
7

放送法は1950年の制定以来，多数の改正がなされてきたが，制度改正の過程で重要な役割を担ったのが，
郵政省や総務省が開いてきた有識者会議（審議会・私的諮問機関）である。ただし，政策形成で果たした機能
には差異があり，有識者会議の提言に即して制度改正がなされたこともあれば，そうではなかった場合もある。
本研究では，表現の自由の確保を踏まえた制度形成が求められる放送分野の政策決定過程を検証するため，
放送法の主要改正に焦点を当てて，有識者会議が果たした役割を検証した。

検証にあたっては，有識者会議の性格や放送法の改正事項に応じて，戦後の制度改正を【第1期】1950年
代～1980年代前半，【第2期】1980年代後半～1990年代，【第3期】2000年以降，の3つの時期に分け，有
識者会議と放送法改正の関係について分析した。資料としては，有識者会議の提言や会議録に加え，当時の
報道や関係者の回顧録などを参照した。

その結果，第1期には，郵政省の有識者会議に期待される役割が明確ではなく，会議後の政治過程で，有
識者会議が提言していない番組規制が放送法に盛り込まれるなど，その影響力が限定的なものだったことがわ
かった。しかし，第2期になると，専門的・技術的知見を要する事項の検討が中心になったことで，提言に沿っ
た形での法改正がなされることが増えた。政治的な関心を呼びやすい番組規制が焦点になった際にも，有識者
会議が慎重な姿勢を示すことで規制強化が回避された面がある。そして，第3期になると，情報公開などを通じ
て有識者会議の正統性が高まるとともに，放送業界の利害調整を行う機能が定着したことで，提言に基づく制
度改正が慣例化した。また，総務省以外の有識者会議の提言は制度改正に結びつかず，政権交代による制度
変更も起こりにくいなど，放送事業に関連した政策共同体の影響力が強まっていることも明らかになった。

このように有識者会議の機能が定着するにつれ，提言に沿った漸進的な制度改正がなされるようになり，番
組規制の強化が回避されるなど，表現の自由の確保に配慮した政策形成につながった面がある。他方，有識者
会議の民主的正統性は十分とは言えず，制度変更は政策共同体の了解を得られた事項に限定されるといった問
題もある。有識者会議を活用した政策形成は今後も続くと見られるが，政策共同体の外部の意見を放送政策に
どのように反映させていくかといった点が課題となっている。
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Ⅰ はじめに

Ⅰ−1  問題の所在
有識者会議とは何か

近年，放送分野では重要な制度改正が相次

いでいる。2010年には放送関連4法を一本化

する大幅改正がなされ，2014年にはNHKのイ

ンターネット業務の拡大や民放の経営基盤強化

に関する放送法改正が行われた。これらを含

め，戦後の放送制度の形成で重要な役割を果

たしてきたのが，郵政省や総務省が開催してき

た有識者会議である。

2010年の通信・放送法体系の見直しにあたっ

ては，「通信・放送の総合的な法体系に関する

研究会」（2006年8月～2007年12月）や情報

通信審議会の「通信・放送の総合的な法体系

に関する検討委員会」（2008年2月～2009年8

月）が法改正の方向性を決定づける上で重要な

役割を果たした。2014年の放送法改正でも，

「放送政策に関する調査研究会」（2012年11月

～2014年2月）の提言に沿った制度改正が行

われている。

学識経験者らを構成員とする有識者会議（定

義は後述）は，放送分野に限らず，行政機関

が政策の検討や制度改正を行うにあたって幅広

く活用されてきた。一般に，制度の見直し，典

型的には法律の改正が必要になった際には，

それを所管する行政機関の内部で法案の検討

を行い，閣議決定など所要の手続きを経て法

案を国会に提出すればよい（内閣提出法案の場

合）。しかし，実際には，法案作成に先立って有

識者会議を開催し，専門家の意見を聞いたり，

関連業界との調整を図ったりすることが多い。

これは，多様な政策課題について，所管官

庁の内部だけで適切な検討が行えるとは限ら

ず，また，専門家や利害関係者の意見を聞い

た上で制度の見直しをしたほうが円滑な政策執

行につながるためである。制度改正にあたって

有識者会議の開催が法的な要件となっている

場合は多くはないが1），上記の理由から，制度

改正に先立って有識者会議が開かれるケースは

しばしば見られる。

問題の発生から制度改正，政策実施に至る

流れの中で，有識者会議がどのように位置づけ

られるかという点を簡単にまとめたのが図1で

ある（内閣提出法案の場合）。有識者会議を経

ずに法案が国会に提出される場合もあり，すべ

ての制度改正がこうした過程を経るわけではな

いが，典型的な例として示した。

まず，制度改正が必要と考えられる何らかの

問題の発生が所管官庁（放送分野の場合，郵

政省・総務省）によって認識されると2），官庁

内部での検討と並行して有識者会議が開催さ

れることが多い。構成員は，放送分野の場合，

大学などの研究者が多いが，事業者や市民団

体の代表，行政機関のOBが務めることもある。

議論の過程では，所管官庁の主管課に置かれ

た事務局と有識者会議の間で緊密なやり取り

が行われ，議論の結果は，答申や報告という

形で取りまとめられる。そして，多くは提言に即

した形で法案の作成が行われ，閣議決定を経

て国会に提出される。

ただし，有識者会議の提言が必ずしも法改

正に直結するわけではない。法案の国会提出

に先立って，与党による事前審査を経るのが一

般的であり，その過程で大幅な修正がなされる

ことがある3）。また，国会審議の過程で修正が

行われる場合も多い。
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図1　放送制度改正までの概要（内閣提出法案の場合）
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有識者会議は，法令の改正を目的としたもの

に限らず，放送分野の場合，中長期的な政策

ビジョンを検討したり，新たな技術の登場にあ

わせた政策を検討したりする目的で開催される

ものもある。それらも含め，放送政策あるいは

情報通信政策の分野では，他分野と比較して

も非常に多くの有識者会議が開催されてきたと

いう（近藤・田中2002：115）。背景としては，

従来，電気通信分野と情報産業分野で郵政省

と通産省が競合しながら政策形成がなされてき

た点が指摘されている。

こうした傾向はその後も続いており，2010年

以降に総務省が開催した有識者会議のうち，

情報通信政策に関する研究会や検討会（2010

年以降に第1回会合を開いた会議で，すでに終

了したものを含む）は，総務省のウェブサイトで

確認できる限りでも92に上る（2017年10月末

現在）4）。総務省の所管分野で次いで多いのは

地方行政に関する会議だが，その数は56で，

情報通信分野の多さが目立つ（同時期で比較）。

本研究の目的は，有識者会議が戦後の放送

制度の見直しや放送政策の形成にあたってどの

ような役割を果たしてきたかを検証することにあ

る。そうした観点から，以下では，郵政省や総

務省が開催してきた多数の有識者会議のうち，

特に制度改正に関連した会議に焦点を当て，

議論の過程や提言の内容を精査するとともに，

その後の政策形成にもたらした影響を確認す

る。分析にあたっては，会議そのものだけでは

なく，政治家（国会議員）や郵政省・総務省

の事務当局，関連業界など，関係アクターが果

たした役割にも着目し，政策形成過程の解明を

進めることにしたい。

そうした検証を通じて，放送分野の政策形成

過程の特徴が浮き彫りになるとともに，それが

抱える問題点についても明らかになると考えられ

る。あわせて，放送法がどのような経緯を経て

改正されてきたかが明確になることで，現行の

放送法の解釈についても，一定の示唆が得ら

れるものと期待できる。

先行研究の状況
国や地方自治体が開催する有識者会議（審

議会，私的諮問機関）の機能やその問題点に

ついては，従来からさまざまな分野で研究がな

されてきた。

行政法学の視点から審議会の実態や研究

動向を概観した代表的な論考としては，金子

（1985）が挙げられる。金子（1985）は，審議会

の法的意義や設置根拠，運営の実態を論じる

中で，審議会の存在理由として，①行政の民

主化（行政への国民参加），②専門知識の導

入，③公正の確保，④利害の調整，⑤各種行

政の総合調整を指摘し，特に「行政の民主化」

を強調している。金子は，行政の民主化は国

会を通じてなされるべきという主張があることに
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ついて，「現代行政の特質から来る民主化の限

