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【今回の実施基準変更案の内容に

　関するもの】

「国内テレビジョン放送の」とする変更案により、NHKの他の放

送も「試験的提供」の対象になります。4K信号の伝送の検証を目

的に提供することは適切ですが、BS1、BSプレミアム等を「試験

的提供」の対象にすることについては必要性が認められません。

対象を拡大しないことを強く要望します。

【テレビ信州】

試験的な提供を行う放送波については、「２　試験的な提供の種

類･内容」において、試験的提供Ａは「総合放送・教育放送」、試

験的提供Ｂは「総合放送・教育放送」、試験的提供Ｃは「衛星基幹

放送による超高精細度テレビジョン放送の試験放送」と具体的に定

めています。

資料「平成２９年度試験的提供 概要案と実施基準変更内容案」は

試験的提供Ｂで早戻し配信・見逃し配信の評価・利用状況を確認

するため、実施基準を変更するとしています。実施基準上は試験的

提供Ａ、Ｃにおいて早戻し配信・見逃し配信の実施は可能と解釈

できますが、実施の予定がないのであれば、実施基準は試験的提

供Ｂのみを対象とするよう規定するのが望ましいと考えます。

【民放連】

「試験的提供B」で早戻し配信・見逃し配信の評価・利用状況を確

認するとしていますが、「試験的提供A」及び「C」での早戻し配

信・見逃し配信の実施の予定がないのであれば、「試験的提供B」

でのみを対象とするよう規定することが望ましいと考えます。

【日本テレビ】

試験的提供Ａと試験的提供Ｃの具体的な試験内容はまだ検討中で

す。ピョンチャン五輪を対象に実施する場合には、共同で権利を取

得している民間放送事業者とは事前に十分話し合いを行うことが重

要と考えています。
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テレビ受信機を持たない人の利用状況等の検証はＮＨＫテレビ放

送の常時同時配信のニーズを検討するうえで重要であり、検証項

目への追加は適切であると考えます。テレビ受信機を持たない人

は少数のため被験者の確保が難しいと思われますが、検証に役立

つ有意な結果を得るために必要な人数を確保することが不可欠で

す。

【民放連】

ご意見は、今年度の試験設計にあたり、参考とさせていただきま

す。

「主にネットを利用する人」が多い年代層と考えられる１０代の

利用状況等を検証することが重要であり、そのために必要な工夫

を要望します。

【民放連】

今年度の試験的提供Ｂでは、スマートフォンの利用の多い１０代後

半の調査についても検討しています。

特にテレビ受信機を持たない人、主にネットを利用する人が多い

年代層と考えられる10代の若者、こうした特定層の利用状況等を

検証することが重要であると考えます。

【日本テレビ】

ＮＨＫは昨年の総務省「放送を巡る諸課題に関する検討会」で放

送番組をインターネットに常時同時配信する本格的なサービスを

２０１９年から開始し、段階的に拡充したい意向を表明しまし

た。今回のインターネット実施基準の変更は「試験的な提供」と

表現しつつもローカル局の経営に大きな影響を与える常時同時配

信の実施を前提としたものであることは明白であり、変更案に強

く反対します。

試験的提供は、放送を補完する観点から、国内テレビジョン放送の

放送番組を放送と同時に提供するサービスの改善・向上の検討に資

することを目的に行うものです。

ご意見は今後の検討の参考にさせていただきます。

2 



当社は平時・非常時を問わず、県民が求める地域に必要な正確な

情報を安定的かつ継続的に提供するという責任や基本的役割を果

たすため全力で放送業務にあたっています。とりわけ、放送が災

害時に果たす役割は極めて重要であり、大規模な災害など、県民

ひとりひとりの生命や財産に関わる非常事態には、インターネッ

トによる同時配信を実施できる体制を構築し、有事に備えていま

す。しかしながら、平時における放送番組の常時同時配信は、

ローカル局の経営に影響を与えかねない大きな問題を抱えていま

す。まず、地上波の番組をインターネットで常時同時配信した場

合、地上波番組の視聴率は低下することは目に見えており、ロー

カル局の収益は必ず低下し経営基盤が弱体化します。次に、無秩

序な常時同時配信が行われれば、全国ネットの番組を視聴するの

にローカル局は必要なくなり、存立基盤を大きく揺るがすことに

なります。このことは民放ネットワーク体制のあり方に大きな影

響を与えます。また、現行の地域免許制度など放送制度の根幹が

崩れかねない危険をはらんでいます。

昨年度ＮＨＫが実施した「試験的提供Ｂ」では、同時配信の利用

者はわずか６％と、放送番組の常時同時配信へのニーズは低いと

言わざるを得ず、常時同時配信に事業性は見つかりません。ま

た、常時同時配信を実施するためのシステムを構築するには、多額

の費用がかかります。資金的な問題からローカル局が常時配信を

実施できない場合、地方の多様な意見や情報を国民に届けること

ができず、情報の一極集中という弊害を招き、国民の知る権利に

応えられません。
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さらに、ＮＨＫおよびＮＨＫの関連会社が常時同時配信によって

収入を得ることは民放局の放送事業を圧迫し、ＮＨＫと民放局の

収益の格差が拡大することにつながります。ＮＨＫが肥大化の一

途をたどることを強く懸念します。地方は人口の減少や経済の衰

退等疲弊が進み、ローカル局の経営は大きな影響を受けていま

す。今後もその影響は続くものと推測されます。ローカル局が地

域に必要な正確な情報をいち早く提供するという放送の基本的役

割を安定的かつ継続的に果たすためには盤石な経営基盤の確立が

重要であり、常時同時配信の実施に強く反対しています。今回の

ＮＨＫのインターネット実施基準の変更は、常時同時配信への道

を切り開くものであり反対の意思を表明します。

【テレビ新潟】

インターネットでは、テレビでは得られない情報が行きかってお

り、情報量が限定された番組をインターネットでわざわざ視聴す

る必要性、必然性は皆無であると判断しております。したがって実

施基準変更案も全く不要であります。

【個人】

試験的提供は、放送を補完する観点から、国内テレビジョン放送の

放送番組を放送と同時に提供するサービスの改善・向上の検討に資

することを目的に行うものです。

ご意見は今後の参考にさせていただきます。
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実施基準変更案に反対する。

