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第３回「デジタル時代のＮＨＫ懇談会」議事録 

 

■開催日時：平成１７年８月３日（水）午後１時から３時 

 

■場 所 ：ＮＨＫ放送センター５階特別会議室 

 

■出席者 

懇談会委員（五十音順、敬称略） 

家本賢太郎、江川紹子、音 好宏、梶原 拓、金澤 薫、小林陽太郎、 

笹森 清、新開玉子、辻井重男（座長）、永井美奈子、長谷部恭男（座長代行）、 

藤井克徳、山内豊彦、山野目章夫、吉岡 忍 （１５名） 

ＮＨＫ側 

会長 橋本元一、副会長 永井多惠子、 

理事 原田豊彦、畠山博治、小林良介、中川潤一、小野直路、衣奈丈二、 

石村英二郎、西山博一、 

総合企画室〔経営計画〕局長 望月雅文、担当局長 平賀徹男 

 

■議事次第 

１．開会 

２．受信料不払いの現状【資料１】 

３．「ＮＨＫ新生プラン」の検討状況 

４．閉会 

 

 

１．開 会 

 

事務局   皆さま、お忙しい中ご出席いただきましてありがとうございます。今

回は全日空の山内委員が所用のためご欠席ですが、１５名の方にご参加いただいて

います。 

 

辻井座長  それでは第３回を始めます。 前回、公共放送の存在意義ということ

で長谷部座長代行に基本的な考え方の整理をしていただいたうえで、色々なご意見

をいただきました。 

 特に公共性という言葉の意味の変化、政治との距離の問題、ＮＨＫの体質の問題

などが出されました。また、ＮＨＫが視聴者へ向くこと、視聴者の声やニーズを反

映した仕組みを充実させること、あるいは、国会で予算の承認を受ける制度そのも

のを変える提言をしていくべきではないか、というご意見も出されました。また多
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くの委員から受信料不払いの理由を分析したデータを知りたいというご要望もあ

りました。また９月に発表される予定のＮＨＫの「新生プラン」について説明して

ほしいというご要望がありました。 

 それから第１回のご意見を整理して、１２月までの議論の進め方を、前回お示し

したわけですが、「新生プラン」や「新経営ビジョン」について事前に議論ができ

るスケジュールにしてほしいというご指摘もいただきました。 

 第１回の様子ですと、「存在意義」について議論しないと収まらないかなという

雰囲気もありましたが、第 2 回では、やはり受信料という喫緊の課題を中心に、そ

れを通して存在意義も考えていくという議論の流れに変わったと思います。 

 それから、じっくり議論すべき問題を分けるべきだ、というご意見も踏まえまし

て、受信料から入っていく。そして、その奥にある本質的な問題を議論するという

ことでどうかということです。 

 短期、長期という分け方があると思います。長期というのは、場合によっては法

律改正まで必要だということがあると思います。それからテーマとしては受信料の

問題と、ガバナンス・政治との距離のとり方、そういったことがあると思います。 

そういう２×２のマトリックスの中で、まず現制度でやれることはどういうことか

ということがあると思います。 

 キーワードとしては、梶原委員のおっしゃった「デジタル民主主義」あるいは地

域に根ざした「ＭｙＮＨＫ」、「ＯｕｒＮＨＫ」ということがあって、長期的な法律

改正の問題との係わり合い等が問題になってくる。一応、時間軸の整理はそういう

ことで、現制度でやれる範囲、それから法律改正に及ぶ範囲になると思います。テ

ーマとしては「受信料の問題と政治的中立性」の問題かと思います。 

 まず今日は、ご要望の多かった受信料不払いの現状、あるいは理由の分析・対策

について、ＮＨＫから説明をお願いします。今回の資料等については一部、委員限

りでお願いしたいという要望も受けていますが、この辺は、座長判断ということに

させていただければと思います。 

 それでは、小林理事から、不祥事をきっかけとした受信料支払い拒否・保留の現

状について説明をお願いします。 

                                        

２．受信料不払いの現状（資料１） 

 

小林理事  それでは資料に沿って、受信料支払い拒否・保留関係以外にも、基本

部分についても記載していますので、それを含めてご説明したいと思います。 

 

『一般世帯の受信契約の状況について』 

 まず「受信契約の状況」です。一般世帯ですが、有料契約対象は４３００万件あ

ります。免除該当世帯など有料契約対象外の世帯が６４０万ぐらいあります。それ
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らを除いた４３００万が有料対象の世帯です。契約率は現在８０％となっています。 

 その有料の契約のなかで、口座振替でお支払いいただいている方が２６５５万件、

全体の７７％に相当します。営業の地域スタッフが訪問集金におうかがいしている

方が、５７７万件。その他に、「継続振込みの世帯」が２１５万件あります。これ

はコンビニ、郵便局で振替用紙を持ってお振込みいただいている世帯です。 

 したがって、口座振替の世帯２６５５万と、継続振込み２１５万を足したものが、

直接地域スタッフがおうかがいすることなく、間接的にいただいている世帯です。

足し合わせると、かなりの率が間接的収納になります。これはＮＨＫにとって非常

にありがたいものです。 

 しかし、この一連の不祥事で口座振替利用を中止する方が増え、２～３月がピー

クでした。その後は減少傾向にあります。 

 

『不祥事をきっかけにした受信料支払い拒否・保留の推移』 

 「支払い拒否・保留」は、１６年度末までに７４万７千件発生しました。特に、

２～３月がピークで３５万件でした。それに比べると新年度に入って以降、４～５

月、あるいは６～７月でかなり下がってきています。４～５月が４０％以上急激に

下がったのですが、６月～７月があまり下がっていません。実はこれは口座中止と

の関連があります。口座が中止になると契約そのものがなくなるわけではなく、訪

問集金に切り替わります。そうしたお宅に地域スタッフが集金にうかがうと、支払

い拒否･ 保留となるケースが非常に多いわけです。 

 支払い拒否・保留の、４～５月、６～７月分の中身を分析すると、大半が口座中

止の方から回っているというものです。現在、口座中止が減ってきているため、８

月以降、実際に集金にうかがうときに、その部分の要素が少なくなるので、支払い

拒否・保留もこれからかなり減っていくのではないかと見ています。 

 

『受信料支払い拒否・保留の理由の変化』 

 次に、「支払い拒否・保留の理由の変化」ですが、これについては、今年の２～

３月と、５～７月の２つに分けたデータがあります。２～３月の場合は、職員によ

る訪問面接調査・信頼回復活動で、営業以外の職員も含めて、各戸を訪問して承っ

たご意見をまとめたものです。５～７月の分は、電話で様々なお願いをしています

が、電話による聞き取り調査のデータです。 

 これをご覧いただきますと、大まかに、どういう理由で、拒否・保留されたかわ

かると思います。２～３月の段階では、不祥事、経営陣への批判が３５％、あるい

は不公平感、制度批判が１９％とありますが、とくに不公平感、制度批判が２～３

月に比べると、直近の５～７月が増えているということで、ここはかなりご意見に

違いが出てきたところです。そういうことで、昨日の記者会見の場でもこの傾向に

ついて申し上げたところです。 
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 前回、世代別の分類を行っていないのかというご指摘もいただいたのですが、Ｎ

ＨＫは世帯単位の契約になっているので、契約の代表者名はありますが、個人情報

の取り扱いの問題があって、ある種の制約があります。 

 具体的には、契約収納業務に関連するものに特定せざるを得ないということで、

個人情報の収集に当たりましても、電話番号、あるいは在宅時間、ご意見、ご要望

は、分析は可能ですが、それ以外については、法の趣旨に沿って適切な範囲でやら

ざるを得ません。もちろん、性別などはその場で個別に対応していただく方はわか

りますが、世帯単位ということで、年齢、性別は基本的に把握しない方式で行って

いることを、是非ご了解いただきたいと思います。 

 では本当にどういう実態になっているかについては、第三者の調査機関に委託し

て、その点などを詳細に把握する調査を検討しているところです。 

 

