などの基本方針やガバ

ナンスの基本思想を明確化し、本体と関連団体の関係およびＮＨＫグループ

運営における関連団体の位置付けを明確にする必要がある。ＮＨＫは、先般

公表の次期経営計画において、こうした課題の一部についての施策を打ち出

してはいるものの、必ずしもグループ経営全体の明確なコンセプトを示しえ

ていない。 
特に、ＮＨＫグループ全体のモチベーションを高めていくためには、関連

団体との関係における出向や転籍などの公正かつ民主的な人事施策を推進

していくことが重要である。そして、ＮＨＫと関連団体、関連団体相互の役

割分担の明確化を通じて、各組織とその構成員、とりわけ、独自採用社員が

自らの使命をはっきりと自覚して、高いモチベーションを持って改革に取り

組めるようにすることが必要である。 
また、関連団体の役員体制については、これまで、トップをはじめ、取締

役の大半がＮＨＫＯＢで占められてきているが、今後は、独自採用社員の積

極的登用および適格性に疑義のない外部取締役・監査役の任命などの実行に

より、グループ全体のガバナンス体制を強化すべきである。 
ＮＨＫの事業運営そのものが関連団体や外部スタッフ等に大きく依存し

ていることからすれば、関連団体等を含めたコンプライアンス体制の確立や

リスク管理は喫緊かつ最も重要な課題の一つである。関連団体をはじめ、外

部プロダクションや派遣スタッフなどを対象に、リスク抽出やコンプライア

提  言 
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ンス研修、情報管理など、統一的な対応が求められる。 
  これらの重要施策は、関連団体に対する一方的な押し付けになってはなら

ない。規模も業務態様も違う個々の関連団体固有の意思を尊重し、関連団体

の側も参加する場で率直な意見交換を行ったうえで決定し、実行に移すべき

である。 
本委員会は、関連団体が本体とは別法人であり、中には公益法人もあるな

ど、本体との支配関係ないし命令関係に難しい問題があることは十分に承知

している。しかし、ＮＨＫの場合、ひとたびコンプライアンス上の問題がグ

ループ内に生じればグループ全体が指弾されること、改正放送法においては

企業集団としてのＮＨＫグループの内部統制の構築が求められていること

から、コンプライアンスに関しては、グループ全体に明確かつ一元的な責任

体制・推進体制を敷くべきであると考える。放送法上、各社の独立性を確保

する必要があるとしても、各社の自主的な協力までを否定する必要はなく、

各社の協力のもとで、強く連携した統一的対策を実施することは十分可能で

あろう。 
 

 
提言２ ＮＨＫグループ全体のＩＴ全般統制を推進するための万全な組織体

制を整備し、基本方針を速やかに策定して情報セキュリティを確保すると

ともに、システムの検証を定期的に行うこと。 
 
たとえば、ＮＨＫと営業業務支援の関連団体は、受信料の契約情報として

約４,０００万件を超える膨大な個人情報を保有している。当該関連団体は、

この個人情報の管理に最大級の注意を払っているが、ひとたび流出したとき

の被害ないし損害ははかりしれない。また、ＮＨＫと制作系関連団体は、番

組情報に関連する個人情報も相当な数を保有している。これらの情報管理は、

十分すぎるほど十分な対応が求められる。各種サーバの設置、関係者のアク

セス制御方針、関連団体相互、ＮＨＫ本体と関連団体とのファイルサーバの

利用関係、さらにはＮＨＫグループ全体のネットワーク構築方針などについ

て、早急な検討を行い、統一方針を打ち出して、経営戦略に即したＩＴ全般

統制の強化を図るべきである。 
また、種々のシステムが、業務ごとあるいは各社ごとに異なっていること

から、手続きやマニュアル、情報セキュリティ等に関する規程等が個別に策

定されており、統制を強化するにあたり障害となっている。そして、そのこ

とが、情報漏えいやデータ紛失あるいはデータの不正使用などのリスクを増

大させている。すべてのシステムを統一するのは莫大な費用と時間を要する

ため、現実的ではないが、リスクを極小化するために必要なシステムの統一、
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経理システムなどの基幹システムの共通化の検討およびシステム管理の基