インターネット配信を実施する際、その受信料契約をどうするの

か。インターネット配信を希望しない者に対しても、インター

ネット接続していることを根拠として受信料契約を強制するのか、

その法的根拠が何であるのか、等が明確になっていない。

事業を継続するために必要な受信料契約についての方針が明確で

無い状況において、インターネット配信の試験を実施すること自

体、事業として正当性が無い。

またインターネット配信を既成事実化することにより、受信料契

約の範囲を恣意的に拡大することも許されるものではない。

以上から、実施基準変更案に反対を表明する。

【個人】

ご意見は今後の参考にさせていただきます。

変更案1.2 賛成 2-試験的変更案A .B 賛成 3-試験的変更案B 賛成だ

か、インターネット回線等などに繋ぐにはそのための金銭も発生

するため、受信料を徴収する のであれば、金額を下げるなどの配

慮が必要。2-試験的変更案C 賛成 3-試験的変更案 賛成だか、5件

ほどの放送は反対。マイナーなスポーツが録画放送であれ見る事

ができるのNHKの良さであり、その魅力を知った視聴者がその競

技の知名度や人気を上げた経緯はある。NHKには民放にはないコ

マーシャルのない良さがある。W杯日本代表予選等のサッカー中

継を例にとれば、生中継はキックオフに近い時間に始めれば良い

と思う。監督、選手のインタービューやSNSのコメントの紹介、

その試合にどうすれば予選を通過するなどの過剰な演出の放送時

間を削れば良いと思う。3-試験的変更案 A 賛成 3-試験的変更案B

賛成  3-試験的変更案C 賛成

【個人】

ご意見は今後の参考にさせていただきます。
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2
【試験的提供の実施方法全般に

　関するもの】

｢地域放送番組の配信（地域制限の検証を含む）」を追加したこと

は放送法第８１条が規定するＮＨＫの地域放送義務に鑑み、適切

であると考えます。所在する地域、人口、経済規模、地域放送番

組の割合、メディア数などが異なる、可能な限り多くの地域で実

施し、それぞれの地域のニーズや利用者の評価を比較検証するこ

とが重要であると考えます。また、規模の小さなＮＨＫ地域放送

局におけるフタかぶせ運用の負荷といった課題を明らかにし、地

方の民放事業者の経営判断にも資する取り組みとすることを要望

します。

【民放連】

２９年度の試験的提供Ｂでは、具体的な設計は検討中ですが、実施

する放送局は２か所程度とし、対象地域の番組を配信する時間帯

は、その地域の配信だけが視聴できるいわば「地域制限」のグルー

プと、その地域の配信に加え、別の地域の配信も視聴できるグルー

プの両方を設定し、いずれの方法でも問題なく配信・利用できるこ

とを確認したいと考えています。

ご意見は、今年度の試験設計にあたり、参考にさせていただきま

す。

また、地域制御の中で、規模の小さなNHK地域放送局におけるフ

タかぶせの運用の負荷といった課題を明らかにし、民放のローカ

ル局の経営判断にも資する取り組みとすることを要望します。

【日本テレビ】

「地域放送番組の配信（地域制限の検証を含む）」を追加したこ

とは放送法第８１条が規定するＮＨＫの地域放送義務の主旨に合

うものと思われる。

また、規模の小さなＮＨＫ地域放送局での権利処理作業の負荷へ

の対応といった同時配信の運用に関する課題も明らかにすること

を要望する。

【讀賣テレビ】
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検証項目に「地域放送番組の配信」を追加したことは放送法第81

条に規定するNHKの地域放送義務に鑑みて適切であると考えま

す。

地域制御の中で、規模の小さなNHK地域放送局におけるフタかぶ

せの運用負荷を明らかにし、民放ローカル局の経営判断にも資す

る取り組みをすることを要望します。

【テレビ信州】

放送対象地域に限定して配信する「地域制限」を実施する上で、県

域局単位での検証をしていただきたい。その上で視聴者のニーズ

や設備のコスト、運用負荷などの検証結果を民放事業者にも共有

されることを要望します。

【鹿児島讀賣テレビ】

また、地域制御の中で、規模の小さなＮＨＫ地域放送局における

コストあるいは運用上の負荷といった課題を明らかにし、民放

ローカル局の経営判断にも参考となるような情報開示を要望しま

す。

【長崎国際テレビ】

ＮＨＫはこれまで同時配信を実施する際の地域限定について「各

地の放送局が行うテレビ放送を、地域放送番組を含めて常時同時

配信することを基本とする」と曖昧な表現にとどめていましたが、

今回、「地域放送番組の配信（地域制限の検証を含む）」が追加

されたことは、「全国向けの放送番組のほか、地方向けの放送番

組を有するようにすること」（放送法第８１条１項２号）とされて

いるＮＨＫの地域放送実施義務と整合するものであり、適切であ

ると考えます。

【テレビ朝日】
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結果の分析・評価にあたっては、例えば「利用しなかった人」の