『受信料の公平負担に向けたこれまでの取り組み』 

 次の頁は、「受信料の公平負担に向けた取り組み」です。支払い拒否･保留者、あ

るいは口座振替中止者、全視聴者等々に対して、個別の対策を実施しているところ

です。 

「支払い拒否・保留者」に対しては、大都市圏、東京･大阪を中心に、ＮＨＫ以外

の営業ノウハウを豊富に体験された方に委託をして、特別対策チームを作って、集

中的な対策をしています。 

 また現在、第４次と称して、全国のＮＨＫの職員が「支払い再開」を要請する活

動を訪問活動、電話活動でやっています。６月から９月まで、現在既に３千人が参

加して実施しています。４万件近く対応させていただいています。 

 「口座振替中止者」に対しては、中止の連絡があったらなるべく早い段階でお電

話をさしあげて、お話を聞きながら口座再開を要請しています。振替中止が訪問集

金に切り替わって、地域スタッフ、あるいは営業職員がうかがうことになります。 

 これが増えると、いわば人海戦術でいくことになりますが、お訪ねしてもなかな

かお会いできないというケースが増えますので、なるべく口座振替中止を減らして

いきたいというのが先程申し上げたとおりです。 

 「全視聴者」に対しては、ＮＨＫの改革･ 新生の取り組みについて周知していこ

うということで、たとえば既に契約してお払いいただいている方に対しても、お手

紙を差し上げて、ＮＨＫの取り組み状況等を、ご理解いただく活動を展開している

ところです。もちろん、放送を通じても、様々なスポット番組等でＮＨＫの取り組

みについて紹介しているところです。 

それから「直接、視聴者の声を聞く」ということで、改革の取り組みで大きな柱

としている「ふれあいミーティング」を、全国で１年間で１千回以上行っていこう

ということで取り組んでいます。すでにこれまでに５６０回実施しています。１万

５千人の方にご参加いただいて様々なご意見をいただいています。 



 5

 最後に、「支払い拒否・保留者、未払い者」、いわゆる支払い拒否以外の方も含め

て、まだ支払っていただけない方に関しては、ＮＨＫから、「督促状」というと厳

しい言葉ですが、振替用紙を添付して、制度に則ってお払いいただきたいというお

手紙を差し上げています。 

 ＮＨＫというのは拒否しても何も言ってこないから大丈夫だろうというのが、何

となくいわれていたところです。そこにこうした手紙を２回に分けて差し上げると、

振込用紙も入っているということで、それなら払いますという方が実はたくさんい

らっしゃいます。私どもとしては、もちろん丁寧に説明等は行いますが、きちんと

制度を理解していただく活動も必要だと実感しています。 

 そうした取り組みの結果が、「受信料支払い再開」、つまり、一旦は支払い拒否を

したけれども、支払いを再開しますと言っていただいた方の数です。 

 支払い再開は、昨年８月から今年３月までの半年でも８千件でした。それが新年

度に入って、４～５月の第一期で９千件、６～７月の第二期で２万１千件と、急速

に増えており、私どもとしては非常にありがたいと思っています。 

 支払い再開の件数と、支払い拒否の件数とのプラス・マイナスが、支払い拒否者

が増えるか減るかということになります。今のところ支払い拒否が２１万１千件で、

それに対し同時期で支払い再開が２万１千件ですから、その差は非常に大きいので

すが、先ほど申し上げたように口座中止が減ってきています。これが支払い拒否の

減少につながっていくということと、「支払い再開」は反対に増えていくというこ

とで、差し引きで将来を見通しますと、その差は縮まって、いずれは支払い拒否者

の数が減っていくと見込んでいます。何としても早く、支払い拒否者を減らしてい

くため、全力をあげているところです。 

 

【参考】 『受信契約が必要となる根拠と受信料体系』 

 これから先は参考ですが、受信契約が必要となる根拠と受信料体系です。ご承知

の通り、「放送法第３２条」に、受信契約の根拠が記載してあります。「協会の放送

を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信について

の契約をしなければならない」と規定されています。 

 それに加えて、受信契約の内容である受信料体系は受信規約で定めていますが、

これは総務大臣の認可を得てＮＨＫが決めています。ここに、「契約の種類」、「契

約単位」、「支払い義務」、「受信料額」が記載されています。これを根拠にＮＨＫは

契約ならびに収納をさせていただいているというものです。 

 このなかの「契約種別」に、「普通契約」というのがあります。それと「カラー

契約」、この２つが基本です。この他に「衛星カラー契約」と「衛星普通契約」が

あります。「白黒契約（普通契約）」があることについて、これは不公平ではないの

かというご指摘をよくいただいていますが、そういった契約種別についてもこの中

に書いてあります。今後、受信料体系の議論の中でもこうした問題も出てくるもの
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と思われます。 

 「契約単位」については、一般のご家庭は「世帯単位」、事業所は設置場所ごと

にテレビ１台につき１契約という契約単位になっており、それぞれ異なっています。 

 このなかで受信料体系がどうあるべきかということも、この懇談会で議論してい

ただこうと思いますが、一つの典型的な例が次の参考に書いてありますので、ご説

明します。 

 

【参考】『受信規約の具体例』 

 受信契約は、基本的には世帯単位です。一世帯に一契約です。どういうことが起

こっているかということがこの図です。家族の構造をあらわしていますが、下に奥

様が実家にいらっしゃる。右側上に、ご主人が単身赴任され、別のところに世帯を

構えてテレビを置いておられる。その左側は、息子さんが学生で学生寮、アパート、

下宿などに住み、そこでもテレビを買って見ているというケースです。 

この場合、三世帯の扱いとなり、三つの契約が必要になるということです。ただ

し、自宅で暮らす奥さんの家にテレビが何台あっても一契約です。 

 その右側は、一軒家の二世帯住宅をあらわしていますが、この場合は同一の生計

と認められれば、一契約で済むという例です。 

 端的に申し上げると、よく言われることは、二階にはお子さんの世帯が住んでい

る。一階には親御さんが住んでいる。親御さんは年金でゆとりのある生活をされて

いるというなかで、これでも一契約であるというのは、いかがなものかというご指

摘もいただいているのです。なお、右に書いてありますが、その上に、テレビ付き

のカーナビを車に持っている。あるいはテレビ付きの携帯電話を持っているという

場合でも、世帯の延長線上であるということで、契約は全体で一契約で済むという

ものです。 

 放送と通信の融合時代に、そうした様々な形態でテレビを受信できるということ

がますます広がっていく中で、この受信契約、世帯単位という今のシステムが果た

して適切なのかどうかという部分については、これからの時代を見ながら考えてい

く必要があり、懇談会でもぜひ議論していただきたいと思います。 

 その下にある割引率は、一年払いが７．５％、半年前払いは５．０％です。これ

は平成元年に決められて、それ以降変わっていません。口座振替は月額５０円の割

引。これが現在の割引システムです。郵政公社の簡易保険の割引率、あるいは金融

機関の預金金利と比べますと、非常に高い有利な割引率になっています。こういう

ことについても、今後の議論の対象になろうかと思っています。最後のページは受

信料額表を参考として載せています。 

 

辻井座長  笹森さんが退席されますが、何かございますか。 
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笹森委員  では一つだけ。「拒否・保留の理由変化」が数字的に出てきたのでよ

くわかるようになったのですが、この中で、番組に対する批判で払わないのが約１

０％ありますが、これの年代層の区分けはわかりますか。 

 

小林理事  これは営業活動のなかで把握したものでして、先ほど申しました個人

情報との関係もありまして、年代層については把握できていません。 

 

笹森委員  「改革の様子見」というのが２２％ありますが、後ほど今日の議題に

もなります改革･ 新生の取り組みの内容にも関連してくると思いますが、先ほど辻

井座長から、短期・長期という分け方があるという話があり、前回もそういう話に

なりました。ここで１１０万件を超えてきた不払いの件数というのは、相当深刻を

通り越しているのではないかと思うので、短期の問題をどう急ぐか、そこのところ

の論議に集中的に入ったほうがいいのかなという感じが、この数字を見ていたしま

す。それだけ申し上げさせていただきます。 

     

辻井座長  どうもありがとうございました。では続けてください。 

 

小林理事  最後のページは受信規約に毎年定めるものです。平成２年度に値上げ

して以降、基本的には消費税部分を除いて、料額は変わっていないというものです。

説明は以上です。 

 

辻井座長  それでは約１時間ばかりご議論いただきたいと思います。ご自由に発

言いただきたいと思います。 

 

梶原委員  ここの世帯数の中に事業所は入っていますか。 

 

小林理事  これは一般世帯ですので、ここには入っていません。 

 

事務局  事業所は、総務省が日本の企業の統計調査をして、この調査で事業所数

というのは６３５万です。ただ、この６３５万というのは、飲食店や理髪店という

ところも入っていまして、自宅と一体の場合は、受信契約も一般世帯というかたち

です。そういうものが、６３５万のうち３５３万です。残り２８２万が事業所契約

の対象になっている事業者というかたちです。この２８２万の事業所に対して、そ

の中から、サンプル調査をしております。事業所の中で、テレビを設置しているの

が、２８２万のうちの４４％です。テレビを設置している事業所は、４人くらいの

従業員の事業所だとか、そういった小さなものが大半ですので、テレビを設置して

いる平均台数は２台で、したがいまして契約対象になるテレビの設置台数が２８４
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万ございます。そのうち有料の事業所契約は、契約をしていただいているところが

２１５万ありまして、未契約が６９万。したがいまして、事業所の契約率は７６％

です。これが１６年度末における決算の数です。 

 

梶原委員  契約率は一般世帯とほぼ同じ位ですね。 

 

事務局  一般世帯が８０％の契約率ですから、若干、低いのですが。これは、事

業所の場合は、たとえば、総務の方、担当の方を見つけ出して、契約交渉をすると

いったようなことで、契約に手間がかかります。 

 