本方針の策定は早急に進めていくべきである。 
   さらに、再構築されたシステムのリスク管理を継続的に行い、定期的に監

査を行う体制を強化すべきである。 

こうしたＩＴ全般統制の確立のためには、ＣＣＯ、ＣＲＯたる会長の強い

リーダーシップのもと、組織の隅々まで方針を徹底させられるだけの組織体

制およびマンパワーの確保等が不可欠である。 

 

 

〔コンプライアンス施策、ガバナンス体制について〕 
 
提言３ 職場内および職場相互のコミュニケーションを活発にして、“風通し

のよい”民主的な組織風土づくりに努めること。 
   

ＮＨＫは、次期経営計画において、経営委員会が強く促した結果、組織風

土改革に全力をあげることを約束し、「“すべては視聴者のみなさまのため

に”を貫き、その声を経営に反映していく」「縦割り構造の弊害を取り除き、

活力のある風通しのよい組織を創り出すため、組織・人事制度の改革を進め

る」としている。これらの諸施策を着実に実行していくことはもちろん、常

に原点に立ち返りながら、何のための改革かを自問しつつ、ＰＤＣＡのサイ

クルを回してより抜本的かつ実効的な施策を打ち出すために不断の努力を

傾けるべきである。 
 しかし、こうした制度面のアプローチも必要ではあるが、組織風土を変え

ていくためにはそれだけでは十分ではなく、組織の各層が、日々、意識して

コミュニケーションを図ることが特に重要である。つまり、組織内の意見交

換、関連団体や外部スタッフを含めた組織と組織の意見交換、外部との意見

交換などを通じて、相互に意識を高め、風通しのよい民主的な組織風土づく

りをしていくことが求められている。 
 また、同計画では「ミドルマネジメント層の育成に向け、部局を超えた異

動を計画的に実施する」ことを打ち出しているが、不祥事の多くをこの層の

者が引き起こしていることを考えれば、「部局を超えた異動」以前の問題と

して、管理職への任用制度のあり方の再検討、意識向上への集中的な教育研

修が必要である。そのうえで、これらの階層の徹底したスキルアップ、マネ

ジメント能力の向上を図っていくべきである。 
一方、本委員会の現場ヒアリングでは、かつて地域放送局などで行われて
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いた各種スポーツ大会などが、異なる職場間のコミュニケーションや意識の

共有に大きな役割を果たしていた、という声も耳にした。組織風土改革には、

こうした福利・厚生施策まで含めた総合的かつ全局的な取り組みが必要であ

る。 
 

 
提言４ 公平、公正な人事評価制度およびバランスのとれた要員体制や異動構

造を構築することにより、職員のモチベーションを高めること。また適正

な要員配置と処遇の検討を真摯に行うこと。 
 

次期経営計画では、この人事評価制度についても、「複数評価者により個

人の目標達成度等を的確に評価する制度を確立し、処遇に反映する」との施

策を打ち出しているが、実施にあたっては、その目的を組織に十分に浸透さ

せたうえで、実効的な取り組みとすることを期待したい。 
また、ＮＨＫでは、本部志向が強いにもかかわらず、本部と地域放送局と

の要員比率から、なかなか異動希望が叶わないことに起因するモチベーショ

ン低下も見受けられる。次期経営計画では、その対策として、「地域に密着

した多様なサービス実現のため、体制を強化する」ことがあげられているが、

問題は具体的にどのような体制とするかである。放送部門などにおいて、よ

り多くの人に見てもらえる番組を作りたい、そのためには本部で活躍したい、

と考えるのは当然の気持ちである。そこでたとえば、地域放送局における全

国放送番組制作の機会を増やすなどの対応が考えられる。このことは、ＮＨ

Ｋが次期経営計画で掲げている、「地域からの全国発信の強化」にも繋がる

もので、地域の視聴者の要望にもかなうはずである。 
さらに、業務があまりにも繁忙なため、ＮＨＫ全体のことなど考える余裕

がない、という実態も見受けられる。今一度、業務量と要員配置が適正であ

るかを検証し、要員の適正な再配置を行う必要がある。また、不祥事以降、

一律に低く抑えられてきた職員の処遇については不満を感じる者もおり、今

後、より適切な評価に基づいた対応を行うべきである。  
いずれの施策も、短期間で達成できるものではないが、ＮＨＫを支える職

員一人ひとりのモチベーションを高めていくことこそが、組織風土改革に繋

がり、コンプライアンス体制強化の早道であると心得るべきである。 
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提言５ 経営の意思を組織の隅々にまで浸透させるため、責任ある立場の者が