傾向なども含め、ネット配信に関するニーズを多面的かつ精緻に

検証するよう要望します。

【民放連】

ご意見は、今年度の試験設計にあたり、参考とさせていただきま

す。

特に「利用しなかった人」の傾向なども含めて、民放事業者を含

む関係者が有益な知見を得られることが重要です。

【日本テレビ】

特に「利用しなかった人」の傾向なども含めて、民放事業者を含

む関係者が有益な知見を得られることが重要です。

【テレビ信州】

特に「利用しなかった人」の傾向などネガティブな意見も含め

て、同時配信が国民にとって有益なシステムなのかどうかの判断

材料として活用させていただきたいと要望します。

【長崎国際テレビ】

また、それらデータは、民放事業者が同時配信の事業性を判断す

るための有益な知見とすることも重要と考える。そのためには、

試験的提供の調査設計に関しては、民放事業者への説明と意見を

聞くことを要望する。

【讀賣テレビ】

今年度の試験的提供につきましては、民間放送事業者各社と意見交

換する機会があり、検証項目案の作成にあたっては民間放送事業者

のご意見も参考にさせていただきました。今後、よりいっそう説明

を尽くしたいと考えています。

試験的提供の調査設計を固める際は、機会を捉えて民放事業者に

説明して意見・要望を聞くよう要望します。

【民放連】

また調査項目についても、希少な調査機会を最大限有効なものと

するために事前に民放事業者等の意見・要望を聞くよう要望いた

します。

【テレビ朝日】
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試験的提供Bについては、予断を持たず、比較検証可能なデータを

できる限り多く得るべく、検証項目（人数、属性、地域、番組の

種類 、同時・見逃しの区別、視聴時間、視聴手段・場所、受像機

の有無、技術的な課題、等々）を設定し、NHKだけでなく民放事

業者のネット配信における経営判断に役立つ有用なデータを収集

いただくよう要望します。

【フジテレビ】

ご意見は、今年度の試験設計にあたり、参考とさせていただきま

す。

民間放送事業者各社との試験的提供の成果の共有には今後も努めて

まいりたいと考えています。

試験的提供Ａ（スポーツイベントの同時配信）に関して、年間5件

程度とすることや1日最大4時間の提供時間としているが、年間5件

程度1日最大4時間の提供時間であっても、民間事業者が放送また

はインターネット配信するスポーツイベント（高校野球中継やプロ

野球中継など）との重複・競合は、民間のビジネスモデルへの配

慮の観点から慎むべきと考えます。

【朝日放送】

スポーツイベントの放送の同時配信については、現状、民間放送事

業者と重複することはないと理解しています。ネット配信の権利に

ついては、権利者（主催者）の考え方によると考えており、その動

きを注視してまいりたいと考えています。

常時同時配信の社会的意義、視聴者ニーズ、実施経費などを、よ

り精緻に把握するために、試験的提供の被験者数は１万人以内で

はなく可能な限り拡大することが望ましいと考えます。

【民放連】

「試験的提供B」の被験者数は、常時同時配信の意義、ニーズ、コ

スト等をより精緻に実態に近づけて把握する為に、1万人以内では

なく、可能な限り拡大することが望ましいと考えます。

【日本テレビ】

「試験的提供B」の被験者数は、常時同時配信の意義、ニーズ、コ

スト等をより精緻に実態に近づけて把握する為に、1万人以内では

なく、可能な限り拡大することが望ましいと考えます。

【テレビ信州】

現在の実施基準で、試験的提供Ｂの参加人数を１万人以内と定め、

今回もその規模で実施する予定です。常時同時配信実施の前には試

験規模の拡大も検討課題の一つと考えています。参加者の人数を拡

大する場合には幅広い関係者の理解のもとに進める必要があると考

えています。

ご意見は今後の参考にさせていただきます。
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昨年度の「試験的提供B」では、同時配信の利用者はわずか6%

と、放送番組の常時同時配信へのニーズは低いと言わざるを得ま

せん。

また、全国一律での同時配信実験を行っていますが、地域情報確

保の観点からも不十分です。

したがって、今回の「試験的提供B」に際しては、同時配信に対す

る視聴者のニーズをより精緻に検証し、地域情報確保の観点から

地域制御も実証に加えた上での結果が民放事業者等にも共有され

ることを要望します。

【日本テレビ】

ご意見は、今年度の試験設計にあたり、参考とさせていただきま

す。

地域放送番組の配信については、今年度の試験で新たに検証しま

す。また、視聴できる地域を限定して配信する「地域制限」も取り

入れた試験を行うことにしています。

昨年度の試験的提供では、同時配信の利用者はわずか６％と、放

送番組の常時同時配信へのニーズは低いと言わざるを得ません。

また、調査対象に偏りがあったのではないかとの惧れもありま

す。出来るだけ国民各層の意見が吸い上げられるような実験の実

施をお願いしたいと思います。実験は全国一律で行っています

が、地域情報確保の観点からも不十分ではないかと思われます。

したがって、今回の「試験的提供Ｂ」に際しては、同時配信に対す

る視聴者のニーズを幅広いターゲット別のニーズを分析するな

ど、より精緻に検証し、地域情報確保の観点から地域制御も実証

に加えた上での結果が民放事業者等にも共有されることを要望し

ます。

【長崎国際テレビ】
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昨年度の「試験的提供B」では、同時配信の利用者はわずか６％に

留まっています。また、全国一律での同時配信実験を行っていま

すが、今後は、地域情報確保の観点から、視聴者ニーズをより細

かく検証し、さらに地域制御も実証に加えるなどして、その結果を

民放事業者等と共有すべきです。

【テレビ金沢】

当委員会は、メディアの多様性や多元性が担保され、国民の情報

選択に資する限りにおいてNHKのインターネット利用を容認して

きた。ただし、利用が放送の補完の範囲にとどまり、受信料制度

との整合性がはかられ、民間事業者との公正な競争環境が確保さ

れることが前提である。

NHKは今回の変更案で、平成29年度秋に実施予定の「試験的提

供」について

平昌オリンピック及びパラリンピックの同時配信（16時間以内）

を追加する

一部実証実験において同時配信・早戻し配信・見逃し配信を一体

で提供する

受信契約者以外も参加可能とする

――などの追加・変更を行うとした。新しい公共放送の姿を模索

しつつ東京五輪を見据えて試験的提供の範囲を拡大するものだと理

解するが、受信料制度や公正な競争環境確保の観点から慎重に扱

うべき項目もある。以下指摘する。

インターネットサービスは、放送を補完してその効果・効用を高め

ることなどを目的として実施するもので、あくまでも受信料制度の

趣旨を毀損しない範囲で実施するものです。試験的提供についても

実施基準に基づく業務であり、適切に対応していきます。

常時同時配信が実現した場合の負担のあり方については、会長の諮

問機関である「ＮＨＫ受信料制度等検討委員会」の答申を踏まえ、

ＮＨＫとして速やかにまとめる考えです。

また、試験的提供Ｂは被験者が１万人以内に限られ、どなたでも利

用することができるＮＯＤとは齟齬をきたさずに試験を実施できる

ものと考えています。
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第一に、受信契約者以外も参加可能とすることだ。全国的な総世