梶原委員  これは日本全体の数字ですが、県別にもぜひ出してほしいと思いま

す。岐阜県の場合、受信料の収入額は約１１０億円ですが、岐阜放送局が県内向け

に放送するため等に年度当初に配分される予算は、人件費等を除くと５億円程度と

聞いています。１１０億円というと、お隣の石川県と福井県を合わせたぐらいの額

です。個人別の不公平感もあるけれども、地域単位の不公平感もある。予算が少な

いということで、これは如実に岐阜放送局の放送サービスに影響するのです。我々

現場から考えると大きな課題ではないかと思います。 

 そういうことで、地域局単位の受信料収納額と人員配置はどうなっているのか。

それから編成権というのは地域局にどの程度与えられているのか。私もいろいろな

角度から勉強してみたのですが、受信料を納めているという地域単位の負担と、受

益という対価関係にあるサービスとが、非常にアンバランスである。 

 大都市で人口が多いから大いに放送サービスをするというのは、やはり受益負担

の関係からいくと不公平だと思います。 

 そういう点で、受信料が大事であれば、「受信料と対価関係に立つ放送サービス

との関係」をより綿密に調べていただいて、公表してもらうことが必要だと思いま

す。 

 今、いろいろ努力されているのはわかりますが、手で傷口の出血を抑えている程

度のことです。とにかく構造的な解決を図っていかなくてはいけない。それでこそ

視聴者は受信料を払うということに納得できる。そういうことが一番大事なことで

す。現場ではＮＨＫはいい放送やっている、内容のいいのがある、これは共通の評

価だと思います。それに対して受信料を払ってもいいという素朴な感情は、これは

まさに対価関係に立っているのです。だから、真実を報道する、政治的に中立であ

るという信頼性、また、金の垂れ流しをやっていないかという、コストの面から見

た価格妥当性、要するに、対価関係に立つ受益とサービスとの関係をよりシステマ

ティックに提示していただきたい。これを事務局にお願いしておきたいと思います。 

 

小林委員  さきほど説明していただいた資料について追加質問ですが、先程、笹
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森さんが、拒否・保留の理由について、いくつか、年齢別等がないかご質問があり

ましたが、ここに書いてある分類の１００％の総母数というのは絶対数でいくらあ

るのですか。パーセンテージはわかりますが、５～７月のテレマーケティングの反

応ということで、これは電話だけですか。実際に個別に行かれたものも含めてです

か。 

 

事務局  ５～７月は２万６８０４件になっております。また、今年の２～３月は

１万９０３６件です。 

 

小林委員  ２万６千というのは、「支払い拒否・保留」であげたトータルで出て

きたものの何パーセントぐらいですか。１万９千、２万６千というのは、「払わな

い、保留している」という方々の何パーセントぐらいをテレマーケティングでリサ

ーチしているのですか。 

 

事務局  だいたい、１１７万件拒否がございますので、２％ぐらいになると思い

ます。 

 

小林委員  １１７万というのは、今までずっとですね。 

 

事務局  はい。その累計の中では。 

 

小林委員  それはわかりましたが、５～７月に起きたものだけではなくて、テレ

マーケティング活動をしてわかったのが２万いくらだったということですね。 

 

小林理事  ５～７月に新たに発生したものだけを対象とするのではなく、全体の

支払い拒否の母数に対してそのつどやるものですから、今で言えば１１７万件の最

大値がありますが、ほぼその数に対しての２万６千ということです。 

 

江川委員  さっき、年齢別は個人情報の関係で、とおっしゃいましたが、何で個

人情報保護法があると、年齢別のものを出していただけないのかよくわからないの

ですが、そもそも調べをしてないということですか。 

 

小林理事  たとえば営業活動のなかでは、契約の範囲でいいますと、先程も申し

上げたように、世帯単位の契約になります。そこには家族構成がありますが、どう

いう意見を持っているか、一人ひとりに聞くわけにはいかないということもありま

す。世帯契約なので、それ以上のことは聞く必要はありませんし、個人情報保護の

観点から聞いてはいけないという制約があって、どうしても個別のどなたさまがど
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ういう意見を言っているかということは把握できません。それ以上は踏み込めない

ということがあって、営業活動ではなかなか把握できないという状況にあります。 

 

江川委員  ただ、細かくはわからないにしても大まかな傾向として、老人のいる

世帯が払っているのか、若い単身者は払っていないとか、世帯主の年齢と家族の人

数ぐらいはあったほうが傾向は掴みやすいと思うのですが。 

 

小林理事  本来はそうしたいと思いますが、たとえば、たまたまうかがった時に、

奥様が出られたとして、「奥さまですか」とは聞けません。「何歳」というのももち

ろん聞けませんし、反対に「今、家の方がいないので」と断られるケースが多いの

ですが、それ以上なかなか聞けないというのが今の実情です。 

 

江川委員  そうすると、民間の業者に委託して調査するとおっしゃいましたが、

それも同じですか。 

 

小林理事  それはあくまでも第三者機関が調査するということで把握していた

だきます。ＮＨＫ自らが調査するわけではないので。 

 

江川委員  ＮＨＫは個人情報保護法があるとできないけれど、民間会社はできる

ということですか。 

 

小林理事  ＮＨＫは受信契約という約束のなかでしかできないので、制約を受け

るということですので、そこがむずかしいところです。たとえば、電話でご意見な

りお問い合わせしていただく場合については、性別はすぐわかるのですが、何歳か

というのはあくまでも電話の声色、トーンで把握する以外にないという厳しい状況

です。本来は、より詳細に把握したいのはやまやまですが、むずかしいということ

です。 

 

江川委員  受信料の対応を考えるためのことであっても、聞いてはいけないこと

になっているのですか。 

 

小林理事  そういうことを改めてお願いにあがればいいのですが、我々の持って

いる契約者の情報をもとに聞きにいくということ自体が、個人情報保護に抵触して

しまうことになりかねません。それもできないということで、今度、第三者機関に

調査を頼むことにしていますが、契約者も非契約者も関係なく、アトランダムに抽

出した方に、「調査にご協力いただいてよろしいですか」とお尋ねして、調査をし

ます。こうすることで初めて可能になります。 
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江川委員  結果はいつ出るのですか。 

 

小林理事  今月中には何とか予備的調査を終わりたいと思っていますが。 

 

小林委員  受信契約をしたときに、受信者総数のいろんな特性を踏まえたプロフ

ァイルはお持ちですか。 

 

小林理事  契約者総数に対するものですか。 

 

小林委員  とにかく契約をしておられる方は、受信契約をした段階では特性は全

部書いてあるわけですね、わかるわけですね。 

 

小林理事  特性というか、世帯単位ですので世帯の代表者名はございます。 

 

小林委員    代表者名だけを取った場合に、年齢その他はわからないわけですね。 

 

小林理事  基本的には必須の条件にならないものですから。 

 

小林委員  まったく情報はないわけですね。 

 

小林理事  住所、氏名、電話番号だけが基本です。 

 

小林委員  もともとそういう情報がないわけですね、お客様に対しては。 

 

小林理事  全数に対して、きちっと把握しているということはありません。 

 

小林委員    くどいようですが、全数はないけど、いくらかはあるということです

か。もともと契約するときに年齢だとか一切言う必要はないから。 

 

小林理事  それを前提としませんから、個別には把握していません。 

 

事務局  今回、お示ししているのは、通常の営業活動のなかで把握できた限りに

おける意見を分析して出しております。通常の営業活動のなかで、契約収納業務の

遂行上、必要なものについて適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなさいという

ことがありまして、放送受信規約の中に、取得できる個人情報が限定列挙されてい

ます。要するに住所、氏名とか、受信機の設置の日、受信契約の種別、カラーとか
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衛星であるとか。それから受信機の数、そういったものについては、通常の営業活

動のなかで、個人情報として契約収納するために必要だから収集してよろしい。そ

れ以上のことについては通常の営業活動で、たとえば、年齢や家族人数とか、どこ

にお勤めですかとか、国籍とか、そういったことについて取得することは制限され

ています。 

 したがって通常の営業活動の中で把握したデータはこれだけですが、たとえば、

通常の世論調査をＮＨＫが行なう場合や、民間に委託するケースについては、個人

の方がお答えになっている、性別とか年齢、職業については把握できます。 

 今回、お出ししているのは、通常の営業活動のなかで実施した範囲において把握

した個人情報に基づいており、世代ということについては把握しておりません。 

 

江川委員  世論調査みたいなものは。 

 

事務局  支払い拒否・保留者については、世論調査は今まで実施していません。

それについては、改めて全体の中で取り出してやろうとしているところです。 

 

梶原委員  第三者に民間委託される場合、調査対象は世帯主ですか、あるいは個

人ですか。 

 

事務局  一般に我々の場合は世帯契約ですので、世帯主あるいはそれに代わる方

という、その範囲の中でお答えいただくというかたちでやっております。 

 

梶原委員  ＮＨＫに対してどういうイメージを持っているかということになる

と個人単位ですね。受信料を払うか払わないかということについては、世帯主の判

断かもしれないが、実際、世帯単位で金を払う、払わないを決めているのは、家庭

の主婦ですよ。財布を握っている。私のところなんか財布を握られているからね。

世の中そういう人は多いかもしれないから、世帯主がターゲットというのは、考え

ないといけない面があるのではないかと思います。 

 