経営トップの意思を自らの言葉で、的確に伝えるとともに、若者を含む現

場の意見を取り入れるボトムアップの仕組みを構築すること。また、情報

の伝達方法を見直すこと。 
 

組織風土を改革し、職員一人ひとりの意識を変えていくためには、会長以

下経営層が組織に強いメッセージを絶えず送り続けることが必要である。こ

のため、「今月の会長メッセージ」「役員と語る会」などの取り組みを引き続

き強化・継続していくことは意義がある。 
しかし、会長ら役員が現場へ出向くのには限界もあることから、それぞれ

の組織の長が、会長ら経営層の意思を、自らの言葉で的確に職員に伝えてい

くことも必要である。こうした使命を的確に果たせるポスト長の選任、人材

の育成も欠かせない。次期経営計画では、「マネジメント力が求められる放

送局長・副局長の人事を戦略的に行う」としているが、この取り組みが実効

性のあるものとなるよう期待する。また、インサイダー取引の教訓から設置

された報道局の業務主幹のような職位を、全局的な位置づけに拡大すること

も検討に値する。 
一方で、本委員会が緊急提言で設置を求めた「若手職員による緊急プロジ

ェクトチーム」の提言には現場ならではの多くの貴重な示唆が含まれていた。

ＮＨＫは、当該プロジェクトからの提言についても数多く経営計画に取り入

れているが、今後も、次期経営計画の実現に向けて設置される新たな「改革

推進プロジェクト」をはじめ、真に下からの斬新な提案の場となる仕組みを

確保すべきである。また、プロジェクトの構成員が特定の層や人に偏ること

がないよう、メンバーの選任は公正かつ民主的な手続を経て行う必要がある。

なお、こうした動きを十分に理解していない職員もあることから、今後は全

職員がこのプロジェクトに関する情報を共有できるような体制を講じるこ

とも必要である。 
このように、トップダウンとボトムアップの双方の経路に血を通わせ、実

効あるものとしていくことが組織全体の意識改革には欠かせない。 
その際、一片の通達やメールによる文書等の一方向的な送付では十分に組

織に浸透してこなかったというこれまでの反省を踏まえ、心をこめて肉声で

伝えることにも意を払うべきである。電子メールは雑多な情報伝達の手段と

しては極めて効率的ではあるが、コンプライアンスに関する意識のような極

めて人間的なメッセージは、事務的な伝達では、組織の隅々まで十分に浸透

させることはできない。伝達する情報の種類にもよるが、情報の伝達方法を

適切に見直すべきである。 
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提言６ 形骸化しつつあるコンプライアンス施策やこれまでの形式的な研修

を抜本的に見直し、一人ひとりのコンプライアンス意識の醸成に繋がる実

効的な施策を講じること。 
 

ＮＨＫがこれまで講じてきたコンプライアンス施策の中には、「本当にこ

こまでやる必要があるのだろうか」と思われる瑣末なことも見られ、このこ

とが、現場職員の遵守意識を殺いでいる面もある。現場実態に照らして適切

な施策なのかをあらためて検証し、真に必要な施策は堅持すべきであるが、

逆に現場のモチベーションにマイナスに作用している施策については、見直

していくことも必要である。 
また、必要であるにもかかわらず、そのことが十分に理解されていない施

策については、職場の中で、あるいは研修等を通じて、正しい理解がなされ

るような取り組みを強化していくべきである。一人ひとりが納得しなければ、

コンプライアンス意識の真の定着はありえないからである。 
コンプライアンス研修についても、同様の観点から、その内容を大胆に改

善していくべきである。放送局への現場ヒアリングでも、「“出前広報”がと

てもよかった」という声が聞かれた。実際の経験談や事例研究が、一人ひと

りに対して、他人事でなく「明日はわが身かもしれない」と考えることを促

したものと思われる。このように、一人ひとりが主体的に考えられるような

研修に変えていくことによって、コンプライアンス意識の醸成を図ることが

必要である。 
また、これまでの研修が、後追いの対応に終始している現状からの脱却と

いう視点も必要である。今後の研修については、内部統制プロジェクトが抽

出したリスクあるいは組織・個人が自ら抽出したリスクを題材とした、予防

的なテーマ設定を心がけることが重要である。 
 
 