界を補完するもの」として「審議会の民主化機

能を消極に評価することは妥当ではない」と述

べている（金子1985：119）。

また，塩野（2012）は，審議会委員の人選に

問題があること，審議過程がオープンではない

ことを指摘しつつも，「政策の企画・立案に際

しては，通常の行政組織では賄えない専門性

が要請されることが多く，さらに，利害が複雑

にからむ現代社会においては，多方面からの情

報，各界各層の意見を集め，相互に検討する

ことが必要である。そのためには，審議会が適

切な場を提供するものと考えられる」（塩野

2012：86）と述べている。

こうした見解は行政学の分野でも見られる。

笠（1995）は，審議会の位置づけについて，

「御用審議会論」「審議会隠れ蓑論」などの否

定的な評価がある一方で，行政に柔軟性と適

応性を与え，専門知識を比較的小さな費用で

活用しうる場と位置づける肯定的な評価もある

と言及している。

こうした有識者会議の性格に二面性があると

いう指摘は，行政学の概説書でしばしば見られ

る点である。村松（2001）は，「審議会が所管

官庁の言いなりになっているという見解」（隠れ

蓑論）があると指摘する一方で，「審議会が，

社会の諸利益と国家の間の媒介をする重要な

機能を果たす」面もあると述べている。

また，西尾（2001）も，「審議会等は事務当

局の『隠れ蓑』として事務当局の方針にお墨付

きを与えているにすぎないのではないかとする

批判が絶えないところであるが，それは関係各

界の反応を打診し，大方の合意を形成する上に

一定の機能を果たしている」（西尾2001：282）

と指摘する。

そうした点も含め，有識者会議全般について

分析した近年の論考としては，西川（2007）が

挙げられる。西川は有識者会議の問題として，

▷委員の任命，▷運営の公平性と透明性，▷

諮問機関の意思決定の拘束力を挙げた上で，

情報公開を通じた透明性の向上や，多様な人

材の登用などを通じて，制度を改善していくこ

とが必要であると指摘している5）。こうした有

識者会議の運営の実態を描いた論考としては，

森田朗の『会議の政治学』シリーズ（森田

（2006），森田（2014），森田（2016））がある。

森田は，数多くの審議会の座長や構成員を務

めた自身の経験に基づき，「会議運営の技法」

を含め，その実態を克明に描いている。

政治学の分野では，審議会が政策形成で果

たしてきた役割を分析する研究がなされてきた。

Schwartz（2001）は，労働，金融，農業の3分

野に焦点を当て，1980年代の政策形成過程に

おいて，審議会が業界の利害調整の機能を担っ

てきたことなどを示した。また，飯尾（1993）は，

1980年代に設置された第二次臨時行政調査会

（第二臨調）に焦点を当て，国鉄・電電公社民

営化の政策過程を分析し，「臨調型改革」の成

果と限界を明らかにした。

他方，上記のような有識者会議の特性が，放

送政策の形成過程にもあてはまるかといった点

について分析を行った研究は必ずしも多くはな

い。放送分野の有識者会議の動向は開催の都

度，新聞等で詳しく報道されるが，体系的・通

時的な分析が十分になされているわけではな

い。過去の放送法改正の経緯そのものは，片

岡（2001），鈴木・山田・砂川編（2009），金

澤（2012）など，放送法研究に関する文献で

触れられている。しかし，有識者会議での議論

と法改正の関連性について，必ずしも詳細に分
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析を加えているわけではない。

こうした中で，放送制度を所管してきた郵政

省の政策形成過程に関する論考としては，近藤・

田中（2002）がある。著者はいずれも，郵政

省あるいは総務省で情報通信行政を担当した

行政官で，行政機関内部から見た組織・人事・

会議の記述や，政策決定過程に関する分析を

行っている。有識者会議が果たす役割に関して

は，「時代の風をタイミングよくつかむ面からも

非常に重要で，各種意見交換の場，各種団体

による政策提言などを活用している。郵政省が

開催する調査研究会や懇談会などの数は他省

庁と比較して非常に多い。調査研究会は，共

鳴のためのシステムであるだけでなく，創発のヒ

ントを得る場として重要な位置を占めている」と

言及している。もっとも，放送法の個別の改正

と有識者会議の関係についての分析は行ってい

ない。

また，放送分野の政策決定過程に焦点を当

てた論考としては，林（2003）がある。同論文

は，1959年，1966年（改正は挫折），1988年，

1997年の放送法改正をめぐる分析を行ってい

る。そして，放送分野の政策形成過程の特徴

について，審議会の答申を受けて郵政省が与

党と折衝の上，放送政策を形成していくことや，

郵政省が絶大な権限を持っていたわけではな

く，もっぱら調整役としての役割を果たしてきた

ことを指摘している。ただし，時期によって有

識者会議の性格が変化してきた点については，

必ずしも十分な考察が加えられているわけでは

ない。

以下では，上記のような先行研究の状況を

踏まえた上で，放送制度の見直しに関連した有

識者会議に焦点を当て，その政策決定過程を

従来よりも体系的に考察していくことが目標とな

る。その際，放送政策は，表現の自由の確保

と密接に関連した問題を扱うという特徴がある

ことから，その点に留意しつつ考察を進めるこ

とが課題となる。

Ⅰ−2  対象と分析方法
有識者会議の定義

国の政策を検討する合議制の機関にはさまざ

まなものがあるが，本研究では，▷法令に基づ

く「審議会」等のうち「政策提言型審議会」

と，▷政策提言を行うため，法令に基づかずに

行政機関に設けられた「行政運営上の会合」の

2つをあわせて「有識者会議」と位置づけ，分

析を行う（表1）。

このうち，「審議会等」は，法令に基づいて設

置されるもので6），委員は国家公務員であり，

答申などの形で一行政機関としての意思を表明

することになっている。「審議会等」には，大き

く3つの類型がある。第1は，調査審議の結果

に基づき，一定の政策や法案などの提言・勧告

を行うものであり，政策提言型審議会と呼ばれ

る。第2は，行政処分に対する不服審査にあた

るもので，不服審査型審議会と呼ばれる。第3

は，行政立法の制定や公共料金，さらには免許，

検定といった個別の処分に際して主務大臣の

諮問を受けて審議議決したり，紛争処理に際し

て，あっせん，調停，仲裁を行ったりするもので，

事案処理型審議会と呼ばれる（塩野2012：82-

83，宇賀2015：211-212）。審議会等のうち，

行政機関がその提言等に法的に拘束されるもの

は，特に「参与機関」と呼ばれる（藤田2005：

90）。

放送分野では，情報通信審議会（総務省組

織令121条が設置根拠）などが政策提言型審
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議会にあたる。一方，電波監理審議会（電波

法99条の2が設置根拠）は，不服審査型・事

案処理型の審議会である。本研究では，制度

改正をめぐる政策過程を検証する観点から，

もっぱら政策提言型審議会に焦点を当てる。

一方，後者の「行政運営上の会合」は，私

的諮問機関と呼ばれることもある。「有識者会

議」「有識者懇談会」「研究会」「検討会」など

名称はさまざまで，政策提言型審議会と同様，

行政機関の意思決定に際して，専門的な立場

から特定の事項を調査・審議する機能を持って

いる。ただし，これらは国家行政組織法の組

織規範にその存立根拠が存在せず，「国の行政

機関」と位置づけることはできない。1999年に

閣議決定された「懇談会等行政運営上の会合

の開催に関する指針」では，「省令，訓令等を

根拠としては開催しない」，「当該懇談会等を

『設置する』等の恒常的な組織であるとの誤解

を招く表現を用いない」とされた7）。実際上も，

審議会が長期にわたって設置されることが多い

のに対し，その時々の政策課題に応じて一時的

に設けられるものが多い8）。

このように「審議会等（政策提言型審議会）」

と「行政運営上の会合」では，前者がより公式

な位置づけを持ったものである。また，役割分

担としては，前者が，さまざまな選択肢の中か

ら行政機関の意思決定の指針を結論として導く

政策形成の後半を担うことが多いのに対し，後

者はその準備段階の議論や選択肢の内容の検

討など政策形成の前半を担うことが多いとされ

る（笠1995：97）。

一方で，両者の区別は必ずしも明確なもので

はない。後者も公費で運営され，その実態は

法令に根拠を有する審議と変わらないとの指摘

がある（金子1985：129）。また，行政機関への

外部の知識・経験の導入という意味では，行

政運営上の会合（私的諮問機関）のほうが，

形式的な審議会よりも実質的な役割を果たして

いるとの見方もある（塩野2012：87）。

放送分野では，重要な政策課題が「行政運

営上の会合」の報告に基づいて決定される傾向

は続いており，その報告や提言は，構成員の

権威や専門性により，審議会の答申と同様の

効果を持っているとも言える。このため，ここで

は，両者を「有識者会議」とまとめ，放送分

野の制度形成・政策形成に果たしてきた役割を

論じていくことにする。

表1　本研究で言及する「有識者会議」（網かけ部分）

法的性格 分　類 機　能 放送分野の例

審議会等
法令に基づき設置
（国家行政組織法8条で規
定，いわゆる8条機関）

事案処理型審議会

免許等の処分につい
て主務大臣の諮問を
受けて審議議決，仲
裁・調停など

電波監理審議会

不服審査型審議会 行政処分に対する不
服審査 電波監理審議会

政策提言型審議会
調査審議の結果に基
づき，政策などの提
言・勧告

情報通信審議会など

行政運営上の
会合

法令に基づかずに開催
（いわゆる私的諮問機関） 行政運営上の会合

放送政策に関する調
査研究会，放送を巡
る諸課題に関する検
討会など

� （筆者作成）
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主な制度改正と有識者会議
前述のように，郵政省あるいは総務省が開催