小林理事  お言葉ではありますが、それで奥様がおられて、よかったと思うと、

「主人がいませんので」とすぐ言いわけされるケースがありますから、そこはまた

辛いところですが。 

 

梶原委員  むずかしいね。 

 

吉岡委員  昨年来のいろいろなことがあって、こういう調査をぜひしなければな

らないとお考えになったと思いますが、こういう調査をされて、どういう実感を持
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たれているかお伺いしたい。 

調査をされて、これまでのＮＨＫの受信料体系でやっていけるというふうに、現

場で営業されている方は思われたのでしょうか。それともこのままではもうやって

いけないかもしれないという、ある危機感を持たれたのかどうか。 

それは不祥事に直接関わってそうなのか。あるいは不祥事に関わらず、たとえば、

今まで世帯単位で行動をしていた、生活をしていた人々が、ライフスタイルの変化

に伴ってどんどん個というものになっていったときに、今の受信料体系ではやって

いけないと思ったからなのか。調査なさった中で実感として、皆さんがどのように

お感じになったのか伺いたいのですが。 

 

小林理事  なかなかむずかしい答えになりますが、この不祥事が起こる前から、

問題はなくて、受信料制度は未来永劫続くものという認識かどうか。まずそこから

捉えていくと、現実には、なかなかむずかしい問題が年々広がりつつあるという認

識はもっております。 

 世帯単位で、しかも受信機を設置したら、必ず契約をいただき受信料をいただく

という行為が、物理的にも非常に困難になってきています。端的にいえばロックマ

ンション、あるいは単身の世帯が増えている。そういうところに実際に行ってお会

いして、契約やお金をいただくことが、大変に困難度を増していることも事実でご

ざいます。そういった現実的な問題と、料金体系そのものを含めて、年々、困難度

が増しているという認識をもっています。そのことがやはり契約率が若干下がって

きているということにもつながってきていましたが、お蔭様で、いただくお金の方

は年々増えていました。それが昨年度、初めて減収になったわけですが、そういう

意味でも、この不祥事がそのことを倍加させたという認識はもっています。 

 

吉岡委員  もう一つ、未契約世帯、８５３万というのがありますが、これは決し

て少なくない数字だと思います。不祥事以降の不払い世帯が１００万を超えたとい

うので、みなさん青くなっているわけですから。この未契約世帯のなかで、なぜ契

約したくないのかという理由として、かつてのような世帯で動いていないとか、あ

るいは単身赴任をしていて、うちは実家の方で払っているから、ここで払いたくな

いということも含めて、いろいろあろうかと思います。この未契約世帯についても

う少し説明をしていただけますでしょうか。 
 
小林理事  大半は、先程申し上げたように、引っ越しをされたとか、何度行って

もお会いできないとか、一時的に流動的な状態になっている世帯があります。統計

上も引っ越しが非常に増えていることもありまして、ほとんどそういう方なのです。 

 あとは、意思をもって契約しないという方もいらっしゃいます。これも５０万件

弱いると把握しておりますが、そういう方を除けば、現実に一時的なものです。一
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時的に引っ越しをされて空白になっている方も、決して悪意をもってやっているの

ではなくて、たまたま空白になってしまう、そういう方がここに計上されているの

で、どうしても一時的に数としては多くなるということです。 

 

藤井委員  もともと、受信料の不払いという現象には深い原因があって、たまた

ま今度の不祥事はひとつのきっかけになったのにすぎないのではないか。と申しま

すのは世帯構造が変わってきたり、あるいはＣＳなどのように有料テレビ契約をし

ないと見ることができない放送が出てきたりと、社会の状況がどんどん変わってい

ます。また、不払いというのは健康保険とか年金でも、相当数あります。 

 だから、受信料不払いの問題は、そもそもずっと構造的に秘められていた問題で、

たまたまポンと出てきたのではないでしょうか。 

やはり不祥事問題が大きいのか、それとも大きな原因はほかの部分にあったのだ

ということなのか。どのように考えていらっしゃいますか。 

 

小林理事  先程も若干申し上げたことですが、今回の不祥事、あるいはその後の

対応でいろいろお叱りを受けたということ以外にも、公共放送あるいは受信料制度

をめぐる状況は、世の中との対比でいうとだんだん状況は厳しくなっている。これ

は日本だけはなくて諸外国もそうでありますが、日本の場合は、逆に一番うまくい

っていたということであろうかと思います。 

 ただし、特殊な負担金をいただく、という言葉を一つとっても、何となく曖昧に

聞こえる。では見なければ払わなくていいのかという対価意識の高まりの中で、そ

ういう要素が少しずつ、とくに若い世代に広がりつつあることは率直に認めざるを

えないと思っています。 

 

藤井委員  国民の収入全体が大変厳しくなっており、それから世帯、家庭構造も

変わってきている。ずっとそれが原因として横たわっていて、今度の不祥事問題と

いうのは引き金ではあったのだけども、別の問題だという認識なのか。それとも今

度の問題は引き金ということで、大きな問題であり、これをきちっとえぐっていか

ないといけないという認識なのか。 

両方入り交じっているかもしれませんが、ＮＨＫとして今度の問題の深い原因を

どう考えているのか、そのあたりのご認識をもう一回伺いたい。 

 

橋本会長  実際にこういう現象を見ているなかで、やはり私自身の受け止めとし

ましては、時代の推移のなかで、一つは、実際に面会しようとしても会えない状況

があるという物理的な原因が一つ。もう一つは、こういうものに対する対価性の意

識が高まって、お金を出して買う必要がないものには払わないというふうな感覚が

あろうかと思います。 
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 しかし、番組というのは物ではありませんので、実際に民放の放送にしても、Ｎ

ＨＫの放送にしても、ＮＨＫの場合には受信料、片や民放にはどこかでスポンサー

がついて、商品を通じてお金を払っているわけですが、いわばあらためてお金を払

わなくても見られる。 

 民放の番組をよく見る層というのが広がってきているところから、やはりＮＨＫ

の受信料そのものの性格が大変わかりにくくなっているのではないか。この２つの

要因があると思います。 

とくに最近顕著なのは、前者の、面会しようとしても会えない。オートロックマ

ンション、それから単身赴任、あるいは共稼ぎでなかなか会えないという現象が顕

著にでていると思います。 

 これに対しては両面作戦があって、一つは、実際に受信料を頂く仕組みとして、

確実に口座から頂く収納システムにいかにして乗っていただくかということが大

事です。二つめは、民放はこういうシステムで、ＮＨＫはこういうシステムだとい

う、この二元体制、ＮＨＫの受信料が何で成り立つのか、本当に皆さんとの結び付

きによって、信頼関係の中の特殊な負担金と称している制度を、いかに再確認する

か。この２つだと考えて、今回の「新生プラン」とか、これまでの「ふれあいミー

ティング」の活動とか、「電話作戦」とか、その２つをポイントとして作業を進め

てもらっています。 

 

江川委員  藤井さんのお答えに対しては、いろいろな不祥事よりもこういう社会

現象とか、世代の問題だというふうにＮＨＫとしては捉えていらっしゃるというこ

とですか。 

 

橋本会長  不祥事というのはやはり引き金として、大変大きな問題だと思います

が、全体のロングスパンで考えたときの問題として、そういうふうに考えますとい

うことでありまして、不祥事がぜんぜん影響がないとは申し上げていません。 

 

永井委員  ＮＨＫのさまざまな取り組みにより、６～７月においては２．１万人

の方が支払いを再開したということですが、さまざまな取り組みの中の、何が一番

功を奏したか、結果として何かデータをお持ちなのか、それとも実感でおありにな

るのでしょうか。 

 

小林理事  実感で申し上げますと、個別にご意見を聞くと、実は、我々の取り組

み等と違う答えがいっぱいありまして、要するに「半年も支払いをやめてしまった

ので、そろそろ払っていいと思って払いました」とか。こういうことをやったから、

それに対して答えるという方が、率は少ないものですから、いまは定性的に申し上

げられませんが、取り組みで実感として得ているのは、実は７月の上旬から放送を
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通じまして、スポット的に、「ＮＨＫよ！」というスポット番組をやっていまして、

瀬戸内寂聴さんはじめ、みなさん方にご登場をいただいてＮＨＫに対する励ましや

お叱りをいただいたりしているのですが、それと連動して、拒否している方に対し

て直接おじゃまして、いろいろなお話を聞きに行っているなかで、再開してもいい

といっていただいた方が非常に多いという実感をもっています。 

 そういう中では、我々としてもいろいろな改革の姿勢を少しは認めてもらってい

るのかもしれませんが、どちらかというと、今のところは「ＮＨＫの放送を見てい

たら、払ってもいいんだ」というふうに思い直していただいた。先程のそういった

いろいろなことでの、ある種、「懲らしめのために支払いを止めるのだ」という方

もいらっしゃったのですが、そういう方が再開していただいた。それから営業の現

場で、集金にあたる地域スタッフが何度もお邪魔するものですから、「そんなに何

度も来るなら払う」と言っていただいた方も結構いらっしゃる。そういう雑感的な

もので恐縮ですが、そういう実感を持っています。 

 