提言７ 改正放送法により設置された監査委員会については、内部監査部門と

の関係を含め、各機関の権限・責任を整理・確認することによって、実効

性あるガバナンス体制の一層の強化に努めること。 
 
改正放送法により、ＮＨＫのガバナンス強化策の一つとして、これまでの

監事制度に変わり、監査委員会が設置された。本年は、こうした体制が整備

された初年度であることから、本委員会は、監査委員会をはじめとする内部

統制の仕組みを構成する各機関の役割および相互の関係を整理しておくこ

とは、ガバナンス強化に有益であると考える。 
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監査委員会の業務の適切な遂行に際しては、内部監査室スタッフの充実と

内部監査室による監査委員会への適切なサポートとともに、経営委員会から

の監査委員会の独立性の確保などが課題となる。 
監査委員会による監査は、第一次的に内部統制が有効に機能しているかど

うかを監視・検証し、正しく機能する内部統制のプロセスを通じて行われる

べきである。その意味では、実態として、内部監査室による監査に依拠する

部分が大きいと思われる。監査委員会は、内部監査室への指揮・監督権限を

有しているが、内部監査室は、組織として監査委員会に直属するのではなく

執行部に属しており、監査報告はＣＥＯである会長にあげられることになっ

ているため、同時に監査委員会への報告も義務づけることによって、情報が

正しく伝達される仕組みが担保されることになる。通常は、こうした監査委

員会と内部監査室との関係により、各機関が問題なく機能して監査が行われ

るものと思われる。 
しかし、経営上層部によるコンプライアンス上の問題が生じた場合、内部

監査部門が執行部に属することから、内部監査室による実効性ある監査を期

待することは困難となる。そのため、常勤の監査委員が法律上必置の機関と

して置かれ、監査委員会は、内部監査室とは別に、直属の独立性ある事務局

を有して、執行部への監査ひいては牽制効果を確保する体制となっている。 
このような組織ないしは機能間の位置づけや期待される役割を整理およ

び確認することによって、各機関がどのような職務に特に力点をおくべきか

が浮き彫りになり、実効性あるガバナンス体制の強化が可能になると考える

が、十分な機能が発揮されるか常に検証しなければならない。 
 

〔内部統制について〕 
 

提言８ ＮＨＫグループ全体に内在するリスクをすべて把握し、影響度、重要

度、緊急度の評価を正しく行って、迅速かつ的確な対応を行うこと。 
 
インサイダー取引事件のような不祥事発生のリスクがＮＨＫの中で認識

されていたにもかかわず、それを未然に防ぐことができなかったことは、Ｎ

ＨＫとしても、本委員会としてもまさに痛恨の極みである。このような後追

いに終始する状況から脱却するために、ＮＨＫグループ全体に内在するリス

クを網羅的に抽出し、優先順位をつけて迅速な対応を行うことが喫緊の課題

である。 
既に、総合リスク管理室を中心に作業が進められているが、完了までには、

まだ長い時間を要する状況にあり、その間にまた新たな不祥事が起こること
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が強く懸念される。そこで、日常的に、職場内の討議、研修などの場を活用

して、コンプライアンス意識を醸成することはもちろん、自らの職場および

自らの業務に内在するリスクのうち自主的に取り組めるものについては、直

ちに対策を施していくことが重要である。 
これらの取り組みを組織が一丸となって進めるためには、前述のように、

内部統制とは締め付けによって組織のモチベーションを低下させることに

なるのではなく、むしろ、現場の活性化とモチベーションの向上を求めて行

うものであり、そのように設計され、構築運用されるべきものという理解が、

職員一人ひとりに浸透していることが必要である。経営のトップおよび現場

のトップは、このことを事あるごとに語り、先頭に立って取り組んでいくべ

きである。 
 
 

