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平成19年度の“約束”と
ＮＨＫ“約束”評価委員会の位置づけ
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平成１9年度の“約束”

私たちがめざすもの

公共放送は、視聴者のみなさまのものと肝に銘じ、信頼され必要とされるＮＨＫ、社会に貢献するＮＨＫをめざします。そのために私たちは、
みなさまの声に耳を傾けながら、これまで培ってきたすべての力（取材力・制作力・技術力・人材・伝送路・インフラストラクチャーなど）と負
託された受信料を効率的に使って、最大の効果を上げていくことをお約束します。

“約束”の達成度を計る指標として、４点を組み合わせていきます。
▪ 信頼されているか（放送・経営）

▪ 必要とされているか（役に立つ、親しまれる、接触の度合い）

▪ 社会に貢献しているか（質の高さ、影響力、先見性）

▪ 効率的・効果的か（コストに見合う成果）

中長期の収支見通しを立て、みなさまへの還元策の検討も含む次期経営計画を策定

実効性のある内部統制の仕組みの構築

組織風土を改革し、不正の根絶とコンプライアンスの徹底

情報公開を推進し、透明性を確保

効率的な業務体制の構築と事業運営の実施

子会社等の役割を明確にし、効率的な事業運営を実施

約束２ 経営に対する信頼性を確立
します

いのちと暮らしを守り、確かな指針となる信頼される情報の発信

質が高く満足感のある多彩な番組を編成

様々な年齢層の期待に応える番組の充実

全国ネットワークを生かして地域に役立つ番組や、共に生きる社会を目指して貢献する番組の強化

次の世代を担う子ども・青少年向け番組の充実

国際放送による海外への情報発信を強化し、国際理解を促進

約束１ 信頼される質の高い放送を
通じて、社会や文化の発展
に尽くします

内容項目
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平成１9年度の“約束”（続き）

受信料制度の理解促進と公平負担の徹底

契約収納関係経費の削減

より公平で合理的な受信料体系改定への取り組み

約束３ 受信料の公平負担の徹底
と、効率的な契約収納活
動を行い、負託に応えま
す

デジタル放送の全国“あまねく”の推進

デジタル放送への視聴者の理解促進

インターネットを活用した新サービスの開発

技術開発における先導的役割を発揮

約束５ 先導性を発揮し、放送の
デジタル化と高度化を推
進します

みなさまとの結びつきの強化

若い世代のＮＨＫへの理解促進

みなさまの声を経営や放送に反映

受信料をお支払いただいている方への優待サービス拡充

約束４ 公共放送への理解を深め
ていただけるよう努めます

内容項目
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ＮＨＫ“約束”評価委員会

ＮＨＫ執行部は、第三者である独立したＮＨＫ“約束”評価委員会（以下、「当委員会」）に、 “約束”の評価を評価軸の設定も
含めて全てを委任した。

通常は自己点検・内部調査で終わるところ、ＮＨＫ執行部は第三者による科学的評価の実施を決定し、評価結果を公表す
ることで、自らの改革につなげようとしている。

当委員会としては、「評価」という名を冠するものの、ＮＨＫをより良いものにしていこうとする改革の指標作りの一つと受け
止めた。

ＮＨＫ“約束”評価委員会の位置づけ

経 営 委 員 会

「評価」と改善策の

報告

「評価」等に関する

意見

評価・意見を反映した予算等の策定

執行部（会長）

ＮＨＫ“約束”評価委員会

“ 約束” の遂行状況を視聴者の視点から定期

的・継続的に評価

（委員長）

辻 正次 （兵庫県立大学教授・大阪大学名誉教授）

（委員）

江上節子 （ＪＲ東日本顧問・早稲田大学大学院客員教授））

村上輝康 （野村総合研究所シニア・フェロー）

委員の委嘱

評価の報告

視聴者
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“約束”評価の全体方針

19年度“約束”評価の方針：アウトカム指向の評価

“約束”評価とは、“約束”に基づいて実施されたＮＨＫの各種活動により、ＮＨＫに対する視聴者の信頼回復がどの程

度図られたのかを、視聴者の視点から定量的・多角的に検証することを目的とする。

“約束”を果たすためにＮＨＫがどのような活動を行ったのか（アウトプット）の評価にとどまらず、ＮＨＫの各種活動が視

聴者に対していかなる成果をあげたか（アウトカム）を重視して評価する。

“約束”評価の方法

評価の際には、視聴者アンケート調査、ＮＨＫ職員アンケート調査など可能な限り客観的・定量的な測定手法を用いる。

各“約束”ごとに評価項目を設定して、項目ごとに評価をする。総合評価はつけない。“約束”の完全達成を５段階評価

の５（良い）と捉え、以下１（悪い）に至る、いわゆる減点主義の形となっている。
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“約束”評価の体系

（注）各“約束”の下の□内に書かれたものは、各“約束”の達成度を測定する際の代表的な指標。

約束２：経営に対する信頼性を確立しま
す

約束１：信頼される質の高い放送を通じ
て、社会や文化の発展に尽くします

サービスの向上

経営改革の“見える”化

ＮＨＫ全体の価値の向上
（利用価値・社会的価値）

受信料制度に支えられた
公共放送の維持・発展

約束３：受信料の公平負担の徹底と、
効率的な契約収納活動を行い、負託
に応えます

約束４：公共放送への理解を深めていた
だけるよう努めます

約束５：先導性を発揮し、放送のデジタ
ル化と高度化を推進します

【最終目標】

「サービスの向上」と「経営改革の
“見える”化」の両方がＮＨＫ全体の
価値の向上のためには重要。

受信料収入 営業経費率

（放送の）接触者率

経営の信頼度
経営の信頼度

視聴者の支払意思額（ＷＴＰ）

効率的・効果的な事業運営

（ＶＦＭ）

視聴者が感じる21の価値

番組の満足度

業務の改善

効率的・効果的な事業運営（ＶＦＭ）

イベント等の満足度

番組の信頼度

番組の社会貢献

職員の意識変化

若年層の理解度・信頼度

技術の社会貢献投資の効果

デジタル放送の理解
度・満足度・信頼度

受信料制度に関する視聴者の評価・納得

効率的・効果的な事業運営（ＶＦＭ）
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ＮＨＫ“約束”評価委員会の検討経緯