永井委員  たぶんこの中のＮＨＫのいくつかのアクションというのは、人の心に

訴えかけて、それで払おうという方もいらっしゃると思いますし、ほとぼりも覚め

たからそろそろ払おうという人もいらっしゃる、このまま鎮静化するとすれば、ま

た払いだす人たちもたぶんいらっしゃると思います。増えてくるかもしれません。 

 不祥事が今回のきっかけになって、不払いを多くしてしまったわけですが、今、

会長がおっしゃられたように、長年受信料体系が持ってきた問題点はまだ引きずっ

ているわけです。 

 ここで、もし支払いを再開した人が、何かもっと別の理由があって、「やはりＮ

ＨＫというのは無かったら、見てなかったら困ったんだ」とか。「地震があったと

きに、ＮＨＫはどうしようかな、見ようかな、お金を払っていないけれども、やは

りＮＨＫは見るな」と思ったとか。皆さんがキャンペーンのように繰り返してこら

れた「ふれあいミーティング」などのアクションとは別に、もっとＮＨＫの本質に

関わるようなメリットを実感した人がいたのではないか。 

 そういうデータをとるアンケートなり、任意になるとは思いますが、とってもい

い機会ではないか。今まで、「何で不払いになったのですか」という方々のアンケ

ートはちゃんと取ってあるのですけれども、「何で支払いを再開したのですか」と

いう方のアンケートは、せっかくいいチャンスなのに取っていらっしゃらないので

はないか。 

 

小林理事  実は７月に、支払い再開された方の一部に、アンケート調査をさせて

いただきました。回答者が少なくあくまでも参考ですが、７７名で複数回答、回答

そのものは １２４件の回答がありました。その内訳は、「反省を促すために、拒否

したけれども一定期間経過したために、また払います」という方が２９％いらっし
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ゃいました。「担当者が熱心に来て説明するので払います」という方が２０％くら

い。これを合わせますと合計約５割近くはそういう方々でした。 

  それ以外には、「４月に経営陣が刷新された」ということでお支払いいただいた

方が１２％、あるいは「払うべきものと思いなおした」といっていただいている方

が１０％。「番組が良い、また見ているので払います」という方も１０％くらい。

あるいは「体質が変わった」というのが１０％弱。あるいは「ＮＨＫはいろいろ改

革の取り組みをやっていることを理解する」といった方も５％くらい。その他が

８％、だいたいそのような分布が７月の段階では結果としてありました。 

 

永井委員  もし可能であれば、支払いを再開した人たちに、なぜ再開したのか、

もう少し詳しく、たとえば、やはりＮＨＫを必要だと思い直したのは、なぜ、どの

部分が評価されたのかというのを聞かないと、懇談会で話し合う一人一人の意見は

とても大切だと思うのですが、身銭を切ってお金を払った人の意見はとても貴重だ

と思うし、その方にもきっと払わないところから払うに至るまでの紆余曲折はある

と思うのです。 

  そういうものを細かく分析することによって、改革につなげていくことの方が建

設的な改革ができるのではないかと思いました。 

  母数が少ないデータというのは、対外的に公表することはむずかしいと思うので

すが、母数が少なくとも貴重なサンプルであれば、たとえば、「支払わなかったけ

れども支払う」というサンプルは、貴重なデータだと思うので、こういうクローズ

ドな懇談会だったらそのデータは出していただいた方が、こういう成果がありまし

たということだけでも。今、意見が伺えてよかったと思います。 

 

小林理事  貴重なご意見ですので、今回のこの調査はエリアを限っていますから、

なるべく全国的に行って参りたいと思っています。 

  ただ、今回は回答率が１割程度で、調査の信憑性もありますから、まだ世間にお

示しすることにはならないのですが、まさにおっしゃるとおりですので、これから

どういうやり方がいいのかを含めて検討をしていきたいと思います。 

 

橋本会長  今のデータは受信料収納に関わる対象だけで調査したデータですが、

ＮＨＫ放送文化研究所が５年ごとに「日本人とテレビ」という調査をやっているの

ですが、これはＮＨＫだけではなくて民放も含めたデータです。たまたまＮＨＫに

対する非難が高まっている時期にやった調査なのですが、ＮＨＫの災害報道に対し

ては、５年前に比べてポイント数が上がっているのです。 

 他の項目は、ＮＨＫに対する評価が下がっているのですが、ニュース報道系、と

くに災害報道等についてはＮＨＫが抜群の評価を受けております。 

 大変厳しい非難の中でも、そういうジャンルでは信頼されているのだということ
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を感じております。 

 

辻井座長  議論を続けたいと思いますが、今までは主にＮＨＫに対する質問だっ

たのですが、不公平感に二種類あって、払っている人の中での不公平感と、払って

いる人と払っていない人がいるという不公平感の問題があると思います。この間、

永井委員もおっしゃったように、世帯契約の図にもあるような不公平感の解消につ

いての積極的な提案があったら伺いたいと思います。 

 

家本委員  第１回の時にも少しお話をしたのですが、大学生に限らないのですが、

私もまだ大学生ですが、やはり若い世代の、とくに一人暮らしを始めたくらいの世

代の、受信料の支払いの状況はあまりよくないのではないか。これはまわりの実感

ですが。 

 たとえば、例を申し上げると、携帯電話のａｕ、ＫＤＤＩさんが最初に学生向け

の割引を半額でやった。基本料も全部半額でやった。あれは何がおもしろいかとい

うと、最初に学生を取っておくと、その後、必ず社会人になってくれるので、その

ままａｕを使ってくれれば、契約が引き継げる。これは、非常におもしろいアイデ

アだと思っています。 

 要は、最初にクレジットカードなり口座振替なり、支払う習慣を付けさえすれば

長くても４年間で社会人になってくれるわけですから、そのまま払ってくれる。そ

ういう層になってくれる。次々にそれが生み出されていくというようなアイデアは

生かせないのかということを感じています。 

 逆に、１コインでやればとか、５００円くらいであればとか、千円札一枚だけか

もしれませんが、それぐらいであれば、たぶん学生も払えるのです。直ぐにはなか

なかむずかしいかもしれないけれども、長い目で見たときに必ず、日本の人口の問

題を考えても、取り込んでおく必要がある世代だというふうに思うので、そういう

ものは考えられる。今の現行の規則、ルールの中でできるのかどうか、ぜひ伺いた

いと思います。 

 

小林理事  今の学生割引は、ある意味で、受信規約上明確にすれば、要は総務大

臣の認可を得れば、放送法まで変えなくても可能ではないかと思います。 

 ＮＨＫの場合は、実は学生契約といっても結構母数が多いのです。ちょっと割り

引けば少なからず減収が生じてしまうということと、家本委員が言われたように、

先々ＮＨＫのシンパになっていただいてお払いをいただくことを思えば、どっちを

選択するのかということがあると思います。そのこともまさに、先程の単身赴任の

問題も含めて、どうしていけばいいのか。まさにこれから議論をしていただかない

といけないと思っています。 
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家本委員  都心でもたぶんワンルームマンションが増えていたり、それから独り

暮らしをする率がどんどん高くなっているような気がするのです。 

 たとえば、最近、大学によってはクレジットカードを大学と提携して発行すると

か。電子マネーを学生のうちに持たせようというので、私たちの大学も学生証と電

子マネーをくっつけてしまおうと考えているようですが、そういうところが増えて

きている。そういうものから払えるとか、５００円をそのまま払うのは手間が大変

なので、そういう支払い手段をうまく工夫すると、もっといいのかと思います。今

の学生割引はそんなに割引率は高くないですね。 

 

小林理事  クレジットカード、あるいはデビットカードがありますが、それもや

っとＮＨＫは始めたところです。まだ一時払いしか認めないということがあります

が、これからさらに継続的に利用できるなど、クレジットカードを使いやすい方式

にします。今後より一層便宜を図っていきたいと思います。 

 

小林委員  今の話は、皮肉っぽく言うと、実際に学生さんの層に非常に不払いの

人が多いとしたら、かなり増収になる可能性があるし、すごい減収になるかならな

いか。もともとのデータがわからない限りわかりませんね。本当はわかっておられ

るのですか。 

 

小林理事  もちろん把握しています。 

 

小林委員  そうすると、さっき言ったときに、もう少しデータがでてきてもよさ

そうな気がするのですが。 

 

小林理事  通常の世帯契約率、８０％にしますと、そんなに多くはないですが、

実は学生さんは下宿アパートでも最大４年しかいないのです。常に出入りしている

中で、契約取次ぎでお金をいただく手数料は単価が高いわけです。そういうことも

あって苦慮しているところです。先日も橋本会長が京都の大学に行って講演会を開

くとか、いろいろなタイアップ活動をしている中で、我々としてはけっこういただ

いているという認識はもっています。でもさっき申し上げたように基本的な問題が

ございますので、それはまた別途検討します。 

 