帯視聴率の低下など「テレビ離れ」が指摘される中、NHKが受信

機を持たない層について同時配信のニーズを調査することは重要

である。ただ、受信料は一般に「極めて税金に近い特殊な負担

金」と解されている。その負担金を財源とするNHKが、実証実験

とはいえ未契約者に無料でサービスを提供することは、契約者が

現在感じている不公平感を強めるおそれもある。NHKは別途、受

信料制度を棄損しない同時配信のあり方を示すべきだ。

第二に、同時配信・早戻し配信・見逃し配信を一体で提供するこ

とだ。NHKは現在見逃し配信サービス「NHKオンデマンド

（NOD、一部有料）」を、放送法73条に基づき別会計で運営して

いる。NODには放送とは別の権利許諾料・設備維持費・回線費が

発生することや、受信料という公的資金を利用し市場に参入する

ことが公正な競争環境の確保に悪影響を及ぼすためだ。NHKは、

NODを別会計とした趣旨を踏まえ、実証実験であっても受信料制

度と齟齬（そご）をきたさないよう配慮するべきだ。このほか、

地域制限など、民間事業者にとっても有益なデータの収集が可能

になることは評価できる。

平成28年度の試験的提供では同時配信の利用率が6％にとどまった

ことについて、高市総務大臣は「十分にニーズを裏付ける内容に

なっているとは言い難い」と指摘した。NHKはこの結果を重く受

け止めつつ、受信料制度と健全な競争環境を維持する形で試験的

提供を実施するよう求めたい。

【新聞協会　メディア開発委員会】
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３－試験提供A

番組を配信するときは、NHKが用意したプラットホームだけでは

なく、ユウチューブやニコニコ動画、GYAO、アベマTVなどの外部

のプラットフォームでも配信したほうが、若者の接触が増えると

思います。

【個人】

ご意見は、今年度の試験設計にあたり、参考とさせていただきま

す。

「２－試験的提供Ａ」のオリンピック競技は、ボブスレーでお願

いします。スピードや撮影の多岐にわたるカメラワークなど試験

に適しています。

【個人】

ご意見は、今年度の試験設計にあたり、参考とさせていただきま

す。

[試験的提供B]で配信対象はこれまでの総合教育に加えて範囲が広

がり配信対象時間は16時間だがその間に教育テレビで放送される

ハートネットtvやバリバラは、障害者福祉啓発のため配信対象にす

べきだ。さらに、日テレやtbsなど民放が参加しているtverでも福

祉番組を配信すべきだと思います。

【個人】

ご意見は、今年度の試験設計にあたり、参考とさせていただきま

す。

・早戻し配信や見逃し配信は、インターネットの利点を訴求する

ことになり良い取り組みと思います。

・見逃し配信の一定期間とは、どの程度を想定しているのでしょう

か。利用者としては、1週間ぐらいは欲しい。

・モニターに受信契約者以外を含めることには、現在ある受信料

負担の不公平感が将来的に大きくなりそうな感じがします。

・また、受信契約者以外のモニターの選定方法は、公募でしょう

か。

  試験放送の内容を客観的に評価してもらえるのでしょうか。信憑

性に不安を感じます。

【個人】

ご意見は、今年度の試験設計にあたり、参考とさせていただきま

す。
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3 【試験結果の公表・共有に関するもの】

「全体」に対しての意見

テレビ放送の同時配信に関する議論が進む中、詳細のデータはま

だまだ不足しています。ユーザーニーズの現状調査やピークトラ

フィックの推計、さらには配信コンテンツの権利処理の可否な

ど、民間事業者がビジネスモデルを想定するに必要なデータの確保

は、これからの議論にとって非常に重要なものになります。

ＮＨＫの試験的提供については、受信料制度との整合性など制度

的な課題に関する検証が残るものの、あくまでも実証実験であ

り、試験結果が民間放送事業者にも公開されるということが実施

基準に盛り込まれているという観点より、実施基準変更に賛同い

たします。

何を調査すべきかをしっかり精査頂き、民間放送事業者に参考と

なるよう全てのデータを公表いただくことを強く要望いたしま

す。

【東京放送ホールディングス】

ご意見は、今年度の試験設計にあたり、参考とさせていただきま

す。

民間放送事業者各社との試験的提供の成果の共有にはよりいっそう

努めてまいりたいと考えています。

そもそも試験的提供はＮＨＫが国民・視聴者に判断材料を提示す

る観点から実施されるものであり、得られたデータは全面的に開

示して、民放事業者を含む関係者が有益な知見を得られるように

することが重要です。

【民放連】

試験的提供の成果については民間放送事業者等、関係者との共有が

重要と考えています。今後とも試験的提供の成果を共有できるよ

う、よりいっそう情報提供や説明に努めたいと考えています。

その上で、今後とも民放事業者に「試験的提供」全体の実施結果

に関する具体的なデータ提供をし、結果を踏まえて実態に即したご

検討を行うよう要望します。

【日本テレビ】
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ＮＨＫは、試験的提供の目的を同時配信におけるサービスの改