してきた有識者会議は多数に上り，すべてを検

討するのは困難である9）。このため，以下では

放送法とそれに関連した政省令の改正に関連し

た会議に焦点を当てて検討を進める。

表2は，そうした視点から，1950年の放送

法制定以降の主な制度改正と，それに関連し

た有識者会議を列挙したものである。放送法改

正のうち，1959年，1988年，2010年の改正は，

法体系を見直すなど大幅な改正だったことか

ら，網かけで表示した。このうち，1959年改正

では，番組調和原則や放送番組審議機関に関

する規定が整備されるなど番組規制のあり方が

大きく見直された。1988年改正では，放送普

及基本計画に関する規定が整備されるなど，制

度全般にわたる見直しが行われた。また，2010

年改正では，通信・放送融合の進展に対応で

きるよう法体系が見直され，放送関連4法が放

送法に一本化されるとともに，放送規律の整

理・統合が図られた。

さらに，廃案となった改正案であっても，放

表2　戦後の制度改正と有識者会議（大幅な制度見直しを網かけ表示）

主な放送法・関連省令の改正（一部，廃案も含む）
（○は放送法の改正，□は政省令の改正，×は廃案となったもの） 関連する有識者会議

○放送法制定（1950年5月公布・1950年6月施行）
・�第1章�総則，第2章�日本放送協会，第3章�一般放送事業者，第4
章�罰則（全4章・59条）
○放送法改正（1952年6月公布・1952年6月施行）
・受信契約締結義務をテレビ放送にも拡大
×放送法改正案（1953年7月国会提出・1953年8月廃案）
・NHK経営委員会任命の地域制の廃止
・郵政相の包括監督権・監督命令権・報告徴収権など監督権限強化

①放送関係法令改正調査委員会
【委員長・中村俊一】
（1954年2月～）※郵政官僚のみで構成

○放送法改正（1959年3月公布・1959年4月施行）
・番組適正化に関する措置（番組調和原則，放送番組審議機関新設）
・NHK経営委員会・役員に関する規定の整備
・放送番組供給に関する協定の制限

②臨時放送法審議会
【会長・松方三郎】
（1956年3月～7月）

×放送法改正案（1966年3月国会提出・1966年6月廃案）
・放送法の目的に「教育の目的の実現と教養の向上」を追加
・NHK・民放の併存を明文化
・NHK・民放共同による「放送世論委員会」の設置
・受信料支払い義務制
・民放の事業免許制

③臨時放送関係法制調査会
【会長・松方三郎】
（1962年10月～1964年9月）

○放送法改正（1967年7月公布・1968年4月施行）
・ラジオ放送のみ受信の場合，受信契約の締結を不要に
○放送法改正（1982年6月公布・1982年12月施行）
・テレビ音声多重放送，文字多重放送の実用化
・NHKの出資対象を拡大
・放送事業者の外国性排除
・災害放送の義務づけ

④放送の多様化に関する調査研究会議
【会長・吉国一郎】
（1980年7月～1982年3月）

○放送法改正（1987年6月公布・1988年1月施行）
・国際放送の相互交換中継を可能に
○放送法改正（1988年5月公布・1988年10月施行）
・放送普及基本計画の策定
・番組編集に関する条項をNHK・民放共通に適用される通則に
・放送番組審議機関の設置義務の適用除外
・番組調和原則の適用範囲限定
□放送局の開設の根本的基準（省令）改正（1988年9月施行）
・省令にマスメディア集中排除規定を位置づけ
・支配基準は議決権の1/10超・役員の1/5以上
・テレビと中波の兼営可能

⑤ニューメディア時代における放送に関する懇談会
（放送政策懇談会）
【座長・吉国一郎】
（1985年5月～1987年4月）
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○放送法改正（1989年6月公布・1989年10月施行）
・受委託放送制度の導入（CS放送）
・NHKの業務委託に関する規定の整備
・放送番組センターの設立

⑥通信と放送の境界領域的サービスに関する研究会
【座長・塩野宏】
（1988年8月～1989年2月）

○放送法改正（1990年6月公布・1990年10月施行）
・受信障害対策中継放送に関する制度の整備

○放送法改正（1994年6月公布・1994年12月施行）
・映像国際放送の制度的枠組み（受託協会国際放送制度）を整備
□放送局の開設の根本的基準（省令）改正（1995年3月施行）
・�マスメディア集中排除原則緩和（放送対象地域が重複しない場合の
支配基準を議決権の「1/5以上」に）

⑦新時代における放送産業の在り方に関する懇談会
【座長・岡部慶三】
（1993年4月～1994年2月）

○放送法改正（1995年5月公布・1995年11月施行）
・訂正放送又は取消し放送の請求期間を延長

○放送法改正（1997年5月公布・1997年10月施行）
・字幕番組放送の努力義務の規定の整備
・�放送番組審議機関の機能強化（議事概要・答申内容・答申に応じ
て講じた措置の公表など）

⑧多チャンネル時代における視聴者と放送に関する懇
談会
【座長・有馬朗人】
（1995年9月～1996年12月）

○放送法改正（1998年6月公布・1998年11月施行）
・委託国内放送業務をNHKの業務として追加

○放送法改正（1999年5月公布・1999年11月施行）
・データ放送が可能となるようテレビ放送の定義を変更

□放送局の開設の根本的基準（省令）改正（2004年3月施行）
・隣接7地域内の連携について支配基準を議決権の1/3以上に緩和
・経営困難時には適用除外（経営困難特例）

⑨放送政策研究会
【座長・塩野宏】
（2000年5月～2003年2月）

○放送法改正（2005年11月公布・2006年4月施行）
・地上放送の外資規制の実効性を確保するために間接出資規制導入

○放送法改正（2007年12月公布・2008年4月施行）
・�NHK関係（ガバナンス強化，番組アーカイブの提供，新たな国際放送
の制度化，命令放送制度の見直しなど）
・�民放関係（認定放送持株会社制度の導入，有料放送管理業務の制
度化など）
□放送局に係る表現の自由享有基準（省令）（2008年3月施行）
・認定放送持株会社は12局まで支配可能（12地域特例）

⑩デジタル化の進展と放送政策に関する調査研究会
【座長・塩野宏】
（2004年7月～2006年10月）
⑪通信・放送の在り方に関する懇談会（竹中懇談会）
【座長・松原聡】
（2006年1月～6月）
※竹中懇談会は2010年改正にも関連

○放送法改正（2009年4月公布・2010年4月施行）
・携帯端末向けマルチメディア放送に関する制度整備
・電波利用料を地デジ整備に活用（電波法）

⑫携帯端末向けマルチメディア放送サービス等の在
り方に関する懇談会
【座長・根岸哲】
（2007年8月～2008年7月）

○放送法改正（2010年12月公布・2011年6月施行）
・放送の参入に係る制度の整理・統合，弾力化
・マスメディア集中排除原則の基本の法定化
・放送における安全・信頼性の確保
□基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準（2011年6月施行）
・放送対象地域が重複しない場合の支配基準を緩和
・ラジオ局は4局まで所有可能（ラジオ4波特例）

⑬通信・放送の総合的な法体系に関する研究会
【座長・堀部政男】
（2006年8月～2007年12月）
⑭情報通信審議会	通信・放送の総合的な法体系に
関する検討委員会
【主査・長谷部恭男】
（2008年2月～2009年8月）

⑮今後のICT分野における国民の権利保障等の在り
方を考えるフォーラム
【座長・濱田純一】
（2009年12月～2010年12月）

○放送法改正（2014年6月公布・2015年4月施行）
・放送事業者の経営基盤強化計画の認定に係る制度の創設
・認定放送持株会社の認定の要件の緩和
・国際放送の番組の国内放送事業者への提供業務の恒常化等
・NHKのインターネット活用業務の拡大

⑯放送政策に関する調査研究会
【座長・長谷部恭男】
（2012年11月～2014年2月）

⑰放送を巡る諸課題に関する検討会
【座長・多賀谷一照】
（2015年11月～）

� （筆者作成）
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送制度の大幅な見直しを試みたものについては