委員会の開催

平成19年6月29日に第1回委員会を開催。以降、平成20年5月20日まで都合22回の委員会を開催。

ヒアリング調査

ＮＨＫ理事ヒアリング

ＮＨＫ職員ヒアリング

ＮＨＫ地域放送局視察（２ヶ所）

放送技術審議会委員・放送技術研究委員会委員ヒアリング（４名）

アンケート調査

視聴者調査

▪ Ｗｅｂ調査（平成19年9月実施）

▪ 面接調査（平成20年3月実施）

国際放送調査（平成20年3月実施）

ＮＨＫ職員調査（平成19年9～10月、平成20年4月実施）

中央放送番組審議会委員・地方放送番組審議会委員アンケート（平成20年3月実施）

放送技術審議会委員・放送技術研究委員会委員アンケート（平成20年1月実施）



8

平成１9年度ＮＨＫ“約束”評価
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視聴者のＮＨＫに対する支払意思額（ＷＴＰ）は平成17年度と比較して向上

当委員会では、視聴者のＮＨＫの放送サービスに対する支払意思額（ＷＴＰ： Willingness to Pay）の測定を平成17年度に初めて実施したが、
平成19年度に再度測定してみた。

ＮＨＫの放送サービスの支払意思額は、地上放送（総合テレビ、教育テレビ、ラジオ第１放送、ラジオ第2放送、ＦＭ放送）は視聴者一人当たり月
額1,814円、衛星放送（衛星第１テレビ、衛星第2テレビ、デジタル衛星ハイビジョン）は視聴者一人当たり月額1,269円と試算される。

（出所）ＮＨＫ“約束”評価委員会 視聴者調査（平成18年4月、平成20年3月実施）

ＮＨＫの放送サービスに対する支払意思額（視聴者一人当たり月額）

支払意思額の番組ジャンル別の構成比

視聴者が考える
番組ジャンル別
構成比

（参考）平成19
年度ジャンル別
番組制作費の
構成比

ニュース・報道番組 35.4% 32.7%
情報・ドキュメンタリー番組 12.7% 18.3%
スポーツ番組 9.9% 13.5%
教養番組 6.9% 7.8%
ドラマ番組 8.7% 7.8%
音楽・劇場公演番組 5.2% 6.6%
バラエティ番組 4.2% 4.7%
教育番組 6.6% 3.9%
映画・アニメ番組 4.2% 2.8%
趣味・実用番組 6.0% 1.9%
合計 99.8% 100.0%

（注）無回答があるので、視聴者が考える番組ジャンル別構成比の合計が100%にならない。
（出所）ＮＨＫ、ＮＨＫ“約束”評価委員会 視聴者調査（平成20年3月実施）
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平成19年度“約束”評価の総括 ～この１年でＮＨＫはどう変わったか～（その１）

この１年、改革の成果は上がり、視聴者の信頼は着実に回復途上にあるものの、経営には依然として根強
い不信が残っていることに留意する必要がある

ＮＨＫの組織・経営に対する視聴者からの信頼は着実に持ち直しているが、根強い不信が払拭されず。

視聴者からの根源的な不信を払拭するためには、対症療法的な対応に加えて、以下のような根源的な課題に取り組
むことが望まれる。

新しいＮＨＫ像、視聴者に提供する価値の向上、ＮＨＫの組織風土の改革、ＮＨＫ職員の業務改革等の方向性、等

「不正・不祥事の根絶」にはなお一層の努力が必要

▪ 職員の不祥事が平成19年5、6月に集中して発生。平成20年1月には職員によるインサイダー取引が明らかになった。報道機
関におけるインサイダー取引は、その存立基盤をも揺るがしかねない深刻な問題と認識しなくてはならない。

▪ 問題が立て続けに発生している現実を見ると、これまでの危機対応が場当たり的であり抜本的な対策が取られていなかった
と評価せざるを得ない。

受信料収納額は回復したが、「Ｖ字回復」と評価するまでには至らず

▪ 平成19年度は、当初予算金額を上回る受信料収納額を獲得。但し、不正経理事件発覚以前の水準には戻らず、「Ｖ字回復」
と言える状況にまでは至っていない。

▪ 受信料の公平負担に対する抜本的な対策が打ち出されていないことに対する視聴者の不満が根強い。

▪ 分かりやすい受信料体系をＮＨＫから視聴者に提示し、公平負担に向けての一層の納得を得ていく努力が期待される。
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平成19年度“約束”評価の総括 ～この１年でＮＨＫはどう変わったか～（その２）