善・向上の検討材料にするため、としていますが、今回の実施基準

の変更が本格サービス開始に向けたデータ収集ということであれ

ば、民放事業者にとっても重要な情報の一つと考えられますの

で、得られたデータは全面的に開示し、関係者が有益な知見を得

られるようにすることが重要と考えます。

【テレビ朝日】

NHKのインターネット業務で得られた知見やデータについては、

民放事業者が各自で分析・活用できるよう、試験的提供で判明し

た結果が全面的に開示されるよう、要望します。第193回国会での

参議院総務委員会においても「協会においては、（中略）視聴者

の動向を的確に把握し、関係者間での情報共有および連携を図る

とともに、広く国民の理解を得られるよう、情報提供に努めるこ

と」との附帯決議がなされているところです。

【フジテレビ】

ＮＨＫの試験的提供は、国民に判断材料を提示するために実施さ

れるものであり、得られたデータをすべて開示することは不可欠

で、その結果の分析・評価は精緻に行い、特に国民のニーズなど

は多面的に検証すべきである。

【讀賣テレビ】

民放事業者に「試験的提供」全体の実施結果に関する具体的な

データ提供をし、結果を踏まえて実態に即したご検討を行うよう

要望します。

【テレビ信州】
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今回の試験結果が視聴者・国民の必要十分な判断材料となるよう

検証実験を設計し、結果の詳細が民放事業者にも共有されること

を要望します。また、試験結果の実態に即し、既存の計画の必要

な修正や廃止が正しく行われ、視聴者・国民本位の制度設計とな

ることを望みます。

【福岡放送】

その上で、今後とも民放事業者に「試験的提供」全体の実施結果

に関する具体的なデータ提供をし、結果を踏まえて実態に即したご

検討を行うよう要望します。

【長崎国際テレビ】

ＮＨＫがインターネット実施基準の変更案に関して意見募集を

行ったことは、関係事業者にとどまらず、広く国民の意見を聞く

姿勢として適切であると評価します。

民放事業者をはじめ関係業者が同時配信に関する有用な知識を持

つことができるよう、試験的提供によって得られたデータや検討

結果は広く開示されることを強く希望します。

地域制限を含めた試験的提供を行うことは、ＮＨＫ地方局のみな

らず民間放送事業者にとっても極めて関心の高い試験と考えま

す。

また試験的提供の対象をテレビを持たない層へも広げる試みは、

同時配信のニーズ、特に若い年齢層へのニーズを知るうえで極め

て重要であり、現実に即した試験結果を得るためにも必要なこと

であると考えます。

【関西テレビ】

ご意見は、今年度の試験設計にあたり、参考とさせていただきま

す。

民間放送事業者各社との試験的提供の成果の共有には今後も努めて

まいりたいと考えています。
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弊社は「放送を巡る諸課題に関する検討会」の場において、放送

番組の同時配信については、

・事業性の観点からの検証が必要

・そのためにはネット配信に関するニーズを多面的かつ精緻に検

証することが必要

であり、自社においてもこのような観点から検証を進めている旨

発言しました。

NHKが今年度の放送番組同時配信の試験的提供を行うにあたって

も、弊社が提起した上記の観点等を踏まえ、我々民間事業者の今

後の検討に参考となるような形での実施を期待しています。

ご意見は、今年度の試験設計にあたり、参考とさせていただきま

す。

民間放送事業者各社との試験的提供の成果の共有には今後も努めて

まいりたいと考えています。

具体的には、

・NHKが試験的提供において得たデータは、可能な限り民間事業

者と共有すること

・データを取得する前提となる調査設計の段階において、可能な

限り民間事業者の意見や知見を取り込み、その調査結果が民間事

業者の今後の検討においても有意義なものとなるよう努めること

・上記を踏まえた上で、ネット配信への個別具体的なニーズ検証

のため、特に今回新しく試験的提供の対象とする「主にネットを

利用する人」及び現行規定に新たに追加する幾つかのサービス項

目に関して、その実データや利用ニーズを開示し、今後の同時配信

サービスの在り方の検討に資するよう努めること

を新しいインターネット実施基準に反映していただくよう要望い

たします。

【テレビ東京】
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4
【権利処理に当たっての配慮等に

　関するもの】

「試験的提供」の実施に当たって、権利処理や許諾に関連する各

種権利団体などとの交渉を通じて得られた知見が民放事業者にも

可能な限り共有されることを要望します。

さらに常時同時配信の実施を前提に、民放事業者に先駆けて権利

処理のルール作りが行われ、各種の条件が高止まりになることに

対する懸念があります。この点についても民放事業者と十分に情

報が共有され、議論ができるような環境が醸成されることを要望

します。

【日本テレビ】

試験的提供の成果については民間放送事業者等、関係者との共有が

重要と考えています。権利処理に関する知見についても、可能な範

囲で情報提供や説明に努めたいと考えています。

なお、今回の実施基準の対象外ではありますが、同時配信に関する

権利処理のルール作りにあたっては、懸念される点や課題について

十分配慮していきたいと考えます。

また、試験的提供のための権利処理等が民放事業者の事業展開に

影響を及ぼすことがないよう特段の配慮を要望します。

【民放連】

試験的提供のための権利処理等が民放事業者の事業展開に影響を

及ぼすことがないよう配慮が必要と考えます。

【テレビ朝日】

NHKによる試験的提供のための権利処理は、民放事業者の配信事

業に影響を及ぼさないように配慮を要望する。

【讀賣テレビ】
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「試験的提供」の実施に当たって、権利処理や許諾に関連する各

種権利団体などとの交渉を通じて得られた知見が民放事業者にも

可能な限り共有されることを要望します。権利処理の在り方は同

時配信の事業性を判断する上で重要な材料となります。ＮＨＫが

常時同時配信ありきで、単独で権利者団体とルールを決めるよう

なことがあれば、民放にとって合意し難い内容となる懸念があり

ます。放送事業者の総意として、権利処理方法の形成ができるこ

とを要望します。

【テレビ信州】

同時配信における権利処理の在り方について、ＮＨＫが先行して

権利者団体とルールを決めるようなことがないよう要望します。

また、民放事業者等にとって、後から合意し難い内容にならない

ために、民放事業者等と情報を共有し、議論することも強く求め

ます。

【テレビ金沢】

試験的提供を通じて得られた権利処理等に関する知見は民放事業

者とも共有されることを要望します。また、常時同時配信が民放

事業者に先行して行われることにより、高額な権利処理ルールが

設定されるとすれば問題です。これに関しても民放事業者との情

報共有、協議のもと進められることが必要であると考えます。

【福岡放送】
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「試験的提供」の実施に当たって、権利処理や許諾に関連する各