吉岡委員  学生で受信料を払っていない人というのは、統計上では未契約世帯に

入っているのですか。 
 

小林理事  契約していない人は未契約です。 
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吉岡委員  この数字でいうと、８５３万の中に入っているという意味ですね。 

 

小林理事  そういうことです。 

 

永井委員  私も、学生の友人といっても１０歳くらい年下ですが、何人か聞いて

みるとほとんどの人が払っていないのです。「だって見ないもん」というのです。

だいたい見るのは、と聞くと、民放８、６、４、１０（チャンネル）という。「見

ないものに払わなくてもいいじゃないですか」というのです。「この間の新潟県中

越地震のときにどうした？」と聞いたら、「ＮＨＫを見ましたね」という。「見たの

ならＮＨＫは必要ではない？」、「必要だけどいつ来るかわからない地震のためにお

金を払いたくない」と。これはただの笑い話ではなくて、完全に彼女たち彼らとい

うのは、番組対価でお金を払おうとしています。 

 それは負担金という発想がまずない。家で受信料を払ってきて、突然独り暮らし

を始めたからといって公共放送が何たるかというものがわからないのがあたりま

え。だとしたら、今の家本さんの意見はすばらしいなと思ったのは、まず公共放送

が何たるかというのを、たとえば会長自らでも結構ですし、どなたか放送文化研究

所の方ですとか、そういう方々がボランティアで大学で講義を持つとか、公共放送

とは何かというのを、たとえば特別講座などを大学１年生のために、講義として持

っていくのはいいことだと思います。 

 ジャーナリズム論としても成り立つし、マスコミ論でもいいですし、そういうと

ころから若い世代の人たちに知ってもらうことによって、将来クレジットカードを

持つ人が増えるような発想と同じように広めていくことは可能だと思います。 

 会長が番組対価ではないとおっしゃられたのは、たぶん地上波のことだけだと思

われますが、そこの議論は、またここの会ではしていくことだと思いますけれども、

その発想は今の若い人たちには全くないというところも、お知りになっていただい

た方がいいかと思います。 

 

橋本会長  今のお話にありましたように、先週、京都の大学の連合体の中で、社

会学を専攻する学生向けの講座がありまして、ＮＨＫ講座と銘打って、私が５００

人くらいの前で話をしました。その中でいろいろ意見もいただいて、すべての学生

さんからアンケートをいただいて帰ってきたのです。 

  やはり基本的には、学生さんはこれまで、今も話にありましたように、ご家庭に

いるときには親御さんが払っているものだから、自分が払うという概念はほとんど

ないわけです。 

 自分のお金から払うという気持ちがほとんどない。一本立ちしている中でも、自

分が何で払うのか、払わないといけないという気持ちは全くない。しかし、番組を

見ることはある。それからＮＨＫというものがそういうかたちで成り立っていると
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いうのは知らなかった。正直言って国営放送だと思っていたと。そういう中でＮＨ

Ｋというのはそういう制度かということがわかったから、払う気持ちになったとい

うこともあります。 

  そういう面ではかなり肯定的な意見を寄せていただきました。８５０万件の中の

僅かかもしれませんが、学生さん向けの開拓をやれば、この層をこれからつなぎ止

められると思います。 

 しかし、その場合に必要なのは、訪問してお金をいただくということだけではと

ても十分とは言えない。たとえば携帯電話というツールもあるわけで、そういうも

のの集金システムを活用させてもらうことができないかとか。ＩＴ技術や、インタ

ーネット契約とか。そういう学生さん向けの集金システムを考えないといけないと

思っています。 

 ただ、やはり今のアナログのテレビだと、なかなか捕そくはむずかしいので、Ｉ

Ｔ技術が活用されるフルデジタルの時代には、携帯電話などとの連携はすごく重要

になると思います。 

 

梶原委員  これも不公平感の一つですが、いろいろな人と話をしていると、「お

れは若い時から続けてＮＨＫに受信料を払っているけれども、何もいいことないん

だよね」とか、「何もＮＨＫはくれないんだぞ」という声を聞くことがあります。

車の保険は長期加入をしていると支払い額がだんだん安くなるように、ＮＨＫでも、

長期間受信料を払い続けている人たち向けにファンサービスをやってもいいと思

うのです。 

  たとえば、過去のいい番組のＤＶＤとかビデオを差し上げますとか。あるいはＮ

ＨＫホールの公開番組に招待しますとか。何か目に見えるものを出してもらうとい

いのではないか。要するにまじめに営々とお金を払っていても、何も褒めてもらえ

ない。これも不公平だと思う。何十年も払っている人にもっと目を向けてもいいの

ではないかと思いますね。ＮＨＫホールなんかどうですか、ちゃんと払った人しか

入れないとか。 

 

小林理事  実は、これまでＮＨＫというのは聖人君子のように振る舞わないとい

けないという言われ方がありまして、契約していただいていない方、払っていただ

いていない方に対しても、ある種平等に扱わないといけないというものがありまし

た。現実にＮＨＫホールなどの公開番組の応募についても、払っている、契約して

いることと関係なく当落の葉書を差し上げていました。 

 そういう中で、やはり梶原委員のご指摘のとおりでありまして、本当にきちっと

支えていただいている方に対して何をやってきたのかという反省もございまして、

これからは優遇サービスをやっていこうということで、いろいろな検討を進めてい

ます。 
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 端的にいえば、ＮＨＫホールの入場の話もそうですし、ＮＨＫアーカイブスの話

もございましたが、たとえば、インターネットのブロードバンドが普及しています

ので、いながらにして受信料の領収書番号をもっている人は、アーカイブスに入れ

て無料でＶＯＤができる。それも場合によっては可能でありますので、そういった

ことを含めていろいろ多角的に検討しています。 

 

藤井委員  受信料の徴収は、やはり世帯単位のままでいくのか、あるいは個人を

単位にしていくのか。たしかに民法では家族制度が厳然とあって、これはしばらく

変わりそうにありません。しかし現実は個に分かれつつある。だからたしかに現段

階では世代単位というのでいいと思うのですが、家族が分かれてきているという流

れの中で、そこにどうやってメスを入れるのかが重要になってきます。 

 たとえば、いきなり個人単位というわけにはいかないので、選択制にしてはどう

か。つまり世帯単位で支払いというこれまでの方式か、または個人単位で払うとい

う方式を選ぶことができるようにする。トータルに計算して、どっちを選んでもＮ

ＨＫに入るお金は変わらないという図式を作った上でやってはどうか。 

単身者の家も、相当に大きな家族の家もみんな一緒、あるいは事業所にしても、

５人未満も、大事業所も一緒だと、何となく今の社会の大きな変化とフィットして

いないように感じます。その辺の根本問題を考えないと具合が悪いのではないか。 

  いきなり世帯単位から個人単位へ変えるというのは無理にしても、いろいろと考

えてみる必要があると思いますが、たとえば両方の選択制、あるいはハイブリット

方式などはどうでしょうか。そうした検討・研究をしていく必要があるという問題

提起をしておきます。 

 

音委員  今までのお話をお聞きしていて、現行制度でいけるのか、それとも、た

とえば、世帯単位から個人単位にというように制度を変えなくてはいけないのかと

いう議論でいいますと、制度を変えるというのは、先程の短期、長期のような分類

でいえば、ちょっと先の話だと考えるべきだと思います。それよりも先程の小林理

事からご説明がございました、支払い再開理由ということで挙げられた項目の中で、

１番目の「反省を促したであろう」というのが２９％。それから「経営陣が変わっ

た」という３位の１２％。「体制が変わった」１０％弱。これらは去年から今年に

かけての不祥事の問題に対して、ＮＨＫの体制はある部分直ってきていると視聴者

が見はじめたことに表れではないかと思います。 

 気になったのは、２番目のところで、「担当者が熱心である」。つまり担当者が来

てくれて、よく話をしたら今の制度に対してはポジティブな評価をして支払うよう

になったという項目です。これは逆の言い方をすると、説明が今まであまりなされ

ていなかったのではないかとも取れるわけです。 

 私がもっと気になりましたのは、「番組がよい」というが１０％です。ＮＨＫの
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最大の商品は番組であって、いい番組を届けることが大事だと思うのです。よい番

組が視聴者に届けられて、それが視聴者に評価される、先程の受信料を払うことに

よる対価としての満足感を視聴者が得られることが大切だと思うのです。それはひ

ょっとすると自分が見ていないかもしれないけれども、いまの社会で放送されるこ

とが非常に意味がある番組、私たちの住む社会にとっていい番組だという意味も含

めてです。そう考えると、「番組がよい」が、１０％しかなかったというのは、問

題だと思うのです。もっと「番組がんばれ」と言わなくてはいけないのではないか

と思ったのです。 

 あえてそのことを申し上げたのは、現行制度の中で、どこまで立ち直れるのかの

見極めにつながると思います。私ももちろんマンションのロックの話なども十分わ

かっているつもりですが、その次のステップとして、長期的な流れの中で、その先

の問題としてどう変革していくのか、議論をされなくてはいけないと思います。 

 