表に加えたほか，地上テレビ放送事業者の経

営に対する影響が大きいと考えられる省令改正

についても含めた。他方，放送法の改正であっ

ても，他の法律の改正に伴う条文の整理にとど

まったものは除外した10）。

表の右側には，それぞれの放送法改正に対

応した有識者会議を列挙した。なお，「①放送

関係法令改正調査委員会」は，郵政省の官僚

のみで構成され，本研究で定義する有識者会

議には当てはまらないが，1950年代前半の制

度見直しのあり方を検証するという観点から加

えている。

分析手法と時代区分
有識者会議を通じた制度見直しを分析する

上では，その性格（論点，構成員など）に応じ

て有識者会議を類型化し，制度改正との関係

を検証するのが妥当と考えられる。こうした観

点から有識者会議を概観すると，やや結論を

先取りする形とはなるが，時期（年代）によっ

て，その機能には顕著な違いが見られる。この

ため，有識者会議が開かれた時期（年代）を

指標として区分することで，有識者会議そのも

のの性格に応じて区分を行うのと同様の分析を

行うことができる。

上記の観点から，以下では，有識者会議を

開催時期に即して分類し，分析を進める。具体

的には，以下の3つに分けて検討する。

【第1期】1950年代～1980年代前半

有識者会議に期待される役割，果たすべき機

能が十分に定まっていなかった時期

【第2期】1980年代後半～1990年代

有識者会議の機能・役割が定着し，業界の利

害調整を担う機能が強まった時期

【第3期】2000年以降

会議の開催が慣例化するとともに，論点が通

信・放送融合への対応に変化した時期

本稿では，以下，時期区分ごとに章を分けて

分析を行う。特に1959年，1988年，2010年の

大幅な制度見直しに対応した有識者会議につ

いては詳述する。また，番組規律や構造規制

（マスメディア集中排除原則など）の見直しに直

結した有識者会議についても詳しく取り上げる

ことにしたい（詳細に分析する会議を表3で網

かけ表示した）。

なお，③の「臨時放送関係法制調査会」は，

制度改正には至らなかったものの，答申を反映

した法案が国会に提出され，その後も法改正の

検討にあたって答申がしばしば参照されている

ことから詳しく見ていく。また，⑮の「今後の

ICT分野における国民の権利保障等の在り方

を考えるフォーラム」も制度改正には結びついて

いないが，政権交代の影響を考察するという観

点から検討対象とする11）。

以下で検証したいと考えている点は，時期が

下るにつれて，有識者会議の慣例化（制度改

正にあたっての開催の定着）や定型化（構成員

の選定や運営方法の標準化），正統化（会議

開催を通じたさまざまな意見の反映）が進み，

そうした変化とともに制度改正に対する有識者

会議の影響力が拡大したのではないかという点

である。そして，それによって制度改正の進め

方が漸進的なものとなり，政策の内容そのもの

も変化していったというものである。

有識者会議の機能・役割を確認する上では，

（a） 郵政省・総務省が当初目指していた政策

（b）有識者会議が行った答申・提言
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（c）提言後に行われた制度改正の内容

の3つを比較すればよいと考えられる。

このうち，先行研究が指摘するような，有識

者会議が行政の「隠れ蓑」になっているかどう

かを確認するためには，（a）と（b）を比較する

必要がある。ただし，（b）は有識者会議の答申

や報告書，（c）は法律や政省令を見れば，その

内容を把握できるのに対して，（a）は明確に示

されているとは限らない。このため，以下の記

述では，主に，（b）と（c）の関係に着目せざる

をえないが，（a）についても，さまざまな資料に

拠りつつ，可能な限り描き出すことにしたい。

以下の記述では，まず制度の見直しの契機

となった放送メディアの変化を概観した上で，行

政当局の対応を確認する。そこでは，有識者

会議の開催の有無やその特徴，有識者会議に

対して提示した論点を見ていく。その上で，有

識者会議でどのような議論がなされ，どのよう

な提言がなされたか，そして，それが制度改正

にどのように反映されたかについて検討する。

また，提言が制度改正に結びつかなかった場

合には，その要因を探る。

依拠する資料は，有識者会議の会議録・議

事概要や会議の過程で提出された意見書，会

議の答申・報告書などである。また，必要に応

じて当時の報道や関係者による証言を参照す

る。有識者会議の結論が制度改正にどの程度

反映されたのかという点については，国会議事

録などを用いて解明を進める。

表3　分析で用いる区分（主に検討を行うものを網かけ表示）

時　期 有識者会議 主要論点

【第1期】
1950年代

～1980年代前半
（Ⅱ章で分析）

①放送関係法令改正調査委員会（※郵政官僚のみで構成） 制度全般

②臨時放送法審議会 番組規律・NHK規律

③臨時放送関係法制調査会 制度全般

④放送の多様化に関する調査研究会議 新メディア対応

【第2期】
1980年代後半
～1990年代
（Ⅲ章で分析）

⑤ニューメディア時代における放送に関する懇談会（放送政策懇談会） 制度全般

⑥通信と放送の境界領域的サービスに関する研究会 新メディア対応

⑦新時代における放送産業の在り方に関する懇談会 制度全般

⑧多チャンネル時代における視聴者と放送に関する懇談会 番組規律

【第3期】
2000年以降
（Ⅳ章で分析）

⑨放送政策研究会 制度全般

⑩デジタル化の進展と放送政策に関する調査研究会 制度全般

⑪通信・放送の在り方に関する懇談会（竹中懇談会） 制度全般

⑫携帯端末向けマルチメディア放送サービス等の在り方に関する懇談会 新メディア対応

⑬通信・放送の総合的な法体系に関する研究会 制度全般

⑭情報通信審議会�通信・放送の総合的な法体系に関する検討委員会 制度全般

⑮今後のICT分野における国民の権利保障等の在り方を考えるフォーラム 番組規律

⑯放送政策に関する調査研究会 制度全般

⑰放送を巡る諸課題に関する検討会 制度全般

� （筆者作成）
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Ⅱ 初期の有識者会議
（1950年代～1980年代前半）

Ⅱ−1  1950年代前半の状況
放送法制定直後の政策過程

第Ⅱ章では，放送分野で有識者会議を活用し

た政策形成が始まったものの，その位置づけに

は揺らぎが見られた1950年代から1980年代前

半までの状況を見ていく。

近年では放送制度の見直しにあたっては有識

者会議が開催され，その提言に基づいて放送

法や関係省令の改正案が作成されることが多

い。しかし，当初からそうした政策過程が定着

していたわけではない。1950年代，占領下で

制定された放送制度の見直しが行われたが，そ

の進め方はまちまちだった。

1950年の放送法制定直後，制度面でまず焦

点になったのが規制監督機関（電波監理委員

会）のあり方である。首相の吉田茂は，内閣が

直接，統制を行うことができない行政委員会制

度を問題視した。1951年5月，GHQが占領下

の法令を再審査する権限を日本側に委譲すると

発表すると，吉田は，首相の私的諮問機関で

ある「政令諮問委員会」（1951年5月～8月）を

開催して，制度の見直しに着手した12）。そして，

電波監理委員会を他の行政委員会とあわせて

廃止するのが妥当とする答申を受けて，吉田内

閣は，同委員会を廃止する法案を国会に提出

した。法案は1952年7月に成立し，同時に電波

監理委員会は廃止されて放送行政に関する権限

は郵政大臣に移った（日本放送協会編1977：

346）。放送分野の規制監督機関の見直しは，

国の行政委員会制度全般とあわせて検討がな

されたもので，このあとに見られるような，放送

制度を専門的に扱う有識者会議を開催して改

正の方向性を検討するという進め方はとられて

いない。

このあと，吉田内閣で放送法改正の試みが

なされるが，このときも有識者会議を活用する

手法はとられなかった。1953年7月，吉田内閣

は，NHKに対する郵政大臣の監督権限を強化

する内容を盛り込んだ放送法改正案を国会に

提出したが，郵政省が有識者会議を開催したと

いう記録はない。このときの改正案は，NHK

関連規定の見直しが中心で，▷経営委員会の

経営委員選任の際の地域制を廃止，▷経営委

員の任命を「郵政大臣による任命」に変更，▷

会長の任命を「経営委員会の同意を得て郵政

大臣が任命」に変更，▷NHKに対する包括的

な監督権に関する規定を新設，といった項目か

らなっていた（日本放送協会編1977：346）。

しかし，改正案に対しては，衆議院電気通

信委員会の委員の中から，放送法はしかるべき

検討を経た上で根本改正を行うべきとする意見

が出されたほか，NHKからも「政府の監督は

必要最小限にとどめるべき」として反対意見が

出された。また，国会の参考人として招かれた

有識者からも，放送番組編集の自由を侵すお

それがあり，放送法の根本精神に反するとの意

見が上がった。新聞や雑誌の報道でも，政府

の統制強化に対する批判が上がった（日本放

送協会編1977：346-347）。

放送法改正案は1953年8月10日，国会の閉

会とともに，審議未了・廃案となった。法案は，

事前に関係者からの意見聴取を行うといった調

整が十分なされずに提出されたこともあり，国

会審議の段階でさまざまな反発が上がり，成立

に至らなかった。
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郵政官僚を中心とした調査委員会
放送法改正が挫折したあとも，放送番組に