テレビ接触者率は長期低迷を脱していないが、番組の質の高さは評価され、視聴者の満足度は向上した

▪ 平成19年度もＮＨＫテレビの視聴時間、各波の接触者率については減少傾向に歯止めがかからなかった。

▪ 番組に対する視聴者の満足度は高まり、女性20代・30代や男性40代・50代に訴求するようになってきたことは大きな前進。

▪ 平成19年度は報道番組の信頼、ドラマ番組の評価、新たな視聴者層を開拓する娯楽番組においても成果が見られた。

ＮＨＫ職員の視聴者志向は高まった

▪ ＮＨＫの組織運営の状況を見ると、アウトカム目標・アウトカム指標の導入と浸透が図られ、視聴者視点に基づく改革運動が組織
内で進展し、業務マネジメントを改善すべきという意識が芽生えてきた。

経営の効率性は向上したが、今後は抜本的な業務改革も必要

▪ ＮＨＫのＶＦＭ（Value for Money：コストに見合う成果、13ページ参照）は向上し、経営の効率性の向上が確認された。

▪ 事業支出の削減は人員削減、一律的な予算縮減といった措置で達成されたものが多く、サービス価値の維持・向上は個々の職
員の負荷を高める形で実現されている。

▪ 今後もこの形のみで経営の効率性を追求していくことは現実的ではなく、サービス価値の向上をいかに図るかという観点から、
事業の選択と集中、業務改革等による見直しを通じて実現されなくてはならないと考える。

若年層でも特に男性30代が課題

▪ 男性30代はＮＨＫのテレビ番組に対する視聴や満足度が低いだけでなく、ＮＨＫの経営や受信料制度などに対しても厳しい見方
をしている。

▪ 番組、イベント、受信料収納など既存のＮＨＫの様々な回路を駆使しても男性30代との接触を増やす努力を続けることと、経営に
対するパブリックコメントの聴取など新たな回路の構築も検討する必要がある。
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ＮＨＫのテレビ番組に対する満足度は着実に向上しているものの、ＮＨＫの組織・経営に対
する視聴者からの信頼は回復したと判断できる状況には至っていない

平成16年7月以降の一連の不祥事をきっかけにして、ＮＨＫの組織や経営に対する視聴者からの信頼が大幅に損なわれる事態となった。

当委員会の視聴者調査では、ＮＨＫの組織や経営に対する視聴者からの信頼度（下記の「信頼している」という回答）は、平成18年2月の時点で
は37.1%であった。平成20年3月時点の調査では45.6%となり、この３年間で着実に信頼回復している傾向が見て取れる。しかし、「信頼していな
い」の回答を見ると、平成19年3月時点の49.0%から平成20年3月時点は44.1%と若干減少したものの、依然として視聴者の４割以上を占めている。

このような状況から、いったん失われたＮＨＫの組織・経営に対する視聴者からの信頼は着実に持ち直しているものの、少なくとも視聴者の過半
数が「信頼している」という状況にならない限り、経営の信頼性を積極的に評価するというわけにはいかない。

「ＮＨＫの組織や経営に対して、あなたはどの程度、信頼していますか（全体）」

（出所）ＮＨＫ“約束”評価委員会 視聴者調査
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ＮＨＫのＶＦＭ（Value for Money：コストに見合う成果）は２年間で向上した

ＮＨＫの事業運営の効率性を測定するには、民間企業では一般的な「売上高利益率」や「従業員１人当たり生産性」といった、分子に収益を用い
る指標は妥当ではない。ＮＨＫの収入は、ＮＨＫが創出した価値の対価としてではなく、受信料という「制度」により集められているという公的組
織特有の事情があるためである。

ＮＨＫのような組織において本質的に重視すべきは、「コストに見合う成果」（VFM： Value for Money）であると考える。この場合の「成果」（Value）
とは、当委員会が算出した「支払い意思額」（ＷＴＰ： Willingness to Pay）を用いるのが適当である。

視聴者の支払い意思額に基づく価値と、実際の事業支出総額からＮＨＫの組織全体のＶＦＭを算出すると、平成17年度は1.57、平成19年度は
1.66となり、２年間で5.7%（1.66÷1.57）の向上が見られた。

ＮＨＫのＶＦＭの向上

（注１）支払意思額の合計（分子）は、地上波ＷＴＰ単価×12（月）×地上契約件数（年度末）＋（地上波ＷＴＰ単価＋衛星ＷＴＰ単価）×12（月）×衛星契約件数（年度末） の計算式によって算出して
いる。

