参考資料２

報道資料

２０１９年１０月１５日

「ＮＨＫインターネット活用業務実施基準（素案）」からの修正点
※ 網掛け部分は、修正しないが参考のため記載したもの

素案

修正後（認可申請案）

（業務実施にあたっての基本原則）

（業務実施にあたっての基本原則）

第４条 〔略〕

第４条 〔略〕

２

２

インターネット活⽤業務の実施にあたって

インターネット活⽤業務の実施にあたって

は、この基準に定めるところを遵守するととも

は、この基準に定めるところを遵守するととも

に、協会の放送を受信することのできる受信設

に、協会の放送を受信することのできる受信設

備を設置した者が法第６４条第１項の規定によ

備を設置した者が法第６４条第１項の規定によ

り協会とその放送の受信についての契約をしな

り協会とその放送の受信についての契約をしな

ければならないとされていること（以下「受信

ければならないとされていること（以下「受信

料制度」という。）の趣旨に照らして不適切な

料制度」という。）の趣旨に照らして不適切な

ものとならないこと、その実施に過⼤な費⽤を

ものとならないこと、その実施に過⼤な費⽤を

要するものとならないこと等、法第２０条第

要するものとならないこと等、法第２０条第

１０項各号に定めるこの基準の認可要件を踏ま

１０項各号に定めるこの基準の認可要件に従っ

えて適切な実施に努めるものとする。

て適切に実施する。

（放送法上の努⼒義務に係る取り組み）

（放送法上の努⼒義務に係る取り組み）

第１０条 〔略〕

第１０条 〔略〕

２

２

前項に係る取り組みを積極的に進めることと

前項に係る取り組みを積極的に進めることと

し、地⽅向け放送番組の早期提供に向けた拠点放

し、地⽅向け放送番組の早期提供に向けた拠点放

送局【注２】における設備整備、他の放送事業者

送局【注２】における設備整備、他の放送事業者

との連携・協調に資する⽅法による放送番組の提

との連携・協調に資する⽅法による放送番組の提

供等、その具体的な業務の内容については、実施

供等、その具体的な業務の内容については、実施

計画において各事業年度の計画を明らかにする。

計画において各事業年度の計画を明らかにする。

３

前項の業務のうち２号受信料財源業務に係るも

３

前項の業務のうち２号受信料財源業務に係るも

のの実施に要する費⽤については、第１７条第１

の（本項および次項において「対象業務」とい

項の費⽤の上限とは別に、各事業年度の実施計画

う。）の実施に要する費⽤については、第１７条

において実施予定額およびその根拠を明⽰する。

第１項の費⽤の上限とは別に、各事業年度の実施
計画において対象業務の内容および実施予定額を
明⽰する。

４

第２項の業務の内容および前項の実施予定額を

定めるにあたっては、法の趣旨を踏まえつつ費⽤

４

前項の対象業務の内容および実施予定額を定め
るにあたっては、法の趣旨を踏まえつつ費⽤の効

1

素案

修正後（認可申請案）

の効率的な管理に努めることとし、各事業年度に

率的な管理に努めることとし、各事業年度におけ

おける実施予定額は２８億円以下とする。

る実施予定額は２８億円以下とする。

（ユニバーサル・サービスへの取り組み）

（ユニバーサル・サービスへの取り組み）

第１１条 〔略〕

第１１条 〔略〕

２

２

前項に係る取り組みとして、提供情報の⾃動⽣

前項に係る取り組みとして、提供情報の⾃動⽣

成等に係る技術を活⽤し、視覚・聴覚障害者や⾼

成等に係る技術を活⽤し、視覚・聴覚障害者や⾼

齢者、在留・訪日外国⼈等に向けた字幕、解説⾳

齢者、在留・訪日外国⼈等に向けた字幕、解説⾳

声および⼿話によるユニバーサル・サービスに係

声および⼿話によるユニバーサル・サービスに係

る情報のインターネットを通じた提供を⾏うこと

る情報のインターネットを通じた提供を⾏うこと

とし、その具体的な業務の内容については、各事

とし、その具体的な業務の内容については、各事

業年度の実施計画において明らかにする。

業年度の実施計画において明らかにする。

３

前項の業務のうち２号受信料財源業務としてイ

３

前項の業務のうち２号受信料財源業務としてイ

ンターネットのみで提供する情報に係るものの実

ンターネットのみで提供する情報に係るもの（本

施に要する費⽤については、第１７条第１項の費

項および次項において「対象業務」という。）の

⽤の上限とは別に、各事業年度の実施計画におい