種権利団体などとの交渉過程を十分開示いただき、民放事業者に

も可能な限り共有されることを要望します。ＮＨＫが権利処理

ルール作りを先行させ、後から交渉に参加する民放にとって、各

種の条件が高止まりになることに対する懸念があります。民放事

業者と十分に情報が共有され、議論ができるよう要望します。

【長崎国際テレビ】

「試験的提供」の実施に当たって、権利処理や許諾に関する各種

権利団体との交渉を通じて得られた知見を民放事業者にも可能な

限り共有されることを要望します。

【鹿児島讀賣テレビ】

5
【ピョンチャン･オリンピック放送の

　試験的提供に関するもの】

ピョンチャンオリンピックに関する試験的提供は、共同でメディア

権を保有している民放事業者と十分協議し、その了解のもとで実

施されるものです。特に、提供する放送番組の種類や時間帯、早

戻し配信や見逃し配信の実施方法の決定について民放事業者の商

業性に十分配慮することを要望します。

【民放連】

ピョンチャン五輪は、ＪＣ（ジャパンコンソーシアム）の枠組みで

民間放送事業者と共同で権利を取得しています。試験的提供につい

ては、ＪＣのパートナーである民間放送事業者と配信する種目、方

法などについて協議の上、実施することになると考えています。

ピョンチャン五輪に関する「試験的提供」は、共同でメディア権を

保有している民放事業者と十分に協議し、その了解のもとで実施

されるべきです。特に提供する放送番組の種類や時間帯、早戻し

配信・見逃し配信の実施方法の決定については、民放事業者の商

業性に十分配慮し妨げにならないよう強く要望します。

【日本テレビ】
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ピョンチャンオリンピックパラリンピックにおける試験的提供の実

施にあたっては、放送権を共同保有する民放事業者と十分に協議

した上での実施が不可欠と考えます。さらに、提供番組、時間

帯、配信方法など民放事業者の事業モデルに深くかかわる可能性

があるものについては　細部にわたり配慮するよう要望いたしま

す。

【テレビ朝日】

オリンピック・パラリンピックは、民放事業者においても様々な

放送・配信を行う機会となっており、提供する番組や時間帯を検

討する際には、民放事業者のサービス及びビジネスを毀損すること

のないよう配慮を要望します。

【フジテレビ】

 ピョンチャンオリンピックに関する試験的提供は、共同でメディ

ア権を保有している民放事業者と十分協議し、その了解のもとで

実施されるべきである。特に、提供する放送番組の種類や時間

帯、早戻し配信や見逃し配信の実施方法の決定について民放事業

者の商業性に十分配慮することを要望する。

【讀賣テレビ】

ピョンチャン五輪に関する「試験的提供」は、共同でメディア権を

保有している民放事業者と十分に協議し、その了解のもとで実施

されるべきです。特に提供する放送番組の種類や時間帯の決定に

ついては、民放事業者の商業性に十分配慮し妨げにならないよう

強く要望します。

ピョンチャン五輪の「試験的提供」では、早戻し配信・見逃し配

信を実施する計画がありませんが、計画通り実施しないことを強

く要望します。

【テレビ信州】
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ピョンチャン・オリンピックに関する「試験的提供」は、民放事

業者と十分に協議し、了解を得たうえで実施されるべきです。特

に提供する放送番組の種類や時間帯、早戻し配信・見逃し配信の

実施方法の決定については、民放事業者の商業性に十分配慮し、

妨げにならないよう強く要望します。

【テレビ金沢】

ピョンチャンオリンピックに関する試験的提供は民放事業者の了

解のもとで実施されるものであり、民放事業者との協議のもと、

その商業性に十分配慮されることが望まれます。

【福岡放送】

ピョンチャン五輪の「試験的提供」は、共同でメディア権を保有

している民放事業者と十分に協 議し、その了解のもとで実施され

るべきです。特に提供する放送番組の種類や時間帯 、早戻し配

信・見逃し配信の実施方法によっては、民放放送時間帯との競合

が想定され、スポンサー対応を含めて、商業性に十分配慮し妨げ

にならないよう強く要望します。

【長崎国際テレビ】

そちら様の都合の良いように変わられるようですね。天下の宝刀

のようにオリンピックを出汁に使い。そちら様一族のやりそうな

ことですね。

【個人】

ご意見は今後の参考にさせていただきます。
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6
【ＮＨＫが意見募集を実施することに

　関するもの】

今般、試験的提供の実施に関するインターネット実施基準（以

下、実施基準）の変更について、ＮＨＫ自らが意見募集をしたこ

とを評価します。今後も、ＮＨＫのあり方や受信料制度にかかわ

るＮＨＫの方針等を決める際は、十分な期間を取った意見募集を

行うことで、国民・視聴者や関係事業者の意見を丁寧に聞き取

り、施策に反映することが望まれます。

【民放連】

今後とも、必要に応じて意見募集を行い、視聴者・国民や関係者の

ご意見を踏まえて業務を実施していきます。

視聴者や民放事業者に大きな影響を与えると思われる制度改正等

に当っては、NHKが今後も今回同様必ず意見募集をすることを要

望します。

【日本テレビ】

視聴者や民放事業者に大きな影響を与える制度改正等に当って

は、NHKが今後も今回同様必ず意見募集をすることを要望しま

す。

【テレビ信州】

また、今後、制度改正等を進めるにあたっては、民放事業者から

必ず意見募集をすることを強く要望します。

【テレビ金沢】

視聴者や民放事業者に大きな影響を与えると思われる制度改革等

に当たっては、今後も必ず意見募集することを要望します。

【鹿児島讀賣テレビ】
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7
【ＮＨＫの常時同時配信を可能とする

