
「デジタル時代のＮＨＫ懇談会」中間報告 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■公共放送ＮＨＫに何を望むか――

再生と次代への展望 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１８年４月２１日 



１ ■懇談会設立の経緯 

 

 ＮＨＫはいま、危機のさなかにある。一昨年以来相次いで発覚した金銭的不

祥事と、政治との距離に対する疑念をきっかけに噴きだした視聴者からの批判

と不信は、受信料の不払いや保留の急増へとつながって、その経営基盤を揺る

がすまでに至った。 

「デジタル時代のＮＨＫ懇談会」は、あらたに就任した橋本元一会長の諮問

機関として、昨年５月に設置された。各界、各層、各地から集まった懇談会委

員もまた、多くの視聴者がＮＨＫに投げかけた批判と不信を共有し、それらを

ＮＨＫ改革に具体的に活かさなければならない、と考えてきた。 

 当初、懇談会に諮問されたのは、「デジタル時代の公共放送のあり方」「公平

負担のための受信料体系のあり方」等のテーマである。しかし、すべての委員

に共通していたのは、いま目の前にある危機は小手先の対応などでは解決でき

ない、ということであり、さらに公共放送ＮＨＫの再生如何、その内容如何が

日本のマスメディアの、ひいてはこの国の民主主義の将来をも左右するだろう、

という危機意識であった。 

 私たちは、学術・文化とジャーナリズム、産業・企業と労働、行政と地域・

福祉活動など幅広い分野での知見と経験を持ち寄り、多様な視聴者の一員とし

て、独立した自由な立場から、公共放送としてのＮＨＫのあり方について、放

送と通信の競合・融合・連携について、また放送の強い影響が将来にわたって

この社会にもたらす功罪について考え、討論を重ねてきた。 

 本日、ここに公表するのは、こうした議論に基づき、近く詳細をまとめて、

橋本ＮＨＫ会長に提言する最終報告の主な論点を整理したものである。 
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２ ■「デジタル時代のＮＨＫ懇談会」の基本的立場 

 

①公共放送と民主主義 

 公共放送は、健全で、多様・多彩な活力のある民主主義社会には不可欠であ

り、ＮＨＫがそうした公共放送として再生することが何より大切である。 

 外部からの不当な干渉を排し（自主）、みずからを律すること（自律）は、公

共放送ＮＨＫの生命線であり、組織・制度や職能を明確にするとともに、常に

点検を怠らない努力が必要である。 

 

②ＮＨＫの公共性 

 受信料を主財源とするＮＨＫは、視聴率や話題性を優先し、結局は画一化に

陥る競争に与することなく、人々の暮らしと社会参加に必要な有意義で多彩な

情報を、社会全体に公平に伝える公共的役割を担っている。 

 放送の公共性は、ニュースや報道番組ばかりではなく、娯楽番組、教育番組、

教養番組においても強く自覚されなければならない。人々をつなぎ、地域や社

会の一体感を醸成し、また多様な価値観や文化の形成に寄与する公共放送の役

割は、経済的・地理的・文化的格差が深刻な社会問題となる現在、ますます重

要になっている。 

 

③受信料の意義 

 ＮＨＫの受信料は、個々の番組やサービスの単なる「対価」ではない。 

 視聴者が受信料を支払うのは、ＮＨＫに質が高く楽しく、災害時などでも信

頼できる放送を望むと同時に、このようなさまざまな番組が多様な意見や価値

観の行き交う公共空間の形成と育成につながり、ひいてはそのことが社会や文

化の成熟をもたらすと期待するからである。 

 ＮＨＫはこうした社会的コストを担う視聴者の期待を真摯に受け止め、何よ

りもまず目に見える改革と番組の質的向上を通じて信頼を回復するとともに、

受信料の意義を視聴者とのあいだで再確認し、その契約率と収受率を高めてい

くべきである。 

 

④デジタル時代の放送と通信 

 近年の放送と通信の接近は「伝送容量の拡大」と「端末機器の多様化・高機

能化」に象徴的に見て取ることができるが、これを公共性を旨とする放送の本

質や使命の変化と見誤ってはならない。 

 公共放送ＮＨＫはその技術的物珍しさや短期的収益性に惑わされることなく、

直接的効果より間接的効果、経済的効果より社会的効果を担う役割を自覚し、

より確かな放送技術や番組・放送サービスの開発と普及を使命としなければな

らない。 
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３ ■公共放送ＮＨＫへの提言 

 