実施に要する費⽤については、第１７条第１項の

て実施予定額を明⽰する。

費⽤の上限とは別に、各事業年度の実施計画にお
いて対象業務の内容および実施予定額を明⽰す
る。

４

第２項の業務の内容および前項の実施予定額を

４

前項の対象業務の内容および実施予定額を定め

定めるにあたっては、第１項の趣旨を踏まえつつ

るにあたっては、第１項の趣旨を踏まえつつ費⽤

費⽤の効率的な管理に努めることとし、各事業年

の効率的な管理に努めることとし、各事業年度に

度における実施予定額は７億円以下とする。

おける実施予定額は７億円以下とする。

（国際インターネット活⽤業務への取り組み）

（国際インターネット活⽤業務への取り組み）

第１２条 〔略〕

第１２条 〔略〕

２

２

前項に係る具体的な業務の内容については、各

事業年度の実施計画において明らかにする。

前項に係る具体的な業務の内容については、各

３

前項の業務のうち２号受信料財源業務に係るも

事業年度の実施計画において明らかにする。
３

前項の業務のうち２号受信料財源業務に係るも

のの実施に要する費⽤については、第１７条第１

の（本項および次項において「対象業務」とい

項の費⽤の上限とは別に、各事業年度の実施計画

う。）の実施に要する費⽤については、第１７条

において実施予定額を明⽰する。

第１項の費⽤の上限とは別に、各事業年度の実施
計画において対象業務の内容および実施予定額を
明⽰する。

４

第２項の業務の内容および前項の実施予定額を

定めるにあたっては、第１項の趣旨を踏まえつつ

４

前項の対象業務の内容および実施予定額を定め
るにあたっては、第１項の趣旨を踏まえつつ費⽤

2

素案

修正後（認可申請案）

費⽤の効率的な管理に努めることとし、各事業年

の効率的な管理に努めることとし、各事業年度に

度における実施予定額は３５億円以下とする。

おける実施予定額は３５億円以下とする。

（料⾦その他の提供条件）

（料⾦その他の提供条件）

第１５条 〔略〕

第１５条 〔略〕

２

２

地上テレビ常時同時配信および地上テレビ⾒逃

地上テレビ常時同時配信および地上テレビ⾒逃

し番組配信に係る業務（以下総称して「地上テレ

し番組配信に係る業務（以下総称して「地上テレ

ビ常時同時配信等業務」という。）の実施にあ

ビ常時同時配信等業務」という。）の実施にあ

たっては、受信料制度を毀損することのないよう

たっては、受信料制度を毀損することのないよう

にするため、次の各号に定める措置を講ずるもの

にするため、次の各号に定める措置を講ずるもの

とする。

とする。

一～四 〔略〕

一～四 〔略〕

３

〔略〕

３

〔略〕

４

地上テレビ常時同時配信等業務に係るサービス

４

地上テレビ常時同時配信等業務に係るサービス

の利⽤申込みを促進するため、臨時かつ一時的

の利⽤申込みを促進するため、臨時かつ一時的

に、第２項第１号のメッセージを表⽰しないで地

に、第２項第１号のメッセージを表⽰しないで地

上テレビ常時同時配信を⾏うとともに、地上テレ

上テレビ常時同時配信を⾏うとともに、地上テレ

ビ⾒逃し番組配信を広く一般に利⽤可能とする措

ビ⾒逃し番組配信を広く一般に利⽤可能とする措

置を講ずることがある。当該措置は一回あたり

置を講ずることがある。当該措置は一回あたり

２４時間以内に限るものとし、その回数は一か月

２４時間以内に限るものとし、その回数は年に２

に１回を限度とする。

回を限度とする。

（業務実施に要する費⽤）

（業務実施に要する費⽤）

第１７条

実施に要する費⽤については、各年度の

第１７条

受信料収⼊の２.５％を上限とする。
２

前項の費⽤については、抑制的な管理に努める

実施に要する費⽤については、各年度の

受信料収⼊の２.５％を上限とする。
２

前項の費⽤については、実施しようとする業務

とともに、区分経理の考え⽅に則った⼗分な説明

が真に必要で有効なものか、受信料財源により賄

と、参考となる情報の提供に努めるものとする。

うことが妥当かなどの観点から検討し、抑制的な
管理に努めるとともに、区分経理の考え⽅に則っ
た⼗分な説明と、参考となる情報の提供に努める
ものとする。

３・４ 〔略〕

３・４ 〔略〕

（利⽤規約の作成等）

（利⽤規約の作成等）

第２０条 〔略〕

第２０条 〔略〕

２

２

〔略〕

〔略〕

3

素案
３

利⽤者に必要な情報の登録を求める場合を含