　制度整備に関するもの】

常時同時配信の位置付けについては、NHKの配信事業そのものが

放送の補完であるべきと考えます。

その上で、コストの具体的な試算とそのコストは受信料で賄うの

かどうかという重要な課題について、早急に方針を示すべきで

す。

常時同時配信のコストは受信料制度という国民全体に関わる問題

であるため、幅広く議論し、国民の考えを反映させ、合意を得る

べきと考えます。それには、今回の「試験的提供」を経て、さら

に相当の時間をかける必要があると考えます。

【日本テレビ】

ＮＨＫとしての常時同時配信に関する具体的な考え方や計画等につ

いては、会長の諮問機関である「ＮＨＫ受信料制度等検討委員会」

の答申を踏まえ、速やかにまとめる考えです。

常時同時配信を可能とする制度の整備には法改正が不可欠であり、

そのためには国民各層の合意も求められると考えています。

常時同時配信の位置付けについては、NHKの配信事業そのものが

放送の補完であるべきと考えます。

常時同時配信のコストは受信料制度という国民全体に関わる問題

であるため、幅広く議論し、国民の考えを反映させ、合意を得る

べきと考えます。「試験的提供」は必要最低限とし受信料制度の

見直しを優先すべきで、受信料制度が整った後に常時同時配信を

始めるべきであると考えます。

【テレビ信州】

常時同時配信の位置付けについては、ＮＨＫの配信事業そのもの

が放送の補完であるべきと考えます。その上で、コストの具体的

な試算と受信料で賄うのかどうかという重要な課題について、見

解が示されておりません。受信料制度という国民全体に関わる問題

であるため、幅広く議論し国民全体の合意を得るべきと考えま

す。

【長崎国際テレビ】
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ＮＨＫテレビ放送の常時同時配信については、かねて当連盟が主

張しているとおり、常時同時配信を始める社会的意義やニーズを

丁寧に説明するとともに、制度改正の方向性や具体的な実施計画

（サービス規模、コスト、財源など）を提示し、国民各層の合意

を得ることが不可欠であると考えます。

【民放連】

ＮＨＫとしての常時同時配信に関する具体的な考え方や計画等につ

いては、会長の諮問機関である「ＮＨＫ受信料制度等検討委員会」

の答申を踏まえ、速やかにまとめる考えです。

常時同時配信を可能とする制度の整備には法改正が不可欠であり、

そのためには国民各層の合意も求められると考えています。

「試験的提供」を踏まえて検討をされている常時同時配信について

は、国民・視聴者に対して常時同時配信を始める社会的意義や

ニーズを丁寧に説明するとともに、制度改正の方向性や具体的な

実施計画を提示し、国民各層の合意を得ることが不可欠であると

考えます。

【日本テレビ】

NHKテレビ放送の常時同時配信については、その意義、国民の

ニーズ、財源やコストに関して、NHKが自らの考え方を説明し、

国民各層が参画できる議論を経て、国民的な合意を得ることが不

可欠であると考える。

【讀賣テレビ】

常時同時配信については、国民・視聴者に対して常時同時配信を

始める社会的意義やニーズを丁寧に説明するとともに、制度改正

の方向性や具体的な実施計画を提示し、国民各層の合意を得るこ

とが不可欠であると考えます。

【テレビ信州】

「試験的提供」を進めるにあたり、国民・視聴者に対して、常時

同時配信の必要性がどこまであるのか、そのコストを受信料で賄

うのかを具体的に示し、合意を得ることが不可欠であります。

【テレビ金沢】
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常時同時配信を進めるにあたっては、社会的意義や視聴者ニーズ

の有無を十分に検証したうえで、コストの試算、そのコストは受

信料を使うのかなど具体的な計画を国民に対し説明し、国民の合

意を得ることが不可欠であると考えます。そのためには、今回の

試験的提供のほか、さらに十分な時間をかける必要があると考え

ます。

【福岡放送】

検討されている常時同時配信については、国民・視聴者に対して同

時配信を始める社会的意義やニーズ、かかるコストを丁寧に説明

するとともに、制度改正の方向性や具体的な実施計画を提示し、

国民各層の合意を得ることが不可欠であると考えます。今回の実

証実験を行うこと自体を広く国民、視聴者に周知すべきであり、

また周知の方法をどのように展開するのか開示していただきたいと

考えます。

【長崎国際テレビ】

「試験的提供」を踏まえて検討されている常時同時配信について

は、社会的意義やニーズ、具体的な実施計画とコスト、さらに受

信料制度との関わりを国民・視聴者に丁寧に説明し、幅広く議論

し、合意を得るべきと考えます。

【鹿児島讀賣テレビ】

26 



インターネットでテレビの配信をするそうですが、受信料を徴収

するなら実施自体に反対します。

理由は放送の内容が偏向かつ低俗だからです。

【個人】

TVは不要でネットのみ使用している未契約者にとっては非常に迷

惑な話なので、ネット配信においてはネット視聴の契約者以外に

はばらまかないように徹底して欲しい。勝手にばらまいておいて受

信できたから契約しろと言い出すのが目に見えている。非常に悪

質な押し売り。TVについても、さっさと契約者のみのスクランブ

ルを導入し、悪質な押し売りを止めてはどうか？

【個人】

ネット配信の場合でも、その利用者には受信料がキチンと回収で

きるようNHK営業の方にも奮起をお願いします。また海外に住む

日本人（外国人も含む）でネットを利用してNHKの番組を視聴し

ている人にも公平に受信料が納付出来るよう新たな制度を設ける

べきだと思います。偉そうな事を言ってすみません。

【個人】

ＮＨＫは、放送と通信の融合時代においても、放送を太い幹としつ

つ、放送だけでなくインターネットも活用してより多くの人々に多

様な伝送路で公共性の高い情報や番組などのコンテンツを届けたい

と考えています。

ＮＨＫとしての常時同時配信に関する具体的な考え方や計画等につ

いては、会長の諮問機関である「ＮＨＫ受信料制度等検討委員会」

の答申を踏まえ、速やかにまとめる考えです。
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インターネットで配信するサービスを実施するのは良いことだ