（注２）事業支出額は、事業運営費＋減価償却費＋財務費＋特別支出の合計で算出している。但し未収受信料欠損償却費を除く。
（出所）ＮＨＫ“約束”評価委員会

平成17年度 平成19年度

VFM＝ ＝1.57 VFM＝ ＝1.66
6,300（億円）

9,888（億円）

6,182（億円）

10,273（億円）

平成17年度
事業支出額

平成19年度
事業支出額

平成17年度の視聴者
の支払意思額の合計

平成19年度の視聴者
の支払意思額の合計
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5

いのちと暮らしを守り、確かな指針となる信頼される

情報の発信（４）

質が高く満足感のある多彩な番組を編成（４）

様々な年齢層の期待に応える番組の充実（３）

全国ネットワークを生かして地域の役に立つ番組

や、共に生きる社会を目指して貢献する番組の強化

（４）

次の世代を担う子ども・青少年向け番組の充実（４）

国際放送による海外への情報発信を強化し、国際

理解を促進（２）

「約束１：信頼される質の高い放送」の評価

いのちと暮らしを守り、確かな指針となる信頼される情報の発信

緊急災害報道・選挙報道など、いずれも視聴者の過半数が信頼。

年金問題・食の安全を取り上げた報道や番組などを視聴者が支持。

質が高く満足感のある多彩な番組を編成

ＮＨＫのテレビ番組に対する視聴者の満足度は全体的に向上。

チャンネル別では、総合、教育、衛星ハイビジョンなどが顕著に向上。

様々な年齢層の期待に応える番組の充実

視聴時間、接触者率は対前年度比で明確な向上が見られず。

個別番組においては視聴者層拡大に貢献したものがあり、女性20代・30
代、男性40代・50代のテレビ番組の満足度は、対前年度比で向上。

全国ネットワークを生かして地域に役立つ番組や、共に生きる社会
を目指して貢献する番組の強化

「地域への貢献」、「共に生きる社会への貢献」について視聴者は高く評価。

地域の有識者から、「地域の話題をもっと掘り下げてほしい」、「全国的な
話題を地域の視点で取り上げてほしい」という期待・要望が多く寄せられ
ている。

次の世代を担う子ども・青少年向け番組の充実

教育テレビのアニメ番組などは、10代・20代がよく視聴。

子ども・青少年番組は、女性10代・20代からの評価は高いものの、同世代
の男性の評価が10%ほど低い。

国際放送による海外への情報発信を強化し、国際理解を促進

テレビ国際放送の英語化率100%は平成20年度に達成される見込み。

テレビ国際放送の視聴経験者（外国人）からは、欧米メディアとは異なる
切り口からのニュース番組や、日本の料理・娯楽番組が好評。

但し、認知度や視聴経験は低調で、他のアジア諸国の国際放送と比べて
も存在感は薄い。

「約束１：信頼される質の高い放送」の評価
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「約束２：経営の信頼性の確立」の評価

中長期の収支見通しを立て、みなさまへの還元策の検討も含む次
期経営計画を策定

最終的に「5か年経営計画（案）」は公表されず、“約束”が未達。

実効性のある内部統制の仕組みの構築

内部統制計画の策定、経理ルールの厳格化等が進展。しかし、実施まで
に時間がかかっており、対象が不正防止に寄り過ぎている面がある。

関連団体への展開やＩＴ全般統制についても、より迅速な取り組みが必要。

組織風土を改革し、不正の根絶とコンプライアンスの徹底

様々な施策が実施されたにも関わらず、年度の前半には社会規範に反す
るような不祥事が起き、年度末近くになってインサイダー取引が明らかに
なるなど、不正の根絶・コンプライアンスの徹底に至らず。

研修や役員対話等の組織風土改革、コンプライアンス強化に関する施策
は昨年度の規模を維持しながら実施。しかし職員の意識において、組織
風土が全体的に改革されてきたという認識にまでは至らず。

情報公開を推進し、透明性を確保

番組制作費の公開、役職員の報酬・給与支給基準の公開等は進展。ホー
ムページのFAQの設置・充実し、説明力が向上。

今後、視聴者の認知や理解を高めるためには、公開の方法や手段に工
夫が必要。

効率的な業務体制の構築と事業運営の実施

組織全体のVFMが平成17年度比で5.７%向上。但し、VFM向上はコストの
削減に起因した部分が大きく、組織的な業務改革が実施されているとは
言えないため、職員の繁忙感は増大。

“約束”評価結果を次年度の事業運営に生かす努力は見られたが、全体
のPDCAサイクルに“約束”が組み込まれるレベルには達せず。

地域改革については、着手はなされたと評価することができるが、抜本的
な構造改革には至らず。

「約束２：経営の信頼性の確立」の評価

子会社等の役割を明確にし、効率的な事業運営を実施

子会社の統合については計画どおりに進捗。

連結子会社等を含めた連結決算における財務状態は前年度よりも向上。

しかし、“ＮＨＫグループ”全体としての再編の戦略的意図の説明がいまだ
不十分。
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中長期の収支見通しを立て、みなさまへの

還元策の検討も含む次期経営計画を策定

（１）

実効性のある内部統制の仕組みの構築

（３）

不正の根絶（１）

組織風土の改革及びコンプライアンス強化

のための施策（２）

情報公開を推進し、透明性を確保（４）

効率的な業務運営（３）

事業運営や地域改革のための施策（２）

子会社等の役割を明確にし、効率的な事

業運営を実施（３）
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「約束３：受信料の公平負担の徹底と効率的な契約収納活動」の評価

受信料制度の理解促進と公平負担の徹底

ＮＨＫの信頼回復の指標として支払数の増加は重要であり、そのためには
契約総数の増加と未収件数の削減の両方が必要。契約総数は22.3万件
の増加で営業目標を達成したが、未収削減件数は目標値であった32万件
減に対して30万件の減にとどまった。

受信料収入は、19年度目標（6,130億円）に対して、6,312億円の実績をあ
げて目標を3.0%上回った。

受信料支払い拒否・保留件数は着実に減少し、ピーク時の半数程度だが
依然として高水準。

契約収納関係経費の削減

クレジットカード継続払、インターネットによる事務手続きなどが契約・収納
に関する視聴者の利便性向上に貢献。

営業経費率は予算目標通り12.4% 。

より公平で合理的な受信料体系改定への取り組み

現時点では、家族割引、普通契約（白黒契約）の廃止、事業所割引の導
入、障害者免除の適用範囲拡大等の施策が実施または実施予定。

受信料体系の総合的な改定については平成19年9月公表予定であったが、
結果として公表できていない。但し、個別の施策についてNHKの考え方の
公表と視聴者からの意見募集を実施。

受信料体系に対する視聴者の考え方を見ると、受信料を支払うべきだと
いう人がおよそ４分の３。一方で、公平負担を求める視聴者の意識が強く
なっている中で、約束３の実現度に対する評価は全“約束”の中で最も低
い水準で、受信料体系をめぐる視聴者の評価・納得が十分には得られて
いない。