①視聴者第一主義の実践 

 視聴者が支払う受信料を主財源とするＮＨＫが、視聴者の多様な関心を反映

し、その期待に応える番組を分け隔てなく放送するのは当然のことである。政

治的に中立であり、少数者や少数意見に対しても公平であること、スポンサー

企業を持たないこと等は、そのための基本原則となる。 

「視聴者第一主義」には、広範な視聴者との不断の合意形成が欠かせない。Ｎ

ＨＫは「自主自律」と「放送倫理」の遵守を基本に、各地域、各分野、各世代、

各見解等に分け入って視聴者の多彩な意向を汲み上げる努力を重ねなければな

らない。そのためには、放送などを通じて経営の実情や番組姿勢について情報

を開示し、説明するとともに、視聴者参加のための開かれた道筋を構築するこ

とが欠かせない。 

 

②より公平感のある受信料体系へ 

 公共放送ＮＨＫと民放が切磋琢磨する二元体制を維持し、ＮＨＫの自主と自

律を支えるためには、視聴者から負託された受信料を主たる財源とすることが

適切である。 

 ＮＨＫは最近、私たち懇談会の指摘を受けて、世帯単位の受信料体系に単身

赴任、学生を対象とした家族割引制度を導入し、クレジットカードによる支払

いも可能にしたが、さらに今後の社会動勢（階層分化、家族単位から個人単位

への生活・行動形態の変化等）に対応する受信料体系と、デジタル時代の進展

（視聴端末の多様化・高機能化、番組アーカイブスのインターネットによるダ

ウンロードの実現等）に応じた経費負担のあり方を検討する必要がある。 

 なお、ＮＨＫの一部チャンネルへのＣＭやスクランブル化の導入は、民放事

業を経営的に圧迫し、視聴者間に所得による情報格差を引き起こすばかりか、

公共放送が視聴者の暮らしに資するさまざまな情報や番組を、社会全体に分け

隔てなく提供するという使命を阻害することにもなり、ＮＨＫにはふさわしく

ない。 

 

③制作現場の創造性と組織統治の明確化 

 放送は基幹的メディアであるとともに、それ自体が文化である。放送の公共

性は個々の制作者の活力あふれる仕事によって、日々支えられ、育まれるもの

であり、ＮＨＫのガバナンス（組織統治）制度は視聴者にわかりやすいもので

あると同時に、番組制作現場の創造性を刺激し、その自由を保障するものでな

ければならない。 
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 また、視聴者の信頼と期待に応えるためには、公共放送の理念に即した、法

令遵守の体制をも確立し実施しうる専門的な経営・管理能力が求められている

ことも言うまでもない。 

 将来的には、いっそうの政治的中立性と公平性を確保し、公共放送の存立基

盤をより確かなものにするために、政府・政党からの自立を明確化する組織統

治制度に組み替えることも検討されるべきである。 

 

④地域放送の充実 

 ＮＨＫの各地方放送局が、地域社会の現実から生じるさまざまな問題を深く

掘り下げ、その地域の発展と人々のつながりに役立つ放送を充実させ、地域の

視聴者からさらに信頼される公共放送となることを期待する。そのためには地

方放送局への権限の委譲を進め、地域の実情に合わせた放送ができる体制を築

く必要がある。各放送局は、視聴者であると同時に取材などでの身近な協力者

でもある人々とていねいに接するルールと、種々の意見を汲み上げるあらたな

方策を早急に検討し、実現すべきである。 

 従来の放送の枠やスタイルでは伝えきれない取材内容や資料・情報等につい

ては、インターネットを活用するなど、情報通信技術の進展の成果を採り入れ、

視聴者に効果的に伝達する方策を開発してほしい。 

 

⑤国際放送の発想転換 

 従来、テレビによる国際放送といえば、在外邦人に向けた番組サービスと、

世界に向けての種々の情報発信と考えられてきた。しかし、日本で暮らす外国

人がふえ、日本人の国際体験も深まった今日、国際放送はより高次の理解と交

流をうながす場にならなければならない。 

 ＮＨＫは保有するチャンネルのひとつを外国語放送にするなど、内外の現実

を各言語の文化的文脈に配慮しながら放送する可能性を検討すべき時期にきて

いる。それはそれぞれの社会の偏狭さを乗り越え、相互の国際理解を深めるこ

とに寄与するであろう。こうした国際放送のメリットは、受信料を支払ってい

る視聴者こそが享受できなければならない。 

 国際放送の充実・強化については、放送主体や経費・財源のあり方をめぐっ

て幅広い議論が行われているが、海外での日本理解の促進は公共放送の重要な

使命であることから、今後ともＮＨＫが編集権を持って主体的に行うべきであ

る。 
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⑥アーカイブスの公開 

 放送と通信が連携した新しいサービスのひとつに、インターネットを通じて

過去の番組や映像資産（アーカイブス）を教育現場や個々の視聴者に公開し、

活用してもらうことが考えられる。これは、あらゆる文化の成熟に必要な確か

な「批評」を成立させることにもつながって、放送文化の質的向上にも寄与す

るであろう。 

 こうした新しいサービスの経費負担については、受信料で充当するのではな

く、応分の受益者負担が望ましい。 

 