修正後（認可申請案）
３

利⽤者に必要な情報の登録を求める場合を含

め、２号受信料財源業務に係るサービスの提供に

め、２号受信料財源業務に係るサービスの提供に

際して利⽤者に関する個⼈情報または⾮特定視聴

際して利⽤者に関する個⼈情報または⾮特定視聴

履歴〔カッコ内略〕を含む視聴関連情報その他の

履歴〔カッコ内略〕を含む視聴関連情報その他の

情報（以下「個⼈情報等」という。）を取得する

情報（以下「個⼈情報等」という。）を取得する

場合は、第１項の利⽤規約の中で次の各号に掲げ

場合は、第１項の利⽤規約の中で次の各号に掲げ

る事項を明⽰する。

る事項を明⽰する。

一

一

当該サービスの利⽤にあたって、利⽤者に関
する個⼈情報等の提供が必要となること

当該サービスの利⽤にあたって、利⽤者に関

⼆

する個⼈情報等の提供が必要となること

協会は、利⽤者に関する個⼈情報等を次条に

⼆

定めるところにより適切に取り扱うこと

協会は、利⽤者に関する個⼈情報等を第３６
条に定めるところにより適切に取り扱うこと

（利⽤規約の作成等）
第２５条

利⽤者保護の観点から、本サービスの利

（利⽤規約の作成等）
第２５条

利⽤者保護の観点から、本サービスの利

⽤に関し、あらかじめ、サービスの内容を公表す

⽤に関し、あらかじめ、サービスの内容を公表す

るとともに、次の各号に掲げる事項を含む利⽤規

るとともに、次の各号に掲げる事項を含む利⽤規

約を定めて公表し、利⽤者にその内容を明⽰す

約を定めて公表し、利⽤者にその内容を明⽰す

る。

る。

一～六 〔略〕

一～六 〔略〕

七

七

協会は、利⽤者に関する個⼈情報等を、別に

協会は、利⽤者に関する個⼈情報等を、別に

定める「ＮＨＫ個⼈情報保護⽅針」および「Ｎ

定める「ＮＨＫ個⼈情報保護⽅針」、「ＮＨＫ

ＨＫ個⼈情報保護規程」に則り適切に取り扱う

個⼈情報保護規程」等に則り適切に取り扱うも

ものとすること

のとすること

⼋～⼗一 〔略〕

⼋～⼗一 〔略〕

（業務実施に要する費⽤）

（業務実施に要する費⽤）

第３２条

実施に要する費⽤は、年額１億円程度を

第３２条

実施に要する費⽤は、年額１億円を上限

上限とする。

とする。

（競合事業者等からの意⾒・苦情等への対応）

（競合事業者等からの意⾒・苦情等への対応）

第３９条

インターネット活⽤業務に関してこれと

第３９条

インターネット活⽤業務に関してこれと

同種のサービスを⾏う事業者または外部事業者か

同種のサービスを⾏う事業者または外部事業者か

ら意⾒・苦情等が寄せられたときは、適切かつ速

ら意⾒・苦情等が寄せられたときは、適切かつ速

やかにこれを受け付けて対応する。

やかにこれを受け付けて対応する。

２

前項の意⾒・苦情等への対応については、審

２

前項の意⾒・苦情等への対応については、審

査・評価委員会に、インターネット活⽤業務の公

査・評価委員会に、インターネット活⽤業務の公

共性および市場競争への影響等、協会業務として

共性および市場競争への影響等、公共放送の業務

4

素案

修正後（認可申請案）

の適切性を確保する観点からの検討を求め、その

としての適切性を確保する観点からの検討を求

結果を尊重して必要な措置を講ずる。

め、その結果を尊重して必要な措置を講ずる。

３

前項の検討結果および措置は、協会のウェブサ

３

イトに掲載して公表する。

第１項の意⾒・苦情等の受付⽅法ならびに前項
の検討にあたっての考え⽅、検討の結果および措
置は、協会のウェブサイトに掲載して公表する。

（利⽤者からの意⾒・苦情等への対応）
第４０条

２号受信料財源業務に係るサービスの利

（利⽤者からの意⾒・苦情等への対応）
第４０条

２号受信料財源業務に係るサービスの利

⽤者または利⽤を希望する者からの意⾒・苦情等

⽤者または利⽤を希望する者からの意⾒・苦情等

は、協会のコールセンター、全国の放送局等で受

は、協会のコールセンター、全国の放送局等で受

け付け、迅速かつ適切に対応する。

け付け、迅速かつ適切に対応する。

２

２号有料業務に係るサービスの利⽤者または利

２

２号有料業務に係るサービスの利⽤者または利

⽤を希望する者からの意⾒・苦情等は、協会が当

⽤を希望する者からの意⾒・苦情等は、協会が当

該サービスの実施のために設置するコールセン

該サービスの実施のために設置するコールセン

ターで受け付け、迅速かつ適切に対応する。ただ