対する政権与党からの批判を背景に，郵政省

は，番組規制の強化を含む制度見直しを迫ら

れた。そこでは，学識経験者から意見を聞く場

が設けられることもあったが，現在の有識者会

議とは性格が異なっていた。

このとき，番組規制の議論を呼び起こすきっ

かけとなったのがNHKラジオで放送されていた

『ユーモア劇場』である。番組では，聴取者か

らの投書を中心に世相を風刺するコントが展開

され，1954年2月7日の放送では，造船疑獄を

取り上げて，「犯罪の陰に国会議員あり」などと

皮肉った。これに対して塚田十一郎郵政大臣

は記者会見で，「NHKは，政府の代弁をしろと

いうわけではないが，もっと国民に国策を徹底

すべきだと思う。そういう方向にNHKの性格を

もってゆくために省内に民間人を含めた放送法

改正委員会を設けて案を練っているが，早けれ

ば次の通常国会に提出できると思う」と述べた

（日本放送協会編2001a：331）。

そして，このとき郵政省が放送法改正に向け

て開催したのが，「放送関係法令改正調査委員

会」だった（表4）。構成員は全員が郵政官僚

で，本稿で定義した有識者会議にはあたらな

い。ただし，調査委員会は，学識経験者や放

送事業者から意見を聞くなど13），その後の有

識者会議と類似した役割を担っていたことから，

その役割を確認しておくことにする。

放送関係法令改正調査委員会は，1954年2

月，委員長，副委員長のほか，委員15人，幹

事4人の体制で議論を開始した（会議は非公

開）。論点は番組規制に限らず，NHK・民放の

二元体制や行政機関のあり方，受信料の制度

設計，民放の置局方策が挙げられた14）。郵政

省は，番組批判を契機に放送制度全般の見直

しを試みたことになる。後述するように，これ

らの事項は，1960年代の「臨時放送関係法制

調査会」や1980年代の「ニューメディア時代に

おける放送に関する懇談会」でも取り上げられ

ており，放送制度が構造的な問題を抱えていた

ことは，郵政省の事務当局が当時から認識して

いたことがわかる。

調査委員会はNHKや日本民間放送連盟（以

下，民放連）から意見の聴取を行いつつ検討を

進め，1954年6月からは，免許関係，受信関係，

番組関係，企業体関係，技術関係の5つの分

科会に分かれて検討を行った15）。それぞれの

分科会は，学識経験者から参考人としてさらに

意見を聴取し，同年10月には，その意見を整

理した「放送関係法令改正意見抄録16）」を取

りまとめた。抄録は，①総論，②免許関係，

③受信関係，④放送番組関係，⑤NHKの組

織，業務，予算，⑥放送事業の監督関係の6

つの部分からなり，このうち，番組規制に関し

ては，「公共の福祉については国は積極的で

あってもよいが，表現の自由については消極的

態度で臨むべきである」（千葉雄次郎），「放送

の自由も公益の範囲内で行われるべきで，公共

の福祉に適合するようにするためには自律をす

ればよい」（小山栄三）といった指摘が盛り込ま

れている。

ただし，抄録は，検討すべき論点や学識経

験者の見解を列記したものであり，制度改正に

向けた検討は，引き続き調査委員会で行われ

た。1954年12月には，副委員長を務める長谷

慎一電波監理局長が国会で，「過去におきまし

て言論界その他各方面において放送法の改正

問題についてのいろいろな意見も開陳されてお

りますので，……調査委員会の分科会の報告
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書と，それらの各方面の御意見とをいろいろ検

討を続けておる次第でございます19）」と述べて

いる。

しかし，このあと最終報告書が取りまとめら

れたとの記録はなく，調査委員会の検討結果

を受けた形での放送法改正案も国会には提出

されなかった20）。検討が進まなかった要因とし

ては，調査委員会の位置づけの問題があった。

1954年12月の参議院電気通信委員会では，

委員から「郵政省の事務次官を委員長にし，そ

の下にいろいろ部内の分科会というようなもの

が持たれ，それに更に部外者の学識経験者等

も加えるという程度の調査委員会は，事の扱い

まする内容が非常に重大であるだけに，何か非

常に私は事務的な扱い方に流れておるのじゃな

いか」といった批判がなされている。これにつ

いて長谷電波監理局長は「（検討の）やり方そ

のものについても研究をしたい」と答弁するにと

表4　放送関係法令改正調査委員会

開催期間 1954年2月～（終了時期不明）
設置形態 行政運営上の会合（本稿が定義する有識者会議には該当しない）
郵政大臣 塚田十一郎

構成員17）

（いずれも郵政省
所属）

※1954年7月1
日の人事異動によ
り変更が加わった
部分がある18）。

委員長　　中村俊一　　事務次官
副委員長　長谷慎一　　電波監理局長
委員　　　佐方信博　　大臣官房文書課長
　　　　　石川義憲　　大臣官房文書課課長補佐
　　　　　野村義男　　専門調査官
　　　　　柴橋国隆　　審理官
　　　　　足立斌　　　審理官
　　　　　吉灘中　　　大臣官房審理課長
　　　　　荘宏　　　　電波監理局次長
　　　　　西崎太郎　　電波監理局次長
　　　　　新川浩　　　電波監理局監視長
　　　　　村井修一　　電波監理局総務課長
　　　　　鎌田繁春　　電波監理局法規課長
　　　　　鈴木清次　　電波監理局周波数課長
　　　　　西原林之助　電波監理局放送業務課長
　　　　　森本重武　　電波監理局放送技術課長
　　　　　松田栄一　　関東電波監理局長

参考人

千葉雄次郎（東京大学）�������　��奥屋熊郎（日本放送芸能研究所）
田中二郎（東京大学）���������　　永田一郎（法政大学）
小山栄三（総理府世論調査所）　前田多門（日本ユネスコ国内委員会）
南博（一橋大学）�������������　　��山本勇（東京工業大学）
高柳健次郎（ビクター）������ �　　�山城章（一橋大学）

主要論点

・総論（NHKと民放の二元体制のあり方）
・放送局の規模・放送網（放送エリアの大小，民放の置局方策）
・放送受信料（受信料額の決定方法，徴収機関・手続き）
・放送番組（公共の福祉との調整，規律のあり方）
・業務監督上の問題（非常事態における放送，NHKに対する監督）
・放送行政機関（電波監理審議会の機能，番組規制を担当する特別の機関）
・放送企業体の組織（NHKの組織，民放の資本構成）
・放送企業体の事業活動（広告放送・国際放送）
・放送企業の保護（税の減免）
・特殊な放送（短波放送・ファクシミリ放送）
・電波法との関係
・法典形式上の問題

� （NHK放送文化研究所所蔵「荘宏文書」をもとに作成）
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どまった21）。

さらに同時期には，衆議院電気通信委員会

にも「電波法制調査に関する小委員会」が設け

られ，1954年4月以降，放送事業者や有識者

から放送法制に関する意見聴取を行っている。

構成員の一部は，郵政省の調査委員会と重複

しており，双方の役割分担が明確ではなかった

ことも問題を複雑化させる要因となったと見ら

れる22）。

このように1953年に放送法改正が挫折した

あと，郵政省は学識経験者の意見を聴取しつ

つ制度改正の検討を行った。しかし，この時点

では有識者会議を開催して，関係者の合意を

得つつ改正事項を整理していく手法は確立され

ておらず，制度改正には至らなかった。

Ⅱ−2  1959年改正をめぐる経緯
有識者会議に先立ち作成された郵政試案

ここまで見たように，1950年代前半，放送

法の本格的な改正は実現しなかった23）。しか

し，各地で民放が開局し，テレビの普及が急速

に進んだことで，それまでのNHKのラジオ放送

を前提としていた放送制度の見直しの必要性が

さらに高まった。同時に，テレビの番組編成が

娯楽に偏っているという批判や，青少年に好ま

しくない番組が多いという批判が新聞や雑誌を

通じて展開された24）（日本放送協会編2001a：

420）。こうした中で，NHKに対する郵政大臣

の監督権限を強化しようとする動きが政府内で

再び起きた。

郵政省は放送法改正に向けて，1956年3月

6日，「放送法改正の基本方針」を閣議に提出

し，了解を得た（日本放送協会編2001a：405）。

基本方針は，NHK経営委員会の廃止や，それ

に代わる放送審議会の設置，番組関係準則の

整備を柱としていた。具体的な法案の作成に先

立ち，基本方針の段階で閣議了解を得た点は，

放送制度の見直しをめぐる現在の政策決定過

程とは異なる点である。

このあと郵政省は，放送法改正案の作成に向

けて，有識者会議を開催することにしたが，ま

ず基本方針を「放送法の改正に関する試案の

大綱」（郵政試案）としてさらに具体化させた。

郵政試案は，▷NHK経営委員会を放送審議

会に改組する，▷NHK会長は放送審議会の推

薦で内閣が任命する，▷NHKの意思決定・業

務執行を会長と理事で構成する理事機関に行

わせる，▷受信料額の決定を郵政大臣の認可

事項とする，といった内容からなっており，全

体として，NHKに対する政府の権限強化を図

るものだった（日本放送協会編1977：423）。

このように郵政省は，事前に改正事項を細か

く明示した上で，それについて有識者会議の意

見を聴取するという，その後の有識者会議を活

用した手法とは異なる進め方をとった。また，

改正の方向性としては，放送制度全体を見直す

というよりも，NHKに対する政府の関与を強め

る姿勢が打ち出された。

臨時放送法審議会での方針修正
郵政省は1956年3月14日，「臨時放送法審

議会25）」の第1回会合を開き，郵政試案につい

て諮問を行った。臨時放送法審議会の構成員

は，学識経験者や経済界の代表，メディア関

係者など15人からなっていた（表5）。

郵政省は，郵政試案について審議会で了承

を得た上で，開会中の通常国会に法案を提出

する方針だったとされる（滝谷・堀川編1973b：

188）。しかし，臨時放送法審議会は，通常国
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会の会期中には結論を出さなかった。そして，