⑦技術開発の基盤整備 

 公共放送の持つ、長期的視野に立った放送技術の研究と開発は、短期的利益

を追求する民間企業の研究とも、基礎的・萌芽的研究を行う大学や公的研究機

関のそれとも異なり、他の組織で代替することは難しい。放送にかかわる一貫

性のある研究を行うには、研究機関と放送現場が密接に連携している必要があ

る。 

「デジタルデバイド（情報格差）」の解消や、「情報バリアフリー（障壁除去）」

の実現に役立つ放送技術の研究など、視聴者のためになる長期的な研究基盤の

整備が重要である。 

 

⑧チャンネル数の検討 

 ＮＨＫの保有波については、たんなるチャンネル数の多寡によってではなく、

それぞれのチャンネルの特性と、総体としてのサービスが、視聴者の多様・多

彩な期待や社会の要請に十分に応えているかどうかを基準に、冷静に検討され

るべきである。ここでは、技術の進展がかつてなく多くの放送を可能にした事

情をもとに、より多彩なチャンネルの構成が考えられなければならない。 

 ＮＨＫもまた、先に挙げた地域放送や国際放送の拡充などへの期待も含めて、

視聴者と社会の要請に対応するチャンネルの数と特性を明確にし、民放との切

磋琢磨が幅広く行われ、日本の放送界と放送文化が豊かに成熟していくよう努

力しなければならない。 
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４ ■最終報告に向けて 

 

「デジタル時代のＮＨＫ懇談会」は昨年６月以来、これまでに１３回の会合

を重ね、ここに掲げたような項目について活発な議論を行ってきた。私たちは

できるだけ多角的に、可能な限り深く考え、議論してきたつもりである。 

 幸い、ホームページに公開した議事録を目にしたＮＨＫ内外の方々から、さ

まざまな意見や批判、もっと議論すべき点などが寄せられ、懇談会の討論を実

り多いものにすることができた。いま、公共放送、ＮＨＫ、放送と通信等にか

かわる議論が各所で行われているが、その多くは議事録も公開していない。議

論の過程それ自体を全面的に公開し、「万機公論に決する」オープンな気風がも

っと広がっていくことを期待したい。 

   

最後にひとつ、放送制度の問題を指摘しておきたい。 

 公共放送ＮＨＫの仕組みや事業内容、予算の成立の要件等については、放送

法をはじめとする諸法令がこれを定めており、その規定内容のなかには、ＮＨ

Ｋの政治的中立性に対する疑いを生みだしかねないものや、技術や社会の進展

に即した新しいサービスの展開の手枷や足枷になるものが少なくない。 

 新しい時代の放送界を活性化させ、公共放送ＮＨＫの基盤を整備して、視聴

者一人ひとりの暮らしと人生を、ひいては地域と社会全体を豊かにしていくた

めには、現在のＮＨＫと民放双方の放送事業の前提となっている放送制度を根

本から見直し、制度自体の改革の方向性を確立することが不可欠である。放送

と通信の競合・融合・連携が現実性を帯び、ＮＨＫが危機から再生へと向かお

うとするいまこそその好機であり、この「秋
とき

」を逃してはならない。 
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デジタル時代のＮＨＫ懇談会 （敬称略・五十音順） 
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い え も と