ターで受け付け、迅速かつ適切に対応する。ただ

し、プラットフォーム経由型による当該サービス

し、プラットフォーム経由型による当該サービス

の利⽤⽅法や操作⽅法等に関する意⾒・苦情等

の利⽤⽅法や操作⽅法等に関する意⾒・苦情等

は、当該プラットフォーム事業者の対応窓⼝で受

は、当該プラットフォーム事業者の対応窓⼝で受

け付け、内容に応じて協会または当該プラット

け付け、内容に応じて協会または当該プラット

フォーム事業者が対応するとともに、両者で連携

フォーム事業者が対応するとともに、両者で連携

して、当該サービスのより円滑な利⽤を促進す

して、当該サービスのより円滑な利⽤を促進す

る。

る。
３

前⼆項の意⾒・苦情等の内容については、第７
条の実施計画の策定ならびに第８条第１項ならび
に第２項の評価および業務の改善を図るための措
置の実施にあたって適切に考慮するとともに、第
９条第２項の⾒解を求める際に審査・評価委員会
に概要を報告する。

３

〔略〕

４

〔略〕

附 則

附 則

（施⾏期日等）

（施⾏期日等）

第１条 〔略〕

第１条 〔略〕

２

〔略〕

２

〔略〕

３

２号有料業務に係るサービスに関する旧基準第

３

２号有料業務に係るサービスに関する旧基準第

３部１③の「⾒逃し番組サービス」および「過去

３部１③の「⾒逃し番組サービス」および「過去

5

素案

修正後（認可申請案）

番組サービス」の別については、第１３条第１号

番組サービス」の別については、第１３条第１号

ア(ｱ)および(ｲ)の放送中番組の提供を開始するま

イ(ｱ)および(ｲ)の放送中番組の提供を開始するま

での間、なお従前の例による。

での間、なお従前の例による。

（オリンピック・パラリンピック東京⼤会に係る

（オリンピック・パラリンピック東京⼤会に係る

取り組み）

取り組み）

第３条

令和２年に開催されるオリンピック・パラ

第３条

令和２年に開催されるオリンピック・パラ

リンピック東京⼤会（以下「⼤会」という。）に

リンピック東京⼤会（以下「⼤会」という。）に

あたっては、日本で開催されるナショナルイベン

あたっては、日本で開催されるナショナルイベン

トに関する情報提供に対する視聴者の期待に応え

トに関する情報提供に対する視聴者の期待に応え

るため、契約により確保した権利を最⼤限に活⽤

るため、他の放送事業者との連携・協調関係に配

してインターネット活⽤業務を実施する。

慮しつつ、契約により確保した権利を活⽤してイ
ンターネット活⽤業務を実施する。

２

前項に係る業務として、⼤会の競技・聖⽕リ

２

前項に係る業務として、⼤会の競技・聖⽕リ

レー中継番組および関連番組に係る理解増進情報

レー中継番組および関連番組に係る理解増進情報

の提供を⾏うこととし、その具体的な内容につい

の提供を⾏うこととし、その具体的な内容につい

ては、令和２年度の実施計画において明らかにす

ては、令和２年度の実施計画において明らかにす

る。

る。

３

前項の業務のうち専⽤ウェブサイト・アプリ

３

前項の業務のうち専⽤ウェブサイト・アプリ

ケーション等を通じた⼤会に関する情報の提供に

ケーション等を通じた⼤会に関する情報の提供

要する費⽤については、第１７条第１項の費⽤の

（本項および次項において「対象業務」とい

上限とは別に、令和２年度の実施計画において実

う。）に要する費⽤については、第１７条第１項

施予定額を明⽰する。なお、第１０条第３項、第

の費⽤の上限とは別に、令和２年度の実施計画に

１１条第３項および第１２条第３項に該当する情

おいて対象業務の内容および実施予定額を明⽰す

報の提供に要する費⽤の取り扱いについては、各

る。なお、第１０条第３項、第１１条第３項およ

規定に定めるところによる。

び第１２条第３項に該当する情報の提供に要する
費⽤の取り扱いについては、各規定に定めるとこ
ろによる。

４

第２項の業務の内容および前項の実施予定額を

４

前項の対象業務の内容および実施予定額を定め

定めるにあたっては、第１項の趣旨を踏まえつつ

るにあたっては、第１項の趣旨を踏まえつつ費⽤

費⽤の効率的な管理に努めることとし、令和２年

の効率的な管理に努めることとし、令和２年度の

度の実施予定額は２０億円以下とする。

実施予定額は２０億円以下とする。

５・６ 〔略〕

５・６ 〔略〕
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