提言９ コンプライアンスリスク顕在化の早期発見策として有効な「内部通報

制度」の周知・徹底を図るとともに、通報案件への適切な対応、対応結果

のフィードバックも含めて、当該制度を有効に機能させるための取り組み

を強化すること。 
 
ＮＨＫにおける内部通報は、実態として、年間で２０件程度であるが、こ

れまで生じた不祥事の件数からみて、必ずしも多いとは思われない。つまり、

ＮＨＫの人員規模、業務数、および業務範囲などから考え、本制度について

の周知が十分であるのか、あるいは本制度が本当に有効に機能しているのか、

という点について、十分な検証を行うことが求められる。 
仮に、通報件数が少ないとすれば、その原因としては、「通報をすれば、

自分に不利益に働く。ならば見て見ぬふりをした方が得策だ」と通報窓口の

公正性が正しく理解されていないこと、あるいは「この程度のことを糾弾す

るのは酷ではないか」という「身内に甘い」組織風土が影響していること、

などが考えられる。 
このような状況を改善するためには、個人が特定される案件や誹謗中傷に

類する案件は別として、通報窓口にどのような案件が上げられ、それがどの

ように処理、改善されたのかを組織にフィードバックして、通報が組織を守

るとともに、職場環境の向上に寄与していることを「見せて」いくことが重

要である。 
さらに、たとえば、内部通報制度を単にコンプライアンスに反する事例の

通報の窓口とするのではなく、広く業務改善のための積極的な提案の窓口と

して推奨していくという方向性も、一考に値すると思われる。あるいは内部

通報制度とは別に、このような業務改善のための提案制度を設けることも考

えられる。 
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おわりに        

 
与えられた 1年間の活動を終え、最終答申をまとめあげた今、本委員会は、

安堵感とともに、一抹の徒労感が交錯する、複雑な思いを感じている。 
ＮＨＫは、平成１６年７月の不祥事発覚以来、信頼回復に向けて、様々な

施策に取り組むとともに、本委員会の指摘あるいは改正放送法の求めに応じ

て、会長をＣＣＯ、ＣＲＯとするリスクマネジメント委員会を発足させるな

ど、内部統制システムの構築とコンプライアンス推進の体制を整えてきた。 
それにもかかわらず、本年 1 月には職員によるインサイダー取引という報

道機関として決して許されないことが起こっていた事実が発覚した。また、

その後の第三者委員会による調査に対して協力を拒否する者が相当数いた

ことも報告された。さらに、最近では、不祥事で事実上引責辞任した役職員

が幹部の了承のもとで関連団体に再雇用されていたことが明らかになった。

本委員会は、そうした現実を知らされるにつけ、やり場のない憤り、あるい

は、表現できないやりきれなさを感じずにはいられなかったのも事実である。 
その結果、本委員会は、ＮＨＫという組織の風土を根本から変えていかな

い限り、経営委員会から諮問されたコンプライアンス体制の強化や内部統制

システムの構築はありえない、という認識を一層強くすることとなった。Ｎ

ＨＫには、「公共放送ＮＨＫ」という肩書きを背負う中で、知らず知らずの

うちに培われてきた一種独特の組織風土が根深く潜んでいないか。これまで、

様々な外部機関から多くの指摘ないし提言がなされてきたが、その独特の組

織風土ゆえの拒絶感が蔓延し、何も変わらない、変えたくないという思い、

あるいは組織防衛の意識から、“外からの声”に真摯に耳を傾ける姿勢に欠

けていたのではないか。さらに、反省の弁は述べても、具体的改革となると

これを避けようとする発想があったのではないか。そのことが、ひいては、

世間の一般常識とＮＨＫの常識に大きな隔たりを生む結果となってきてい

たのではいないか。まさに、こうした問い掛けこそ、本委員会の率直な思い

である。 
この最終答申の中には、本委員会への諮問事項を逸脱していると思われる

提言が含まれている可能性も払拭できていない。しかしこれは、そこまで踏

み込むことなくしてＮＨＫの再生はありえない、という切実な思いからであ

ることを理解されたい。 
ＮＨＫ職員および関係者の多くは、４年前、かつて経験したことのない厳

しい批判を受けてきたはずである。長きにわたり培われた組織風土は一朝一

夕には変わらないし、変えるためには様々な痛みが伴う。しかし、今こそ、
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それを乗り越え、NHK の全役職員自らが真の改革へ踏み出さなければなら