1956年7月に郵政大臣に対して答申26）を行っ

たが，内容の面でも郵政省の事務当局の目論

見どおりにはならなかった。

答申には，NHK会長の任免について政府に

同意権を与えることや，NHK予算を郵政大臣

の認可事項にすることなど，郵政試案と方向性

が一致する事項が盛り込まれている。しかし，

郵政試案で示されていたNHK経営委員会の放

送審議会への改組は見送られた。

また，NHKによる民放や国外の放送事業者

への番組供与を可能にすること，NHK会長を

経営委員会の構成員から除外すること，受信料

額を法定化すること，郵政省にNHKに対する

財務監査権・報告徴収権，民放に対する資料

徴収権を与えること，など郵政試案にはなかっ

た事項が盛り込まれた。

このように答申では，NHKに関する規定を

抜本的に改める方針は後退し，より現実的な内

容のものとなった。会長を務めた松方三郎は，

「放送法を根本的に改正するにはもっと勉強し

て二，三年かけて審議しなければならない。放

送事業の発達があまりにも急激だから，もう少

し推移を見たほうがよいというわけで，中間

表5　臨時放送法審議会

開催期間 1956年3月14日～7月13日
設置形態 行政運営上の会合（閣議了解に基づく郵政大臣の会議）
郵政大臣 村上勇

構成員

会長　　松方三郎　　共同通信社専務理事
副会長　福田一　　　元同盟通信社政治部長
　　　　飯野毅夫　　東北電力顧問
　　　　丹羽保次郎　東京電機大学学長
　　　　千葉雄次郎　東京大学新聞研究所長
　　　　小汀利得　　評論家
　　　　渡辺年之助　東京都社会党連合会書記長
　　　　神野金之助　名古屋鉄道社長
　　　　田上穣治　　一橋大学教授
　　　　津田正夫　　日本新聞協会事務局長
　　　　御手洗辰雄　評論家
　　　　三宅晴輝　　評論家
　　　　宮沢俊義　　東京大学教授
　　　　久富達夫　　日本教科図書販売社長
　　　　諸井貫一　　秩父セメント社長

主要論点 ・NHKの組織，監督のあり方
・番組批判への対応（番組規制のあり方）

提言の概要

【答申（1956年7月13日）】※少数意見あり
・NHK会長の任免について政府に同意権
・NHK予算を郵政大臣の認可事項に
・NHK業務の拡充（外国の放送局への番組提供など）
・NHK会長を経営委員会の構成員から除外
・NHK受信料額の法定化
・郵政大臣に財務監査権・報告徴収権や資料徴収権を付与

その後の
経過

・1958年2月���郵政省が放送法改正案大綱・要綱を発表
・1958年3月���放送法改正案を国会に提出（4月廃案）
・1958年9月���放送法改正案を国会に再提出（12月廃案）
・1958年12月�放送法改正案を国会に再々提出
・1959年3月���改正放送法成立（同年4月から7月にかけて施行）

� （臨時放送法審議会答申，『20世紀放送史』をもとに作成）
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報告的な一応の答申になった」（滝谷・堀川編

1973b：193）と述べている。

さらに，答申は全員一致ではなく，少数意見

が別に付記されている。宮沢俊義・東京大学

教授は「今日の情勢において，この種の監督

強化を実行することは，やがては政府による言

論統制を招来する恐れなしとしない。……こと

に，会長の任免に政府の同意を要するとするこ

とや，その他郵政大臣の認可事項を増大し，そ

の監督的権限を拡張することは，政府のNHK

に対するコントロールを不当に強化する結果をも

つことは必定でそれが現行法にくらべて改善に

なるとは，とうてい考えられない」と述べた。

また，千葉雄次郎・東京大学新聞研究所長

は「このような改正は，放送法第1条の趣旨に

そむくものと考えられるので，本委員としてはこ

の多数意見に賛成することはできない」とした

ほか，渡辺年之助・東京都社会党連合会書記

長は「改正点に関する審議が，当局の試案の

大綱を中心に行われたために，NHKに対する

政府の監督が必要以上に強化される結果に

なったと考える」とする意見を付している。

このように，臨時放送法審議会は，郵政省

の当初の方針に沿った答申は行わず，また，出

された答申に関しても構成員の全員の賛同は得

られなかった。所管官庁の方針に沿った検討を

行い，結論を出すという，いわゆる「隠れ蓑」

の役割は果たさなかったことになる。

国会提出までになされた大幅変更
答申を受けた郵政大臣の村上勇は「この答

申は各界の有識者が慎重かつ熱心に討議を重

ねられたものなので，私のほうでも十分尊重し

て成案をえた上，次の通常国会にできたら提案

したいと思う」と述べた（滝谷・堀川編1973b：

193）。しかし，法案の具体化は進まず，答申

が出されてから法改正に至るまでに2年半を要

した。そして，その間に改正の方向性はさらに

変化していった。

1956年7月に臨時放送法審議会が答申を出

したのち，郵政省の事務当局は，テレビ放送の

周波数割当計画の作成や，民放テレビ局に対

する予備免許への対応に追われ，放送法改正

は具体的な日程に上らないままの状態が続い

た。法案の検討が再開されたのは，答申から

約1年が経過し，1957年7月に田中角栄が郵政

大臣に就任したあとのことである。田中は，臨

時放送法審議会の答申とは別に，関係者の意

向や報道での反応を見極めつつ，放送法改正

に関する構想を固めていった。検討の過程では，

放送関連法を「日本放送協会法」「一般事業

者法」「放送法」の3本建てにする案，あるい

は，NHK関係だけを単行法として2本建てにす

る案など，多くの選択肢の検討が行われた27）。

こうした過程を経て，田中は1958年1月14

日，新聞社の取材に対して，「放送法改正につ

いては通常国会に改正案を提出することに決定

した」と述べた。その上で，改正内容について

は，「放送法の改正は言論に対する憲法ともい

うべきものだから政府がこれを一方的に決めて

押しつけるという気はない。民放連の諸君とも

連絡をとりつつ，将来の大典として誤りないも

のをつくりたい。内容は一月末までにはまとまろ

う。これにはテレビの普及などもありいろいろと

新しい問題が入るので，改正は相当大幅なもの

となろう」と述べた。この発言について，田中

はのちに，放送関連法を，放送基本法・日本

放送協会法・放送事業法に整理する趣旨だっ

たと説明している。しかし，「客観情勢は私のそ

うした構想を具体化するところまでは進んでい
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なかった」ことから，翌15日には，発言を撤回

せざるをえなくなった（滝谷・堀川編1974b：

58）。

このように放送法改正案は，原案が固まるま

でに紆余曲折があり，その過程で臨時放送法

審議会が示した方向性には次々に修正が加えら

れた。そして，放送事業を組織・機構面で規

律するというよりも，直接的に放送番組の適正

向上化を目指す方向へと重心を移していった

（日本放送協会編2001a：406）。

こうした経緯を経て，郵政省は1958年2月

10日，放送法改正案の要綱を発表した。要綱

には，NHK経営委員会の構成員から会長を除

外することなど，臨時放送法審議会の提言に

沿った事項もあるが，NHK予算を郵政大臣の

認可事項にするといった点は削除された。また，

放送番組に対する批判を背景に，答申ではまっ

たく触れられていなかった放送番組の適正化に

関する事項が盛り込まれた。具体的には ▷番

組編集の基本となる番組準則に「善良な風俗

を害しないこと」という表現を加える，▷放送

事業者に対して教養・教育・報道・娯楽の各番

組間の均衡を保つことを求める，▷放送事業者

に対して番組審議機関の設置を義務づける，

といったものである（NHK放送文化研究所

1994：7）。

これに対しては，民放連が ▷番組間の「均

衡」の内容が具体的ではない，▷番組審議会

の法定化は好ましくない，といった意見書を郵

政省に提出した（滝谷・堀川編1974a：63）。

このため，郵政省はいったん要綱を取り下げ，

内容を修正せざるをえなくなった。そして，民

放連に加え，自民党通信部会，内閣法制局か

らの意見を取り入れる形で改めて公表された改

正案では，放送番組の「均衡」が「調和」とい

う表現に改められたほか，NHKが必要な事業

に出資できるとした項目が削除された。修正が

加えられた放送法改正案は2月28日に閣議決

定され，翌日，国会に提出された（日本放送協

会編1977：424-425）。

1959年放送法改正
しかし，放送法改正案は，国会での議論で

も曲折があった。改正案は衆議院で審議入り

したものの，1958年4月25日，衆議院解散の

ため審議未了となり，いったん廃案となった。

そして，郵政省による修正28）がなされ，同年9

月29日に再提出されたものの，12月7日に国会

閉会とともに再び審議未了・廃案となった。

結局，放送法改正案は，1958年12月10日

に再提出されたのち，放送事業者に対する郵

政大臣の報告要求権を資料提出請求権に改め

ることや，番組審議機関の設置要件を一部緩

和するといった衆議院での修正を経て，翌

1959年3月13日に参議院本会議で可決・成立し

た（NHK放送文化研究所1994：86）。これに

よって吉田内閣以来の放送法改正問題にようや

く決着がついたことになる。

1956年の臨時放送法審議会の答申と，1959

年の改正項目を比較したのが表6である29）。

改正項目のうち，「◎」は提言に盛り込まれてい

た事項，「●」はその後に追加された事項であ

る。答申には含まれていたものの改正が見送ら

れた事項（NHKの受信料額の法定化など）が

ある一方で，番組準則への「善良な風俗」の追

加，番組調和原則の新設，番組基準の作成，

放送番組審議機関の設置の義務づけといった

事項が盛り込まれた。

このように，1959年改正をめぐっては，1956

年2月の郵政試案，同年7月の臨時放送法審
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議会の答申，1958年3月の改正案の国会提出，