「約束３：受信料の公平負担の徹底と効率的な収納活動」の評価
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3

4

5
支払数の増加（３）

受信料収入の増加（４）

受信料支払拒否・保留者の再開状況（３）

契約収納関係経費の削減（３）

受信料体系の総合的な改定に向けた検討

（３）

受信料制度をめぐる視聴者の評価・納得

（２）
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受信料について視聴者の「遵法意識」と「対価意識」の高まりが見られる

視聴者のＮＨＫに対する意識を、受信料に対する考え方に代表させて変化を見る。

視聴者の受信料に対する考え方について、平成19年3月調査と平成20年3月調査を比較すると、「法律で決められていることだから、受信料は
払う必要があると思う」（63.0%→70.0%）が大きく増加している。

また、「ＮＨＫの番組を見る料金として、受信料は払う必要があると思う」という意見を支持する割合は64.1%であり、こうした「対価意識」とも読み
取れる回答は、昨年度調査の56.5%と比較して、大きく増加している。

「あなたはＮＨＫの受信料について、どのようにお考えですか」

（出所）ＮＨＫ“約束”評価委員会 視聴者調査（平成18年4月、19年3月、平成20年3月実施）
NHK調査（平成13年、14年、15年実施）

67.5

64.1

70.0

40.9

50.7

43.1

36.2

25.1

28.1

20.9

41.8

41.0

43.7

50.1

7.4

7.8

9.1

17.3

8.2

13.2

13.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国民のための公共放送だから、みんなで
その経費を負担する必要がある

ＮＨＫの番組を見る料金として受信料は払
う必要がある

法律で決められていることだから受信料は
払う必要がある

公平に費用を負担するために、受信料を払
わない人に罰則を設けるべきである

他の人が受信料を払わないのであれば、
自分もできれば支払いたくない

公共的な放送なのだから、経費は全て国
の予算でまかなえばよい

受信料を支払わないことで、ＮＨＫに反省
を促したいと思う

そう思う そう思わない わからない・無回答

平成13年 平成14年 平成15年 平成18年4月 平成19年3月 平成20年3月

57% 54% 54% 63.3% 66.2% 67.5%

平成13年 平成14年 平成15年 平成18年4月 平成19年3月 平成20年3月

58% 55% 57% 59.1% 56.5% 64.1%

平成13年 平成14年 平成15年 平成18年4月 平成19年3月 平成20年3月

45% 43% 43% 57.4% 63.0% 70.0%

平成18年4月 平成19年3月 平成20年3月

36.7% 44.8% 40.9%

平成18年4月 平成19年3月 平成20年3月

56.9% 47.5% 50.7%

平成13年 平成14年 平成15年 平成18年4月 平成19年3月 平成20年3月

36% 37% 37% 43.5% 38.1% 43.1%

平成18年4月 平成19年3月 平成20年3月

44.1% 35.4% 36.2%
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「約束４：公共放送の理解促進」の評価

みなさまとの結びつきの強化

ＮＨＫの調査で80%というイベント・公開番組等の「満足度」が測定され、設
定した目標以上のアウトカムを達成。また、打った改善策が満足度向上に
つながるＰＤＣＡサイクルが可視化されている。

但し、今後は参加者の裾野を拡大していくような、従来の延長線上にとど
まらない視聴者との直接対話活動の工夫が必要。

若い世代のＮＨＫへの理解促進

若い世代におけるＮＨＫの理解促進が、目下のところ最大の経営課題の
一つ。

若年層や子どもを対象としたイベント、携帯電話を活用した「がんばれ。
ルーキー！」キャンペーンなど、個別には若年層に着実に訴求する取り組
みは多数見られたものの、放送、営業、広報が一体となって若年層にメッ
セージを訴求できたという実感は乏しいと判断する。

結果として、若い世代のＮＨＫの理解度について向上しているとは言いが
たく、30代においては理解という面でマイナスの傾向が目立つ。

みなさまの声を経営や放送に反映

視聴者の意見・要望の収集体制や業務効率化は一層進展し、関連部局と
の連携も取れるようになっているが、細かい業務改善に終始している感が
あり、経営改善につながるような動きはあまり見られていない。

受信料をお支払いただいている方への優待サービス拡充

受信料支払対象者の公開番組本数はほぼ計画通りであったが、平成20
年2月を予定していたインターネット会員サービスの実施が4月にずれこむ
など、優待サービス拡充が予定通り進展しなかった。そのため視聴者から
の期待は高かったものの、それを十分に満たしたという実感が得られてい
ない。

「約束４：公共放送の理解促進」の評価
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みなさまとの結びつきの強化（４）

若い世代のＮＨＫへの理解促進（２）

視聴者の意見・要望の収集体制の整備

（４）
視聴者の意見の反映状況（３）

受信料をお支払いいただいている方への

優待サービスの拡充（２）
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「約束５：放送のデジタル化と高度化」の評価