ない。 
一方で、我々は、明るい兆しも見出すことができた。それは、本委員会に

よる緊急提言を受けて編成された若手職員による緊急特別プロジェクトチ

ームから斬新な施策が数多く提言されたことである。また、本委員会が実施

した本部部局および地域放送局での現場ヒアリングでは、同じく若手職員か

ら、「このままではいけない」と改革に向けての熱いメッセージを感じ取る

ことができたことである。言うまでもなく、大多数のＮＨＫ職員および関係

者は、視聴者の信頼回復と公共放送の使命達成に向け、真剣に取り組んでき

ているのも事実である。 
そして、経営委員会は、１０月１４日、多くの改革策を盛り込んだ次期経

営計画を議決し、ＮＨＫは完全デジタル化時代に向けて生まれ変わるための

新たなスタートラインに立った。経営委員会と執行部が、それぞれの立場に

おいて相携え、計画を着実に実行することにより、改革に取り組む姿を目に

見える形で視聴者および国民に示していくことを期待したい。 
時間的な制約もあり、正確かつ十分な調査ないし検討に至らなかった面も

否めないが、本最終答申が、ＮＨＫグループ一丸となった真のコンプライア

ンス体制確立への一助となることを強く願うものである。 
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ＮＨＫ第２次コンプライアンス委員会 中間答申ポイント 

（平成 20 年 2 月 12 日） 
１章 コンプライアンス推進活動と組織のあり方 

①組織の責任体制 
【課 題】・ＮＨＫとしてのコンプライアンス施策全体を推進・統括する責任 

 体制が一元化されていない。 
【改善策】・担当役員の一人制にあわせ統合・一元化を目指した専任組織を早 

急に設置し、実効性あるコンプライアンス推進体制を確立すべき。 
②コンプライアンス研修 
【課 題】・研修や啓発のための会議が別個の組織で実施されており、指揮命 

 令系統、研修の実施・検証が一元化されていない。 
【改善策】・コンプライアンス関係の「研修」については、関連部署の連携の 

もとに人事総務局労務・人事室が一元的に実施すべきである。 
・職種、職責、年齢に応じて目的を明らかにし、ケース・スタディ  
の採用などにより、各職員の主体的な参加を促す工夫をすべき。 

③監査、審査体制 
【課 題】・業務の事後審査（監査）として外形的には同一とも見える作業が 

行われており、これを整理・簡素化していくことが必要である。 
・従来の監査体制を維持し、変更しないという姿勢には問題がある。 

【改善策】・監査（審査）体制の万全とシステム化を含め、効率性を両立させ 
る手法・仕組みを再構築すべき。 

・監査室は、より広い視点に立った独立的な立場からのモニタリン  
グによる業務監査に重きを置くことを模索すべき。 

・監査委員会と監査室との関係や連携のあり方についても、今後の 
新しいガバナンス構造を踏まえ早急に検討すべき。 

・適正なリスク評価を行い、緊急度および重要度の高いリスクを選

別し、それに相応した措置を、優先順位をつけて講じるべき。 
・本部担当部局窓口を整理・一元化し、責任体制を明確にすべき。 

④関連団体を含めた施策 
【課 題】・関連団体を含めたＮＨＫグループ全体として、組織的一貫性ある 

コンプライアンス対応が十分になされていない。 
・ＮＨＫ本体は、関連団体に対し、様々な通知文書等での処理が中 
心となり、各関連団体との合意形成の努力が不十分である。 

【改善策】・ＮＨＫグループ全体が連携をとり、共通の事業体として取り組む  
という意識の醸成により、強固な組織体制を構築すべきである。 

 