そして1959年3月の改正法成立と段階を経る

ごとに内容が変化していった。1959年改正は，

番組規制の強化策が盛り込まれた点が大きな

特徴だが，それらは有識者会議の提言に基づ

くものではなく，答申後，法案化に至る段階で

追加されたものだった。

近年では，有識者会議の議論と並行しつつ，

法案の検討が行われ，有識者会議の報告がな

されたあと間を置かずに改正案が提出されるこ

とが多いが，この時点ではそうした政策形成過

程は定着していなかった。有識者会議は，郵

政省の当初の思惑どおりの結論は出さなかった

一方で，その結論は法改正の内容を拘束する

ほどの影響力を持たなかった。そして，改正ま

でに時間が経過する間，特に番組規制の問題

をめぐって，政権与党の意向に沿った事項が盛

り込まれていった。

Ⅱ−3  1960年代の放送法 
全面改正の試み

臨時放送関係法制調査会での検討
1959年の放送法改正は，放送メディアの発

達に対応した制度の見直しには程遠く，放送法

の基本的な構造は1950年の制定当時から変わ

らないままだった。これに対しては，行政管理

庁が，電波監理行政に関する監察結果に基づ

き，1961年4月，制度の再検討が必要とする

勧告を行った。

表6　臨時放送法審議会の主な提言と改正項目

提言の概要 提言
項目

改正
項目

改正の概要
（1959年放送法改正）

NHK業務の拡充（外国の放送事業者へ
の番組提供など） ○ ◎ NHK業務の拡充（外国の放送事業者への番組提

供など）
NHK会長を経営委員会の構成員から
除外 ○ ◎ NHK会長を経営委員会の構成員から除外

郵政大臣に財務監査権・報告徴収権
（NHK），資料徴収権（民放）付与 ○ ◎ 郵政大臣にNHK・民放に対する資料提出要求権

（財務監査権は法案化段階で削除）

NHK会長の任免について政府に同意権 ○

NHK予算を郵政大臣の認可事項に ○

NHKの受信料額の法定化 ○

● 番組準則に「善良な風俗」を追加

● 番組調和原則の新設

● 放送番組審議機関の設置の義務づけ

● 放送事業者による番組基準の作成と放送番組機
関への諮問義務づけ

● 放送番組供給に関する協定の制限（民放）

◎＝有識者会議の提言に基づき改正された事項，●＝有識者会議の提言に基づかずに改正された事項� （筆者作成）
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勧告では「民間放送に関する規定は数カ条

にすぎず，大部分の規定は日本放送協会に関

するものであり，日本放送協会と一般放送事業

者相互の関係，分担等について殆ど触れるとこ

ろがない」とした上で，「放送事業の著しい発展

を見た今日，その公共的，文化的役割の重大

性にかんがみ放送局開設の根本基準その他関

係法令について，現下の情勢に即応するよう検

討の要がある30）」と述べている。

これを受けて，1962年10月に郵政省が発足

させたのが臨時放送関係法制調査会だった。

調査会は，郵政省設置法31）と郵政省組織令
32）に基づき，郵政大臣の諮問機関として設けら

れたもので，「審議会等」にあたる。あわせて臨

時放送関係法制調査会令（昭和37年政令第

356号）も公布され，所掌事務や組織が政令と

して定められた。調査会の委員は学識経験者

14人で構成され，放送事業者の代表は加わっ

ていない（表7）。

郵政大臣の手島栄は，臨時放送関係法制調

査会の設置にあたって，「放送事業の発展等放

送界の事情の変更を考慮するとき，この際放送

関係法制を根本的に再検討して適切妥当な法

制を確立する必要がある」として，放送制度の

抜本的な見直しを求める諮問を行った。これを

受けて，調査会は，▷放送行政の基本的方針

の確立，▷免許を中心とする放送行政の一貫

性の確保，▷番組内容の適正化の3点を重点

として検討を進めた（臨時放送関係法制調査

会編1964：1-2）。法制度の全般的な見直しが

焦点となったが，「低俗番組」批判も依然として

存在したことから，それにも配慮した検討が行

われた。

会議の運営方法に関しては，「臨時放送関係

法制調査会議事及び運営細則」は「会議は，

関係の郵政省の職員その他のものであって会長

が認めたもの以上のものの傍聴を許さない」と

していた。また，議事録の閲覧についても，「会

長の承認を得なければ委員以外の者に閲覧さ

せてはならない」と定めており，情報公開は限

定的なものだった（臨時放送関係法制調査会

編1964：資料編8-10）。

調査会は約2年間，57回にわたって開かれ，

1964年9月に郵政大臣に答申書を提出した。

答申は，当初の郵政省の方針どおり，放送法

の全面改正を求めるものとなった。放送法全般

にかかわるものとしては，法体系を見直して

NHKと民放の2本立て制度を明示することや，

従来，法律に根拠が明示されていなかった放

送用電波の利用計画の策定やマスメディア集中

排除原則の根拠について法律に明示し，放送

政策の「法治主義化」を図ることが強調されて

いる。

また，番組内容の適正化については，番組

審議機関を改善するとともに，NHKと民放が

共同で番組に関する世論調査機関を設置する

のが望ましいとした。さらに，受信料について，

NHKの「維持運営のための『受信料』という

名の特殊な負担金」と位置づけ，負担関係を

支払い義務として規定することが望ましいと述

べた。このほか，規制監督機関について，電

波監理審議会よりも強い権限を持つ委員会を

設け，放送局の免許付与や取り消し，運用停

止などについては，委員会の議決に基づいての

み，郵政大臣が権限を行使することができるよ

うにすべきとした。

一方で，焦点となった民放に関する事業免許

制の導入，つまり，ハード部分の放送局免許と

は別にソフト部分の放送事業についても免許を

要するとした制度の導入には，「わが国の実情



26│ NHK 放送文化研究所年報 2018

では，いわゆる事業免許制を採用し，放送局

と切り離して別途民間放送事業者の地位を考え

ることは，絶対的に必要であるとは認められな

い」（臨時放送関係法制調査会編1964：64-

65）と否定的な見解を示した33）。

法案化過程での変化
郵政省は，臨時放送関係法制調査会の答申

を受けた2日後，1964年9月10日，省内に放

送関係法制改正準備協議会を設置した。郵政

省は，答申に沿って法案を具体化させ，翌

1965年の通常国会で放送法改正を図る方針で，

それは郵政大臣と首相との了解事項でもあった

（滝谷・堀川編1974b：116）。

しかし，番組の適正化に向けた規制をさらに

強化すべきとする意見が政府・与党内に根強く

表7　臨時放送関係法制調査会

開催期間 1962年10月11日～1964年9月8日
開催回数（※） 57回
設置形態 政策提言型審議会（郵政省設置法・郵政省組織令に基づき設置）
郵政大臣 手島栄→小沢久太郎→古池信三→徳安実蔵

構成員

会長　　松方三郎　　共同通信社顧問
副会長　大野勝三　　国際電信電話社長
　　　　秋山龍　　　日本空港ビルデング社長
　　　　金子鋭　　　富士銀行会長
　　　　川北禎一　　日本興業銀行相談役
　　　　渋沢秀雄　　随筆家
　　　　荘原進　　　日本中央競馬会参与
　　　　田上穣治　　一橋大学法学部長
　　　　丹羽保次郎　東京電機大学学長
　　　　波多野完治　お茶の水女子大学文教育学部教授
　　　　御手洗辰雄　評論家
　　　　宮沢俊義　　立教大学法学部教授
　　　　村岡花子　　評論家
　　　　諸井貫一　　秩父セメント社長
　　　　山田節男　　国際開発協力会副会長
幹事　　山本千吉郎　郵政参事官

主要論点

・番組の適正化
・マスメディア集中排除原則
・NHKのあり方（規律・受信料制度）
・規制監督機関

提言の概要

【答申（1964年9月8日）】※少数意見あり
・放送法制の体系の整備
・NHKと民放の2本立て制度を維持
・放送用電波の利用計画の策定を法定化
・受信料の負担関係を支払い義務として規定
・民放のローカル放送を義務づけ
・マスメディア集中排除原則の根拠の法定化
・番組審議機関の改善
・NHK・民放共同で番組に関する世論調査機関設置
・放送行政に関する委員会を設置

その後の
経過

・1966年3月�放送法改正案を国会に提出
・1966年6月�放送法改正案廃案

� （臨時放送関係法制調査会答申，『20世紀放送史』をもとに作成）
（※）�有識者会議の開催回数は報告書の審議経過などに基づいて記述したが，公表資料に記載がなく，開催回数が不明なものについては，以下

の表では記述を省略した。
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存在し，法案の国会提出までに再検討が行わ