 賢太郎
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  ＩＴ関連会社「クララオンライン」社長 

伊東
い と う

 晋
すすむ

    東京理科大学理工学部電気電子情報工学科教授 

江川
え が わ

 紹子
しょうこ

   ジャーナリスト 

音
おと

   好宏
よしひろ

   上智大学文学部新聞学科助教授・メディア論･情報社会論 

梶原
かじわら

 拓
たく

      前全国知事会会長 

金澤
かなざわ

 薫
かおる

      ＮＴＴ顧問 

小林
こばやし

 陽太郎
ようたろう

  富士ゼロックス相談役最高顧問、前経済同友会代表幹事 

笹森
ささもり

  清
きよし

     前連合会長 

新開
しんかい

 玉子
た ま こ

    農業・農産物直売店店長 

辻井
つ じ い

 重男
し げ お

    情報セキュリティ大学院大学学長（座長） 

永井
な が い

 美奈子
み な こ

    フリーアナウンサー 

長谷部
は せ べ

 恭男
や す お

    東京大学大学院法学政治学研究科教授（座長代行）           

藤井
ふ じ い

 克徳
かつのり

     日本障害者協議会常務理事 

山内
やまうち

 純子
じゅんこ

   全日本空輸 執行役員客室本部長 

山内
やまのうち

 豊彦
とよひこ

   前共同通信社社長 

山野目
や ま の め

 章夫
あ き お

    早稲田大学大学院法務研究科教授・民法 

吉岡
よしおか

  忍
しのぶ

      ノンフィクション作家 



  ＮＨＫで働くすべての人たちへ  
  ～私たちの憤りを伝えておきたい～ 
                                                           平成１８年４月２１日 
                                                               デジタル時代のＮＨＫ懇談会 

「中間報告」付属文書 
 
 ＮＨＫでまたあらたな不祥事が発覚した。今度は、スポーツ報道部門の職員が、

およそ６年間にわたってカラ出張を繰り返し、１７６２万円余を着服していた

という。これは、ＮＨＫがまさに再生に向けて努力しているさなかに起きた事

件である。 

 私たち、「デジタル時代のＮＨＫ懇談会」はこの事態に対し、強い怒りを禁じ

得ない。不正を働いてきた当該職員に対してばかりではなく、公共放送ＮＨＫ

の再生を誓ったはずの関係者の、その改革の不徹底ぶりについても、私たちは

憤っている。 

 そもそも公共放送ＮＨＫの再生・改革とは何なのか。 

 いまさまざまなレベルで、ＮＨＫについて、受信料制度について、放送行政

について、放送と通信の競合・連携について、活発な議論が行なわれている。

そのなかで、「デジタル時代のＮＨＫ懇談会」がとりわけ時間をかけて論議して

きたことは、公共放送とは何か、それは何のためにあり、どのようにして成り

立つのかという問題――つまり、「公共放送の理念」をめぐってであった。 

 私たちがそのことに意を注いだのには、理由がある。私たちは、一連の不祥

事がたんなる気のゆるみや、一部の不心得者のコンプライアンス（法令遵守）

意識の稀薄化によってもたらされたのではなく、ＮＨＫが全体として、公共放

送としての使命を忘れかけているのではないか、と懸念した。それゆえに私た

ちは、理念を語ろうと努力してきた。いま失われかけているのは、まさに「公

共放送の理念」であり、その理念を具体化する職員の自律意識と、専門的な経

営管理能力だからである。 

 今回の不正、そして、過去に発覚した不祥事も、指摘された疑念の数々も、

どれもあわただしく動いている仕事の場で起きている。どんな理念も、その壁

の一角に掲げただけでは何の意味もない。コンプライアンスの徹底を叫んでも、

むなしいだけだろう。そういう形ばかりの弥縫策で乗り切れるほど、現在のＮ

ＨＫの危機は浅くない。 

 私たちは現在の、また将来の民主主義社会に、政治的に中立であり、特定の

スポンサーに依存しない公共放送が必要だと考えている。ＮＨＫがそういうも

のとして再生し、十全に機能することを期待もしている。多くの視聴者もそう
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考え、受信料を支払っているのである。 

 今回の事件を機に、ＮＨＫのすべての職員と関係者にいま一度考えていただ

きたい。日々動いている職場や現実にはさまざまな隙間があり、誘惑があるか

もしれない。すべての穴をふさいだら、仕事は止まってしまうだろう。個々人

の裁量と決断にゆだねられる余地の大きいマスメディアの仕事がそういうもの

であることを、私たちも知っている。 

 だからこそ、あなたたちは、受信料を支払っている視聴者一人ひとりの顔を、

その期待するものを、ありありと思い浮かべ、受け止めなければいけない。そ

のようにして成り立つ公共放送の理念をたえず自覚し、その役割をていねいに

果たしつづけなければならない。そのことによってしか、この種の不祥事の再

発は防げない。理念もまた、日々のそうした仕事のなかで生命を吹き込まれ、

具体化していくものである。そのことを、どうか忘れないでいただきたい、と

私たちは心から願っている。 
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