が、受信料をNHKのネット放送するしないに関わらず全員から徴

収しようとするやり方は大反対。

(大反対というか、本来は違法でやってはならないこと。NHK様に

ゆかりのある議員様方が、法律をねじ曲げて、強制徴収可能とす

る法律がなぜかあるだけ。恥を知れ！NHK)

利用した人だけ、お金を払う

これは当たり前の市場原理。おたくらNHKがやっているのは、ワ

ンクリック詐欺と同じですよ？？恥を知れ。

日本国の恥部のNHKは当然、国民の評判は最悪です。これから、

不当な受信料請求に断固戦う国民がたくさん現れます。

恥を知れ。

あたりまえの市場ルールを守れ

視聴もしないのに料金を強制徴収するな

国民全員から強制徴収するなら、日本の癌NHKは公務員になるの

で、公務員程度の給料に下げろ。

日本の恥NHK

世界の恥NHK

全国民はNHKの解体を望みます。

正しい社会でありますように。

【個人】
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NHKはあまりにも身勝手すぎませんか。

私はネットはやりますがNHKを見たことがありません。それなの

に受信料を取るとはどういうことですか。

これではネットをやめる羽目にもなりかねません。NHKはネット

も見るな、ネットもやめろというんですか。この情報社会の中に

あって国会中継なども見ておりますが、NHKは国民を情報社会か

ら閉ざすつもりですか。

あまりにもひどい仕打ちです。

【個人】

インターネットにNHKは必要なし。マスゴミでしかない。

そもそも組織を解体せよ。

もし、放送法をかえたのであれば、見ない自由を奪ったとして違法

違憲立法審査で訴える。

テレビとラジオの情弱だけにしとけばいいだろが

組織解体して、税金で国営放送としての放送法改正以外はゆるさな

い。

そもそも平均年収1000マン超えている組織が

テレビをあえてもたない世帯から何故無理やりお金とるというの

は暴力団とおなじだろ

【個人】
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インターネット配信による利用者の利用動向はサーバー側で収集

可能なものであり、視聴用の専用アプリケーションを用いての視

聴では利用者側に専用アプリケーションを販売する型式を取ればい

いだけであり、インターネット利用者を全対象として視聴料を徴

収するようなものではない。

現行の地上波およびBS放送においてもB-CASカードという視聴コ

ントロールシステムがあり、BS/CSの有料チャンネルと同様に、

スクランブルをかけて契約者だけ見れるようにすればいいだけ。

NHKおよび検討委員は、現時点で地上波、BS/CS、インターネッ

トですでに運営されている視聴コントロールシステムを全て無視

し、国営放送でも無いのに税金徴収するが如く国民から視聴料を

むしり取る事しか考えていないとしか思えない。

無駄に金を使って大きいビルを建て、無駄に高給職員ばかりで、公

共放送のはずなのに反日や左派中立性を欠いた放送ばかりしかし

ない無駄放送局は消えてもらいたい。

税金の様に国民から視聴料をむしり取りたいのであれば、国営放

送に変更すればいい。

【個人】

WOWOWと同じでよいのではないでしょうか？

NHK視聴料未納入者：限定された番組視聴可

NHK視聴料納入済み：無制限に番組視聴可

【個人】

ＮＨＫとしての常時同時配信に関する具体的な考え方や計画等につ

いては、会長の諮問機関である「ＮＨＫ受信料制度等検討委員会」

の答申を踏まえ、速やかにまとめる考えです。
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私は2019年ではなくて来年2018年にインターネット同時配信やる

べきと思います。早くやるべきです。諸外国はすでにやっていま

す。日本は今更と思います。なぜ？2019年からなのか？不思議で

す。来年の国会で法律を可決して実施すべきです。日本は大分遅れ

をとってます。早くやってください。受信料は地上波よりも安くす

べきです。地上波と同等ではおかしいです。私はスカイニュース

やオーストラリアのABCのようにユーチューブライブで流せばい

いと思います。中国のCCTV、韓国YTNもユーチューブライブで流

しています。NHKもそうやったほうがいいです。

【個人】

ご意見は今後のサービス検討にあたって参考とさせていただきま

す。
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8 【その他】

こんなアンケートを取る前にすることがあるだろうが？

http://www.nhk.or.jp/faq-corner/1nhk/01/01-01-02.html

国家の強い管理下で行う放送を国営放送ということができます。

これらに対して、公共放送とは営利を目的とせず、国家の統制か

らも自立しては？どこが自立してるんでしょうか？

こちらの記載に対して一般常識からするとNHKは国営放送です

が？経営委員会に国家なじみの人選をする。政治部記者等、国家

なじみの人選が存在する。どういうことか説明なさい。

http://www.nhk.or.jp/faq-corner/1nhk/01/01-01-05.html

 長年培ってきた不偏不党のジャーナリズム精神は？国会もまとも

に中継もしない。サブチャンネルもあるのに中継もしないから質

問すれば相撲が人気があるから？それでも余ってるだろうが？！

政治部の

何が不編不党のジャーナリズムですか？

共謀罪成立が明白になってからやたらと取り上げその後に加計学

園、文科省の文書をやたらと取り上げて共謀罪成立に対する与党

の態度はこれで誤魔化す。

今回の意見募集とは直接の関係はないものと承りました。
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ツイッターにおいても、共謀罪って知ってますか？などまともに報

道もしないくせに他人事、無責任なツイートをし批判されて翌日国

会中継とはね。

いい加減にしろ。まともに事実も伝えない、現政権に都合の悪い

ことはまともに報道もしない。ニュースの順番も政府寄りに操作

する。

それならそれでどうぞ。ですが、NHK視聴料を国民は払う義務は

ありませんね。だってそうだろ？公共放送としての運営を離脱して

るのは明白ですから！

それでも変えないなら、政治献金・組織票同様にそういう界隈か

ら徴集しなさい。

【個人】
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