「約束５：放送のデジタル化と高度化」の評価デジタル放送の全国“あまねく”の推進

地上デジタル放送のカバーエリアは、平成19年度末で視聴可能世帯数が
4360万世帯（カバー率93%）。年度当初の目標値（4,300万世帯）を上回って
いる。

当初予算の範囲内（予算比77%）で目標を達成しており、拡大目標を効率
的に達成。

デジタル放送への視聴者の理解促進

地上デジタル放送の視聴者数は増加しているが、内容に対する理解は進
んでいない。

デジタル化のメリットへの理解促進に加え、地上アナログ放送の終了時期
やデジタル化のための対策等、受信機の普及のためのより積極的かつ効
果的な活動が求められる。

インターネットを活用した新サービスの開発

「ＮＨＫオンデマンド」は、平成19年12月の改正放送法の成立を受け、平成
20年12月のサービス開始予定で準備中。予定通りの進捗状況である。

通信と放送の融合分野について、基礎研究や標準化活動などに対する評
価もあったが、ＮＨＫの技術開発が先導性を発揮しているという評価まで
は至らず。長期的な経営課題の一つとして通信・放送融合を促進すべきと
いう意見は多い。

技術開発における先導的役割を発揮

放送現場のニーズを踏まえながら、先端的な研究テーマを設定し、継続
的に成果を出してきたことが、放送技術審議会委員・放送技術研究委員
会委員の間でも非常に高く評価。
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デジタル放送の全国“あまねく”の推進

（５）

デジタル放送の視聴者の理解促進（３）

ＮＨＫオンデマンドへの取り組み（３）
通信と放送の融合分野における技術開発

（３）

技術開発における先導的役割（５）
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効率的・
効果的か

（１）放送
への信頼
性の確立

（２）経営
への信頼
性の確立

（３）視聴
者の役に
立つとい
う意味で

のＮＨＫの
必要性

（４）視聴
者から親
しまれると
いう意味
でのＮＨＫ
の必要性

（５）より多
くの視聴
者に接触
されるとい
う意味で

のＮＨＫの
必要性

（６）番組
等の質の
高さを通
じて社会
に貢献す

る

（７）番組
等の持つ
影響力に
よって社
会に貢献

する

（８）番組
等の持つ
先見性に
よって社
会に貢献

する

（９）効率
的・効果
的に事業
を行う（コ
ストに見
合う成果
を上げて
いるか）

（１）いのちと暮らしを守り、確かな指針となる信頼される情報の発信 4.0 ◎ △ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○ ◎
（２）質が高く満足感のある多彩な番組を編成 4.0 △ ○ ○ ◎ ○ ◎
（３）様々な年齢層の期待に応える番組の充実 3.0 ○
（４）全国ネットワークを生かして地域に役立つ番組や、共に生きる社会を
目指して貢献する番組の強化

4.0 △ △ △ △ △

（５）次の世代を担う子ども・青少年向け番組の充実 4.0
（６）国際放送による海外への情報発信を強化し、国際理解を促進 2.0 △
（７）中長期の収支見通しを立て、みなさまへの還元策の検討も含む次期
経営計画を策定

1.0

（８）実効性のある内部統制の仕組みの構築 3.0 △ △
（９）組織風土を改革し、不正の根絶とコンプライアンスの徹底 1.5 △
（１０）情報公開を推進し、透明性を確保 4.0 △
（１１）効率的な業務体制の構築と事業運営の実施 2.5 ○ ◎ ○ ○ ○ △
（１２）子会社の役割を明確にし、効率的な事業運営を実施 3.0
（１３）受信料制度の理解促進と公平負担の徹底 3.3
（１４）契約収納関係経費の削減 3.0
（１５）より公平で合理的な受信料体系改定への取り組み 2.5
（１６）視聴者との結びつきの強化 4.0 △ △ ○ ○ △ ○ △
（１７）若い世代のＮＨＫへの理解促進 2.0 ○ ○ △
（１８）視聴者の声を経営や放送に反映 3.5 ○ △ △ ○
（１９）受信料を支払っている人への優待サービス拡充 2.0 △
（２０）デジタル放送の全国“あまねく”の推進 5.0
（２１）デジタル放送への視聴者の理解促進 3.0
（２２）インターネットを活用した新サービスの開発 3.0
（２３）技術開発における先導的役割を発揮 5.0 ○ ○ △ △ ○ ○ △

3.8 2.8 3.9 3.6 3.5 4.1 4.2 3.8 3.1

社会に貢献しているか

“約束”評
価委員会
による個
別の“約
束”の評

点

評価指標の達成度の評点

信頼されているか 必要とされているか

“私たちがめざすもの”の評価 ～“約束”と評価指標の因果関係～

当委員会は、“私たちがめざすもの”に掲げられた４つの評価指標を、「放送の信頼性」、「経営の信頼性」、「必要性（役に立つ）」、「必要性（親し
まれる）」、「必要性（接触度合い）」、「社会貢献（質の高さ）」、「社会貢献（影響力）」、「社会貢献（先見性）」、「効率性・効果性」の９つに分けて、
どの“約束”の項目との関係が深いかを、視聴者調査のデータから回帰分析の手法を用いて、因果関係を分析した。つまり、視聴者が当該の“約
束”を実現できたと評価することと、９つの評価指標を達成していると評価することとが、どのように結びついているか、ということである。

（注１）回帰分析で有意となった項目について、係数が0.15以上を◎、0.10以上を○、0.05以上を△とした。
（注２）個別の“約束”の評点について、“約束”の項目を更に分けて評価しているものについては、個別の評点の加重平均としてある。
（注３）評価指標の達成度の評点を計算する際は、９つの評価指標と因果関係のある（◎、○、△がついている）個別の“約束”の評点を、評価指標の係数を重みとして平均を算出した。
（出所）視聴者調査（平成20年3月実施）よりＮＨＫ“約束”評価委員会作成
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“私たちがめざすもの”の評価 ～評価指標の達成度～