【参考資料】 
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⑤内部通報制度 
【課 題】・通報件数、内容、改善対応等についてはＮＨＫの執行部内部に公  

表されておらず、また、経営委員会に対しても報告されていない。  
【改善策】・通報の内容と発生問題の原因、改善対応策を積極的に公表し、職 

員・関係者間で情報を共有化すべき。 
・通報内容やそれに対して講じた改善内容等をモニタリングするた

め、適時に経営委員会に報告すべきである。 
・内部通報制度の実効性を向上させるために、「コンプライアンス  
通報制度規程」を通報者の立場に立って見直すべき。 
 

２章 内部統制システム構築に当たっての基本姿勢と留意点 

①組織風土 
【課 題】・組織の縦割り構造が強いことは、業務を適切に管理すべき内部統  

制全体の責任者がわかりにくいという側面がある。 
・内部統制の責任者が業務全体を俯瞰できないことから、十分な統  
制を実施できないリスクも発生し得る。 

・ＮＨＫの業務は特定の個人によって業務運営がなされるという属  
人的色彩が強いことから、腐敗につながる土壌となる恐れがある。 

【改善策】・トップがリーダシップを取り、健全な内部統制環境を築くととも 
に、業務に見合った適切な内部統制システムを構築すべきである。 

・組織横断的な環境整備を行うため、縦割り構造の課題の洗い出し 
を徹底的に行い、適切な改善策を導き出すべきである。 

②関連団体を含めた統制 
【課 題】・ＮＨＫグループ全体の内部統制システム構築については、多くの 

懸念が示されているものの、ほとんど検討がなされていない。 
・内部統制システムの構築が、個別対応に限定されており、各業務   
プロセスにおける相互の連携や重複や無駄の点検ができない。 

【改善策】・内部統制システムの構築にあたり、関連団体を含めたＮＨＫグル  
ープ全体としての検討を最優先させるべき。 

   ・ＮＨＫグループとしてのリスク、または、後れている部分を最優 
先にし、重点的に取り組むべき。 

 
３章 ＩＴに係る全般統制の取り組みの強化 

①内部統制におけるＩＴ全般統制の位置づけ    
【課 題】・ＩＴ全般統制については、ほぼ欠落しており、基本方針の決定お 
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よび政策判断が適切に行われていない。 
【改善策】・会長の責任のもと、ＩＴ全般統制を推進するための戦略を明確に 

し、総合的な政策判断を行うとともに、全社的な視点からの有効 
なＩＴ全般統制を構築すべき。 

②ＩＴ全般統制の統一的検討   
【課 題】・ＮＨＫ本体におけるＩＴ対応の統一的な検討がなされておらず、 

総合的なＬＡＮ構築の必要性、問題点などが不明確である。 
・各種サーバの設置、関係者のアクセス制御の基本方針などが明確 
になっておらず、統一的検討もなされていない。 

・子会社等関連団体とのネットワークやシステムの連携および他の  
ネットワークとの関係も明らかにされていない。 

【改善策】・内部統制推進プロジェクトを会長直下に置くなどにより、ＩＴ全 
般統制を含む総ての決定が職制上有効に機能するようにすべき。 

③ＮＨＫグループ全体のＩＴ全般統制および情報セキュリティ    
【課 題】・子会社など関連団体を含めたＮＨＫグループ全体のＩＴ全般統制 

の検討が進んでおらず、情報セキュリティ事故対応が不十分。 
【改善策】・各社ＩＴ責任者を含めた徹底的な点検を実行し、関連団体包含す  

るＩＴ全般統制の協議、計画決定および実施が求められる。 

 

４章 改正放送法による新しいガバナンス運用上の課題 

【課 題】・監査委員会の業務の適切な遂行に際しては、経営委員会からの監 
査委員会の独立性の確保とともに、監査室スタッフの充実と監査

室による監査委員会に対するサポートなどが課題となる。 
 

基本的な問題事項 

１ コンプライアンス体制整備、内部統制システム構築および情報セキュリ  
ティ対策のいずれも、まずＮＨＫ本体での実施を優先させ、関連団体は後  
順位とする傾向にある。 