山内（豊）委員  中身の違う質問を２つさせていただきたいと思います。制度改

正は仮にやろうとしても時間がかかるというお話でしたが、実際問題として急速な

技術革新、あるいは放送と通信の融合の世界という中で、携帯電話やパソコンでテ

レビを見る時代は、あっという間に来て、それが大半の世代に行き渡る。ものすご

いスピードで個人に行き渡ると思います。 

 そういう状況に対して、パンフレットにあるように、世帯単位でとか、あるいは

契約種別とかで、そういうことに対応していけると、あるいは対応していくしかな

いと考えておられるのか。そういうことがあるから、やはり制度論も含めて検討を

急がなければ対応できないと考えておられるのか。第一点として、そのことをお尋

ねしたい。 

 

橋本会長  これは最後の「参考」のところにありますように、「受信設備を設置

した者は」ということがあります。受信設備というのは、広くいえば携帯電話であ

ろうとパソコンであろうと、放送を受信できる設備であれば契約をしなければなら

ないということですから、そこでいえば制度そのものは変えなくてもいいのではな

いか。もっと下のレベルで本当にテレビ受像機なのか携帯受信機向けのサービスな

のか、運用上の仕訳はあろうかと思います。 

 現行制度の中で、そこは私としては対応できるというふうに思って、しかし、実

際にパソコンや携帯でご覧になっているお客さんをどう捕そくするのか。これが一

番むずかしい問題で、したがって、そこは別のＩＴ技術、個人認証の問題だとか、

そういう手段がこういう伝送路の中に入ってくるかどうかということが、現実的に

受信料が集まるかどうかの鍵になると思います。 

 

山内（豊）委員  しかも、その対象となる人たちは若者を中心にした層だと思い
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ますので、これは非常に大きな部分だと思います。 

 

橋本会長    そうですね。 

 

小林理事  世帯単位の契約ですと、家で一件契約していれば、家族が何人いても、

テレビ付き携帯電話やテレビ付カーナビのある自動車を何台もっていても、全部一

契約でいいわけです。ところが２０代、３０代の方の家での契約は、先程あったよ

うに確かに低く、そういう方は、これから外で携帯テレビをご覧いただく率が高く

なってくるのではないかと思います。 

 そうすると、会長が申し上げたように、どうやって契約をとるのだというところ

は非常に物理的な困難性があるものですから、努力の問題を抜きにしても、どうし

てもそういうことは発生する。電車の中で、携帯でテレビを見ている人に、「あな

た契約していますか」とは確認できません。いわばそういうことです。 

 どうやっていくといいのか、新しい技術を活用したツールをもってやるのか。そ

こは大いに検討しないといけません。 

 

橋本会長  この未契約の ８５３万をどう補そくするのか。これも引っ越しだと

か、移動とか、使っている端末がどういうものかということも含めて、補そくでき

ないというのが８００万を越えるような数字になるわけです。これは今日的な時代

としての問題になってくる。デジタルで、多様な端末がでてくる中で大変問題にな

ってくると思います。 

 

山内（豊）委員  そのことは、そこまでで結構です。もう一つは、また違う質問

ですが、支払い拒否と保留の総数が累計で １１７万にも達して、それによる減収

が新聞報道にあるような額に上っている。予算で計上した収入予算と対比して、件

数、金額とも倍以上、たぶん３倍くらいにいっているのではないかと思います。そ

ういったレベルに達していると思います。 

  新聞をみますと、それに対してどう対応するかという部分があまり報道されてい

ないのですが、せいぜい辞めた理事とか幹部の退職金を当面減らすとか払わないと

いう部分だけクローズアップされています。やや目くらましで、そこのレベルまで

いくと、やはり予算上の非常な困難をきたしているのだろうと思います。 

 それに対しては、当面、経費節減でがんばる一方で、支払い拒否･保留の人たち

には一生懸命働きかけて払っていただくようにするレベルで止まっているのかも

しれませんが、実際は、経費節減で本当に対応できるのか。やはりＮＨＫとしては

公共放送の機能を維持・強化するためにがんばっていくうえで、そろそろ「このペ

ースでいけば対応しきれなくなる」ということも率直に言わざるをえないという場

面がくるのではないか。 
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 その時には、何をしなければいけないかを検討しなければならない時期がくるの

ではないかと思います。「経費削減をします」「今までやっていなかったんじゃない

か」ということではなくて、「こういう問題があるのだ」と、視聴者に実態を語る

べきだと思います。一人一人が支払い拒否を続けて量としてここまでくる。「公共

放送としての機能が支障をきたすということだってあるのだ」ということを率直に

語れば、開き直りではなくて、公共放送の機能を考えてもらうきっかけになると思

います。そのへんは、あまり我慢しないで、率直に言わざるをえないときは言うべ

きだと思います。 

 公共放送といっても、非常に範囲が広いですから、ベーシックな部分と、一部の

人たちのためにサービスをしている部分とがあると思います。そのために非常に大

きな金額を使っている部分もあると思います。たとえば、こういうものを止めるこ

とだって、検討対象になりうるということでもいいと思います。そういうことを提

起するとリバウンドがあると思いますが。 

  やはり公共放送の機能を維持・拡充するとはどういうことか、自信をもってリア

クション覚悟で言ってもらうことも必要ではないかと思います。経費節減、あるい

は退職者の支払いを少し止めるとか。そういうことで本質的なところから逃げるよ

うな印象があると思います。 

 

橋本会長  おっしゃるとおりでありまして、いずれかのときには、実は「新生プ

ラン」の発表というのが一つのタイミングになってくると思います。構造改革です

が、具体的な番組制作力、あるいは番組の放送料、そういういろいろなパラメータ

ー、放送業としての構造というのはあると思います。 

 おっしゃるように、これまでは根本的なところに加えて、いわゆるオプション的

なとでもいいますか、ある特別の目的をもって強化してきた、たとえば、字幕放送

とか、ある特定層に対するサービス補強というものもありました。そういうところ

を一つ一つ点検して、構造改革をせざるをえないという状況であります。そういう

構造改革にともなう要員のスリム化も必要になってくるということも考えており

ます。改めてまた「新生プラン」の説明をして、ご意見をいただきたいと思ってい

ます。 

 

 

３．「ＮＨＫ新生プラン」の検討状況 

 

吉岡委員  この懇談会の１回目、２回目でいろいろ議論になりましたが、ＮＨＫ

の信頼性をどう立て直していくのかという中に、欠かせない一つの条件として、政

治家との距離の問題がありました。政治家との距離をしっかりと取り、政治介入を

招いたり、招くような隙を作らないということです。このことは、先程の支払い拒
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否の理由でも、決して無視できない数として指摘されていたと思います。こういう

趣旨のことも、表現は難しいと思いますが、はっきりわかるような形で言わないと、

新しいＮＨＫのイメージ、覚悟がうまく伝わらないのではないかと感じます。 

ですから、そこはもう少し踏み込んだ議論をされたうえで、適正な表現でお示し

になることがいいのではないかと思っています。 

 

山野目委員  受信料制度の堅持について賛成であるという意見と、注文と各一個

ずつ申し上げると、一つは、前の議論で山内委員からもご指摘があったように「不

公平感の解消」ということから受信料制度を眺めるところは、この線でお進めいた

だくことはありうるだろうということです。 
もう一つの注文のほうを申し上げれば、今日の前の議題との関係で「世帯ごとの

受信料のことを今後どう考えますか」という議論があったということを想い出しま

すと、経営委員会でご議論をいただくことと、こちらの懇談会とは別といえば別で

すが、こちらでの議論をうまくつなげていただく観点からいえば、おそらく「受信

料制度の堅持」というよりは、「受信料制度のリノベーション」とするべきところ

でしょうか。もう少し見直していきましょうという、ということです。堅持という

のは、いかにも字面からして固いという感じです。不公平感の解消のために固い議

論もあってもよいと思いますが、ややもう少し攻めの議論もご発想として含めてい

ただければ、議論がさらに深まるのではないかという感想を抱きました。 

 

梶原委員  これは今の枠組み (フレーム) の中での「新生プラン」ですね。 

 

中川理事  そうです。 

 

梶原委員  大きな枠組み (フレーム) を変えるということは、また別の問題です

ね。 

 

中川理事  はい、そうです。 

 

梶原委員  それにしても、「視聴者第一主義」をもう少し打ち出した方がいいと

思います。「受信料制度の堅持」もそうですが、もう少し視聴者の立場から柱を建

てていくとか、工夫した方がいいと思います。 

  これは、ＮＨＫの目からみた改革であって、視聴者の立場から、どうＮＨＫが変

わるかということがわかるような柱建てをしないと、従来型の発想ということにな

ると思います。 

 今すぐできる視聴者第一主義の例を挙げます。ＮＨＫのニュースを見ていると、

エンディングで漫然と渋谷とか新宿の夜景を出しているでしょう。あれは誰も喜ば
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ないのです。ああいう貴重な時間をもっと視聴者用に有効に使ったらどうか。たと