視聴者調査の結果をもとにして、評価指標の達成度の総括を試みることにする。当委員会が個別の“約束”評価でつけたスコアを、９つの評価
指標との関係で再配分し、平均値を求めると以下のようになる。平均値を求める際は、９つの評価指標と因果関係のある“約束”の項目につい
て、係数を重みとして評点の平均を算出した。

（参考）視聴者調査から見る評価指標の達成度
評価指標の達成度 （５点満点）

（出所）ＮＨＫ“約束”評価委員会
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（１）放送への信頼性の確立

（２）経営への信頼性の確立

（３）視聴者の役に立つという意味でのＮＨＫの必要性

（４）視聴者から親しまれるという意味でのＮＨＫの必要性

（５）より多くの視聴者に接触されるという意味でのＮＨＫ
の必要性

（６）番組等の質の高さを通じて社会に貢献する

（７）番組等の持つ影響力によって社会に貢献する

（８）番組等の持つ先見性によって社会に貢献する

（９）効率的・効果的に事業を行う（コストに見合う成果を
上げているか）

十分達成できている ほぼ達成できている どちらともいえない

あまり達成できていない 全く達成できていない 無回答

N=1885

（出所）ＮＨＫ“約束”評価委員会 視聴者調査（平成20年3月実施）
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5
放送の信頼性（3.8）

経営の信頼性（2.8）

必要性（役に立つ）（3.9）

必要性（親しまれる）（3.6）

必要性（接触の度合い）（3.5）社会貢献（質の高さ）（4.1）

社会貢献（影響力）（4.2）

社会貢献（先見性）（3.8）

効率性・効果性（3.1）
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公共放送の価値の向上
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視聴者が考える「公共放送」の価値

視聴者が考える「公共放送」の価値は多様である。「バラエティ、アニメなど娯楽性が高く人気のある分野の番組を提供すること」も50％近い視
聴者が「そう思う」と回答している。

現在のＮＨＫは、公共放送の価値の多くを実現していると視聴者から認識されているが、「従来の放送番組の枠にとらわれない新しい形式の番
組を創造すること」、「放送と通信を融合した新しいタイプのサービスに積極的に取り組むこと」、「競技人口が多くないようなスポーツを積極的に
取り上げて放送すること」などには、期待度と実現度のギャップが比較的大きく見られる。

注）視聴者調査で「そう思う/実現している」、「どちらかというとそう思う/どちらかというと実現している」と回答した比率をプロット。

（1）広告主・スポンサーに左右されず、番組を制作し提供すること
（2）国民の間に存在する情報格差を解消するように努めること
（3）政治等で意見の対立する課題について、多様な意見を公正・中立な立場で紹介すること
（4）日本社会に散らばる課題を幅広くとりあげ、国民の間で共有し、互いが議論できる素材を提供すること
（5）多様な社会のあり方・価値観を紹介し、互いに寛容の精神や連帯感を持つことに役立つこと
（6）従来の放送番組の枠にとらわれない新しい形式の番組を創造すること
（7）ていねいに時間をかけて取材・制作した番組を放送すること
（8）国際的に評価されるような番組を提供すること
（9）放送と通信を融合した新しいタイプのサービスに積極的に取り組むこと
（10）政治、経済や犯罪などに関する情報をいち早く正確に報道すること
(11)災害に関する情報をいち早く正確に報道すること
(12)過去の貴重な映像記録を次世代のために蓄積・保管し、国民が利用できるようにすること
(13)映像・音声を通じて、日本の伝統・文化を継承すること
(14)日本の出来事や歴史・文化、アジアの情報を世界に積極的に発信すること
(15)あらゆる世代の視聴者に、学習の機会を提供すること
(16)文化的、芸術的な価値の高い番組を制作することで、日本の芸術文化の発展に貢献すること
（17）自然・環境・医療・科学技術などの分野にわたって、信頼できる科学番組を提供すること
(18)バラエティ、アニメなど娯楽性が高く人気のある分野の番組を提供すること
(19)オリンピックなど世界的に関心の高いスポーツの番組を放送すること
(20)競技人口が多くないようなスポーツを積極的に取り上げて放送すること
(21)人々の心に残る、質の高いドラマ番組を提供すること

視聴者からみた公共放送の価値

（出所）ＮＨＫ“約束”評価委員会 視聴者調査（平成20年3月実施）
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娯楽性の高い番組
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ＷＴＰの向上のためのバリュー・ドライバー
～回帰分析による結論：中立・公平な姿勢、報道・文化・ドラマの評価を高めることが重要～

公共放送の価値（21の価値）とＷＴＰの関係であるが、中立・公平な姿勢を維持していくことや、報道、文化、ドラマなどが視聴者全体からの期待
度を高めることで、ＮＨＫに対するＷＴＰが向上すると言える。

他方、視聴者の期待度とＮＨＫによる実現度にギャップがあると指摘された項目（放送と通信の融合サービス、娯楽番組等）については、その
ギャップを埋めていく努力をすることが、ＷＴＰの向上につながる。