２ 最新の情報に関わる業界でありながら、統一的かつ包括的な、ＩＴ全般  
統制を念頭においた内部統制システムの整備が不十分である。 

３ ＮＨＫ職員によるこれまでの様々な不祥事のほとんどは、中堅ないしは 
中間管理層に位する立場の職員によるものであるとの特徴が見られる。 

４ ＮＨＫのコンプライアンス推進活動においては、平成１６年７月に発覚  
した金銭不祥事以来の経緯から経理面の不正防止の面が強調されてきた。 
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ＮＨＫ第２次コンプライアンス委員会等 開催状況 

 
○第１回コンプライアンス委員会 平成１９年１１月２７日 
   ・ＮＨＫのガバナンス体制、コンプライアンス推進状況について 
 
○第２回コンプライアンス委員会 平成１９年１２月０５日 
   ・ＮＨＫグループのＩＴ統制について 
   ・コンプライアンス関連業務と組織について ほか 
 
○第３回コンプライアンス委員会 平成１９年１２月２６日 
   ・コンプライアンス施策の整理を含む内部統制システムの全体的見取図  
   ・ＮＨＫエンタープライズ資料流出調査最終報告、関連団体の情報セキ

ュリティ ほか 
 
○第４回コンプライアンス委員会 平成２０年 １月２４日 
   ※経営委員会同席：職員のインサイダー取引疑惑に関する執行部説明等 
   ・ＮＨＫ職員の株取引不正疑惑に関する緊急提言(案)、中間答申(案)につ

いて 
 
○第５回コンプライアンス委員会 平成２０年 ２月 ５日 
   ・組織のあり方について 
   ・ＮＨＫ職員の株取引不正疑惑に関する緊急提言(案)、中間答申(案)につ

いて 
 
○第６回コンプライアンス委員会 平成２０年 ２月１２日 
   ※「緊急提言」「中間答申」経営委員会提出 
   ・「放送法改正に伴う、内部統制関係議決事項素案」について 
 
○第７回コンプライアンス委員会 平成２０年 ４月１０日 
   ・内部統制システムの構築計画について 
   ・関連団体を含むＮＨＫグループの現状について ほか 
 
○第８回コンプライアンス委員会 平成２０年 ５月０１日 
   ・本部部局現場ヒアリング 

（ヒアリング部局：制作局、報道局、放送技術局、営業局、経理局） 
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□地域放送局現場ヒアリング 平成２０年 ５月 ９日～ ５月１５日 
（ヒアリング局：水戸、大阪、岐阜、松江、熊本放送局） 

 
○第９回コンプライアンス委員会 平成２０年 ５月２９日 
   ・「職員の株取引問題に関する第三者委員会」調査結果報告  
   ・本部部局、放送局現場ヒアリング報告および今後の対応について 
 
○第１０回コンプライアンス委員会 平成２０年 ６月１７日 
   ・報道部門の現状認識と今後の対応について 
   ・「第三者委員会調査報告」「現場ヒアリング」における課題確認と今後

の対応について 
 
□関連団体ヒアリング ２０年 ７月１４日～ ７月２４日 

（ヒアリング会社：ＮＨＫエンタープライズ、ＮＨＫ情報ネットワーク、   
ＮＨＫメディアテクノロジー、ＮＨＫアイテック、 
ＮＨＫ営業サービス） 

 
○第１１回コンプライアンス委員会 平成２０年 7 月３０日 
   ・本部、放送局現場ヒアリングにおける意見について執行部確認 
   ・関連団体ヒアリング実施報告 
 
○第１２回コンプライアンス委員会 平成２０年 ８月２７日 
   ・再雇用基準について 
   ・経営委員会ヒアリング ほか 
 
○第１３回コンプライアンス委員会 平成２０年 ９月１６日 
   ・関連団体ヒアリングにおける意見について執行部確認 
   ・最終答申について  
 
○第１４回コンプライアンス委員会 平成２０年１０月２３日 
   ・関連団体の改革について（次期経営計画の内容説明） 
   ・最終答申まとめ 
 
□「最終答申」経営委員会 提出 平成２０年１０月２８日  

 
以上 
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