えば、東京のローカル放送のニュースのエンディングの夜景で、受信料を払う学生

の多い大学の夜景を出してやるとか。あるいは地方であれば、どこか名所旧跡の夜

景を出してあげるとか。人間というのは自分のことが一番好きなのです。だから自

分に関わりのあるものが画面に出れば、ＮＨＫを好きになるのです。 

 もう少し視聴者優先主義を画面の隅々、時間の１セカンドにも気配りをしていた

だくと、だいぶ受信者の気持ちも変わってくるのではないか。要するに自分のこと

を出してもらいたいのです。そういうのが視聴者優先の一つではないかと思います。 

 

江川委員  質問と意見があります。意見としては、先程、吉岡さんがおっしゃっ

たことと私もそれに賛同しますということです。 

それから質問と意見が入り交じった感じですが、受信料を基盤とするということ

はいいのですが、それ以外の財源を拡大していくということについては考えていら

っしゃらないのかということです。 

  つまり、もちろん視聴者が自分の関係しているところが映るのは喜ぶというのも

心理かもしれませんが、一番うれしいのはできれば払わなくてもいいし、払うのだ

ったら、少しでも安い方がよくて、安くていいものが見られればそれが一番だと思

います。 

 さっき言われたような提案で、学割だとか、あるいは単身者割引のようなものを

やっていくようになると、支払う人の母数は増えるかもしれませんが収入額は減っ

ていく。それでも受信料が一番大事な財源であることは変わりなくても、たとえば、

アーカイブスの活用についての意見がありましたが、そういうのをうまく効果的に

活用して、そっちの方の収入を増やす。受信料以外にも増やすといっても、たとえ

ば、株だとか土地やそっちの方に走られると困るわけですが、そういう本来の役割

の中での財産の活用をもっと考えてもいいのではないかと思っているのです。 

 たとえば、私も関連した番組で、何度も再放送をやるようなことになって、それ

はとても評判が良かったのでＤＶＤを売り出したのです。ところがＤＶＤを売った

後も再放送をやっているのです。これだったら何のためにＤＶＤを売ったのかとい

う話になる。やはりそういう財産を、もちろん何度か再放送するということはいい

のですが、商品として、インターネットも活用してそちらの方で売っていくとか。

そういうようなことでの受信料とは別の財源の拡大を考えていらっしゃるのかど

うか聞きたいのです。 

 

中川理事  なかなかむずかしい話でございまして、受信料がたしかにここまで苦

しくなってまいりますと、様々な財源を求めていいのではないか。求めたいという

気分もあります。しかしこれは、この時点で始まったものではないのですが、たと

えば、インターネットをもう少しうまく使って、アーカイブスで保存しているよう



 28

ないい番組をもっと流して、そこから少なくとも経費負担分くらいもらったらどう

かとか、いろいろな考え方があるのです。 

 たとえば、ＮＨＫがブロードバンドを通して一般視聴者の方々に番組を流して、

ビデオ・オン・デマンドのようなかたちでお金をいただくことは、まだできないの

です。やはり受信料制度で維持されているという根本のところがありますから、そ

この理論的な整合性とか、あるいは社会的な納得とか、そういったものが必要でし

て、ＮＨＫがそういうことを言った途端に、これまでだと、新聞社、民放さんはこ

ぞって大反対の大合唱になる。 

 ＮＨＫには、ご承知のように関連団体と称するものがいくつかございまして、そ

こでおっしゃられたようなビデオとかＤＶＤも出しているのです。こういったもの

は、番組を一度放送したものを、また再放送したじゃないかということがあるかも

しれませんが、基本的には放送したものを使ってやるということで、二次利用、あ

るいは二次活用という言い方をしています。 

 そういうことは関連団体を通していろいろやっていまして、収入があれば、ＮＨ

Ｋからみると受信料以外の副次収入という形で還元してもらっているのです。だい

たい年間で１００億円までいっていない現状です。これも関連団体があまりやりす

ぎますと、民業圧迫だ商業化だといわれますし、副次収入が少ないと何のためにや

っているのだといわれて、痛し痒しでバランスの取り方がむずかしいということが

あります。 

 おっしゃるように、他の財源を考えたらどうかということについては、もちろん

考えないわけではないのですが、まずそういう様々な制度的なものとか、社会的な

納得、ＮＨＫがそれをやるべき業務なのかどうか、その根本のところから議論が始

まるのだろうと思います。状況的にはそういう状況です。 

 

新開委員  ＮＨＫの労組がまとめたという「ＮＨＫに言いたいこと」と「公共放

送って何ですか」という二冊の冊子を私は何度も読み返しました。この会合で言わ

なくていいくらい、いろいろな意見が出ています。このとおりにできるのならば、

すばらしいＮＨＫになるのではないかと思って読みました。 

 最終的には、受信料を払っている人と、払っていない人の不公平感は、やはり制

度をきちっとすることが一番大事ではないかと思います。 

 この冊子の中には視聴者やＮＨＫの会社内のことはたくさん出ているのですが、

取材をされる側のことはほとんど載っていません。私は、これまで何回も取材を受

けてきました。ＮＨＫだけではなく、放送関係すべてにこれは通じることですけれ

ども、どうしても、放送する側が優位に立って、映される側はなされるがままに動

かされ、放送する側主導で動いている部分があるように思います。 

たくさんの人が取材を受けてもボツになったりして、信頼が大きく揺れている部

分もかなりあると思います。 
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 今回は、ＮＨＫの不祥事で爆発的にＮＨＫに批判が集中したのですが、全てのマ

スコミ、メディアにそういう部分がなかったとは言い切れないはずです。 

 ＮＨＫさんだけはやはり世論を正しい方向に誘導する番組を作ってほしいので、

取材する相手にも思いやりが大切ではないかと思います。 

 地方はこれが柱で大事だったのですと言いたいのが、本番になるといとも簡単に

東京の力でボツになる。これはＮＨＫだけではないのです。すべての放送局にいえ

るのです。 

 私は農業です。たとえば、農業はとても輝いて美しくてきれいなのですが、ほと

んどのマスコミ、これは新聞記者もですが、泥臭く、汚く映したがるし、そうしな

いと社内では、「これはきれい過ぎるのではないか」という批判を受けるといわれ

ます。「私も似たような目にあったよ」という人がいます。 

 「ここはちゃんと残してほしかったのよ、というところが残らないでボツにされ

た、というように取材を受け、そうした不快な気持ちを持った人が、日本中に相当

いて、そういう部分も今回の不祥事をきっかけに爆発したのよ」、と私のまわりの

皆さんの意見です。 

 視聴者とか、ＮＨＫの会社内のことは、すごく語られているけれども、映す相手

がいて初めて放送ができるのです。これまでそういう意見は出ていなかったのです

が、取材相手の心をもっと大事にしてほしいと思います。 

 

藤井委員  受信料支払いをキーワードに落としますと、「得心」と「期待」だと

思います。つまり、いい番組だと感じると金を払おうと思います。 

 私の立場は、障害者団体とか障害者を代表しています。障害者は放送へのアクセ

ス自体に大変苦労している。そこで字幕放送や解説放送がたいへん大きな役割を果

たしている。 

 こういったものは、日本ではＮＨＫががんばってやっています。ただ、一番心配

しているのは、もし受信料が厳しくなったときに真っ先にこういう部分に影響があ

るのではないか、ということです。 

ヨーロッパの国々をみますと、収入の厳しい放送局もここに重点を置きながら、

国民にアピールしている。透明度とか信頼性を高めるには、一つは人権とか、弱い

層とか、数が少ない層だけどもそこに対し配慮をしていく必要があるでしょう。 

「新生プラン」の中の、「ＮＨＫらしい」ところにぜひ、アクセサビリティー、

つまり放送につながるところのバリアフリーを、これも織り込んでお出ししてほし

いと思います。 

 

辻井座長  どうもありがとうございました。それでは次回は、８月３１日か、９

月１日の、多数お集まりいただける日に、臨時の懇談会をやりたいと思います。 

 先程、江川委員からお話が出ました、要するに受信料以外の財源という問題です
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が、いろいろな委員会等では、ＮＨＫの肥大化という観点から民放対ＮＨＫという

図式になり、インターネットの問題等でも、視聴者不在の議論になりがちです。 

 これではまずいので、国民にとってどうかということで、もう少しここで議論を

していただいていい話題かと感じました。 

言葉の確認ですが、「今の制度を変えない」ということは、「法律を変えない」と

いうことでよろしいですね。 

 それから受信契約というのは、総務大臣の認可で変えられるわけで、これはたと

えば、「受信料制度の堅持」というのは、もちろん「法律を変えない」範囲でとい

う意味であって、法律は変えなくても総務大臣の認可は申請して変えることも考え

られるということですね。 

ではどうもありがとうございました。 

 

－閉会－ 

 