公共放送の価値と
ＮＨＫに対する支払意思額（ＷＴＰ）との関係

該当項目の
期待度を高める

（19）オリンピックなど世界的に関心の高いスポーツの番組を放送すること

（20）競技人口が多くないようなスポーツを積極的に取り上げて放送すること

（21）人々の心に残る質の高いドラマ番組を提供すること

（18）バラエティ、アニメなど娯楽性が高く人気のある分野の番組を提供すること

（17）自然・環境・医療・科学技術等の分野にわたって信頼できる科学番組を提供すること

（16）文化的、芸術的な価値の高い番組を制作することで、日本の芸術文化の発展に貢献すること

（15）あらゆる世代の視聴者に、学習の機会を提供すること

（14）日本の出来事や歴史・文化、アジアの情報を世界に積極的に発信すること

（13）映像・音声を通じて、日本の伝統・文化を継承すること

（12）過去の貴重な映像記録を次世代のために蓄積・保管し、国民が利用できるようにすること

（11）災害等に関する情報をいち早く正確に報道すること

（10）政治・経済、事件・事故に関する情報をいち早く正確に報道すること

（9) 放送と通信を融合した新しいタイプのサービスに取り組むこと

（8）国際的に評価されるような番組を提供すること

（7）ていねいに時間をかけて取材・制作した番組を放送すること

（6）従来の放送番組の枠にとらわれない新しい形式の番組を創造すること

（5）多様な社会のあり方・価値観を紹介し、互いに寛容の精神や連帯感を持つことに役立つこと

（4）日本社会に散らばる課題を広く取り上げ、国民の間で共有し、互いが議論できる素材を提供すること

（3）政治等で意見の対立する課題について、多様な意見を公正・中立な立場で紹介すること

（2）国民の間に存在する情報格差を解消するように努めること

（1）広告主・スポンサーに左右されず、番組を制作し提供すること

公共放送の価値（21の価値）

ＮＨＫに対する
支払意思額（ＷＴＰ）

が向上する

該当項目の
実現度を高める

（左の白抜き文字
で記した価値）

（左の斜体文字で
記した価値）
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ＮＨＫの更なる経営改革のために
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視聴者からの期待を上回るビジョンを打ち出す必要がある

視聴者視点を十分に取り込んだビジョン
▪ 公共放送の価値を向上させる施策から優先順位を持って取り組む。

通信・放送融合時代のＮＨＫの役割を踏まえたビジョン
▪ 放送以外の伝達手段を積極的に活用して、ＮＨＫのコンテンツの接触を増加させる。

グローバル時代におけるＮＨＫの役割を踏まえたビジョン
▪ 日本及び日本国民にとって有益な情報を提供・発信すること、日本発の技術標準を確立すること、などもＮＨＫの役割と任じて積極

的に取り組む。

グループ全体として新しい価値を生み出していく姿勢が感じられるビジョン
▪ 中長期的なＮＨＫグループのあり方と、そこから導かれる具体的な子会社の戦略目標などを構造的・有機的に整理する。

より公平性の高い受信料体系を構築する必要がある
▪ 一貫して「受信料の公平負担」が視聴者にとっての最優先事項となっていることは重く受け止めるべき。

組織の縦割り・横割り問題の解消に積極的に取り組む必要がある

「専門家」志向だけでなく「プロ管理職」の育成へ
▪ 管理職層が特定分野の高度な専門家というだけでなく、全組織的な視点を持ち、上下左右との連携が取れる真の「プロフェッショナ

ル」として機能するようにしていかなくてはならない。

組織の求心力を確立するためのアウトカム指向の達成目標の設定
▪ “約束”に具体的な数値目標などを更に入れ込み、アウトカム指向の達成目標として組織全体で共有していく必要がある。

組織横断的なＰＤＣＡサイクルの一層の定着

▪ より大きな組織目標を達成するためには、組織横断的なＰＤＣＡサイクルを回していく工夫が必要である。

ＮＨＫの更なる経営改革のための所見
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受信料をめぐる構造的課題
～「視聴者の公平負担をめぐる意識」と「対価意識の向上」の背景にある要因

受信料問題への構造理解（法
的根拠、未契約者、未収者の
存在の大きさ等）が進む

認知・理解
評価

納得

受信料をめぐる対価意識の高まり

公平負担を求める意見の強まり→現
行制度やその運用への不満

根底にある「できれば支払いを避けた
い」という意識（視聴者の約半数をし
める）

受信料を支払うべきという人は74％で
変化なし→残りの1/4は納得していな

い（特に若年層）

公共放送の価値、ＮＨＫが今後果たす
べき役割に対する視聴者の期待

経済負担の上昇（物価上昇、
年金・医療負担の増加など）

社会的負担を隠避する傾向
（年金、給食費問題など）

NHKの番組満足度の上昇

若年層を中心にＮＨＫへの接
触率が低下

IT化（選択肢が多様化する中
で、むしろ良質なコンテンツを
求める方向へ）、安心・安全に
対する関心の高まり、グロー
バル化の進展など

背景要因 視聴者を取りまく変化要因

支払い義務化、受信料値下げ
の議論が起こる中で、問われ
る受信料体系の妥当性

受信料収入の回復基調、支払い
拒否・保留件数の減少

民事手続きによる支払い督促

訪問集金の廃止の方針表明
部分的な施策（家族割引、事
業所割引等）の発表

受信料体系をめぐる根本的な施策を打ち出し、公平負担を
求める意識、および対価意識の向上に対処し、視聴者の
受信料体系に対する納得感を高めることが求められる

視聴者の受信料に対する意識

ＮＨＫの施策

遵法をもとめる政策・制度構
築の推進

現状の施策で受信
料に対する納得感
は高まっていない
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Ｂ局／部 Ｃ局／部Ａ局／局

組織の「縦割り」の問題を超えて、ＰＤＣＡを回すことが求められる

Ｂ局／部 Ｃ局／部Ａ局／部

各組織が個別に、対症療法的にPDCA
を回す（横の連携がない）

関連する組織横断で連携を図りながら
PDCAを回す

Plan（計画）

Action（改善） Do（実行）

Check（評価）

Plan（計画）

Action（改善） Do（実行）

Check（評価）

PDCA PDCA