れることになった。当時，郵政大臣を務めてい

た徳安実蔵は，「免許条件を満たさなかったり，

放送法の精神を逸脱して顧みないような者，体

質改善ができないような社は，ある程度，再免

許の時に制約を受けてもやむをえないだろうと

思ったりもしたものである。だから，テレビ番組

の向上改善にもなんらかの手を打ちたい……放

送法の改正も何とか軌道にのせたいと思ってい

た」（滝谷・堀川編1974b：108）と述べている。

こうした意向を反映させる形で，郵政省の事

務当局は法案の作成を進めるとともに，自民党

も1965年8月，政務調査会通信部会の下に放

送小委員会を設置して検討を行い，同年12月

21日，郵政大臣に対して意見を伝えた。また，

社会党も同年12月24日，放送法制に対する党

としての態度を決定し，大臣に申し入れを行った

（日本放送協会編1977：791）。これらの過程

を経て，郵政省が放送法改正案を取りまとめ，

国会に提出したのは，答申から1年半が経過し

た1966年3月15日のことだった。

こうして放送法改正案は，調査会の答申を

反映した事項と，その後に追加された事項が混

在したものとなった。表8では，改正案に盛り

込まれた項目のうち，答申の内容に沿ったもの

を「△」で，答申の内容とは異なるものを「▲」

表8　臨時放送関係法制調査会の主な提言と放送法改正案の概要

提言の概要 提言
項目

改正
案

改正案の概要
（1966年放送法改正案・不成立）

放送法制の体系の整備 ○ △ 放送法の体系を見直し（放送に関する通則をNHK・民
放に関する規定に前置）

NHKと民放の2本立て制度を維持 ○ △ NHK・民放の併存を明文化

放送用電波の利用計画の策定を法
定化 ○ △ 置局に関する施策の目標を法定化

受信料の負担関係を支払い義務とし
て規定 ○ △ 受信料の「契約義務」を「支払い義務」に変更

民放のローカル放送を義務づけ ○ △ 番組編集にあたり地域のための放送を行う努力義務を
規定

マスメディア集中排除原則の根拠の
法定化 ○ △ マスメディア集中排除原則（支配基準など）を法定化

番組審議機関の改善 ○ △ 番組審議機関に関する規定を整備

NHK・民放共同で番組に関する世
論調査機関設置 ○ △ NHKと民放の共同で「放送世論調査委員会」を設置

放送行政に関する委員会を設置 ○

▲ 放送法の目的に「教育の目的の実現」と「教養の向
上」を追加

▲ 番組準則に「青少年の豊かな情操の育成」など追加

▲ 民放の事業免許制を規定

△＝有識者会会議の提言に基づき法案化→不成立� （筆者作成）
▲＝有識者会議の提言に基づかずに法案化→不成立
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で示した。このときは最終的に法改正が実現し

なかったことから，有識者会議の答申（提言）

と放送法改正案を対比させた。

このうち，調査会の答申を反映したものは，

▷放送法の体系を見直して従来のNHK中心の

構成を改めること，▷NHK・民放の併存を明

文化すること，▷受信料の支払い義務を明示す

ること，▷マスメディア集中排除原則の基本を

法定化すること，▷番組審議機関の機能を強

化すること，▷番組に関する世論調査委員会を

設けること，といった事項である。

一方で，新たに追加された事項としては，放

送法1条の目的規定に，「放送のもつ教育的機

能を通じて，教育の目的の実現と国民の一般

的教養の向上に資するようにすること」が盛り

込まれた点がある。また，番組準則（44条から

3条の2に移動）には，「人命若しくは人権を軽

視し，又は犯罪若しくは暴力を肯定することと

ならないようにすること」「青少年の豊かな情操

の育成，健全な常識の発達その他人格の向上

に役立つようにすること」が追加された。

また，調査会の答申では導入が明言されて

いなかった事業免許制に関する項目が追加され

た。具体的には，電波法に基づく免許とは別に，

「放送事業を営もうとする者（協会を除く）は，

放送の種類ごとに，郵政大臣の免許を受けな

ければならない」（51条）と規程が盛り込まれ

た。制度導入の理由としては，民放の「法的地

位を明確にする」ことが挙げられた（鈴木・山

田編2017：42）。

逆に，調査会の答申に盛り込まれていたにも

かかわらず，改正案には反映されなかった事項

もある。「放送行政に関する委員会」に関する

項目の削除がそれにあたる。郵政省は，調査

会に提出した意見書の中で，放送行政を行政

委員会に委ねることについて，①放送行政の中

立性は電波監理審議会の機能によって十分に

果たされている，②行政委員会機構をとる場合，

人員増が考えられるが，これは行政事務の簡素

化・合理化の方向に逆行する，③専門技術性

を要するという理由で行政委員会を設置する

必要があるかどうかは問題，などとして強く反対

していた34）。

このように臨時放送関係法制調査会後の法

案化の過程においても，1959年の放送法改正

の際と同様，答申から改正案の国会提出まで

に時間が経過するうちに，答申事項と改正案と

の間に乖離が生じていった。

放送法全面改正の挫折
放送法改正案は，国会提出後も，調査会の

答申と相違が生じている事項を中心に議論が

続いた。とりわけ民放は事業免許制の導入に強

く反対した。民放連は1966年3月18日に開い

た総会で，「いたずらに事業免許制を採用して

統制監督を強化し，かつ世論調査機関の法定

などの美名にかくれて言論統制の危険を侵そ

うとしている，このような改正案には絶対反対

である」との決議を採択した（滝谷・堀川編

1974b：186）。

さらに新聞の社説でも法案に対する批判が上

がり，事業免許制は監督官庁の権限強化と言

論統制につながるといった指摘や，放送行政に

関する委員会が採用されなかったのは遺憾など

とする指摘がなされた（日本放送協会編1977：

793）。これに加えて，野党第一党の社会党も，

改正案には「答申で強調された行政委員会制

度が採用されていない」「政府の放送番組への

介入で言論統制強化のおそれがある」などと，

答申とは異なる部分をめぐって異論を示し，法
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案の成立を阻止するとの態度を固めた（滝谷・

堀川編1974b：186）。

これらの批判に加え，法案をめぐっては与党

内でも意見が分かれた。まず，事業免許制を

採用しようとする一部の議員と，監督権強化を

避けようとする郵政省の事務当局の対立が表面

化した。また，教育放送に関して文部大臣の権

限を法定して介入しようとした文部省と，これに

反対する郵政省，さらにはそれぞれに近い自民

党政務調査会文教部会と通信部会との対立が

深まった（林2003：120）。

こうして改正案は国会に上程されてからも審

議が進まず，2か月にわたって放置された。そし

て，1966年5月末になってようやく衆議院逓信

委員会の自民・社会両党理事の間で修正協議

が始まり，6月9日，共同修正案がまとまった。

修正案は，▷放送法の目的に追加された「教

育的機能」の規定の削除，▷番組準則に追加

された「人命若しくは人権を軽視し，又は犯罪

若しくは暴力を肯定することとならないようにす

ること」の削除，▷民放の事業免許に関する規

定の削除を柱としており，規制強化色を薄めた

ものだった35）。

しかし，改正案は成立に至らなかった。1966

年6月14日，衆議院逓信委員会でNHK会長ら

各界の参考人から意見聴取することになってい

たが，当時問題になっていたILO条約批准を

めぐる混乱を受けて委員会は流会になった。さ

らに，6月21日に開かれた自民党の総務会で，

「自民・社会両党でまとめた修正案は社会党の

主張を取り入れすぎている上に，『教育的機能』

の削除には自民党文教部会などに反対がある」

といった意見が出て，法案を再検討することを

決めた（滝谷・堀川編1974b：188-189）。結局，

先の共同修正案は衆議院逓信委員会に提出さ

れることなく，放送法改正案は通常国会の閉

会に伴い，6月27日，審議未了・廃案となった。

このように，1966年の放送法改正案は，基

本的には臨時放送関係法制調査会の答申に

沿って作成が進められたものの，途中で，番組

規制の強化など答申とは異なる要素が加わって

いった。そして，答申とは乖離した事項を中心

に議論が紛糾し，法案は成立に至らなかった。

法案化の過程で有識者会議は一定の役割を果

たしたものの，有識者会議が示した方向性に

沿って法改正が行われるという政策過程は十分

に定着していなかった36）。

Ⅱ−4  1980年代前半までの状況
繰り返された放送法改正の試み

放送法改正案が不成立に終わったことで，

1988年に制度の全面的な見直しがなされるま

で，放送法は制定以来の基本構造は変わらな

いままだった。ただし，この間も制度見直しに

向けた動きがなかったわけではない。

1966年12月から1968年11月にかけて郵政

大臣を務めた小林武治は，放送法と電波法の

大幅な見直しを行うため，郵政省の事務当局に

改正案要綱を作成させ，1968年7月に自民党

通信部会に提出した。要綱作成にあたっては，

改めて有識者会議は開催されなかった。主要

な論点は，先の臨時放送関係法制調査会で検

討済みだったことが背景にあると考えられる。

改正案要綱は，▷民放に対する事業免許制の

導入，▷NHK受信料の政府認可制への切り替

え，▷NHK経営委員会の改組と委員手当の政

府支給制，▷放送世論調査委員会の設置，▷

放送事業者の番組審議会の全国連合組織の設

置などからなっており，1966年に廃案となった
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内容を基礎に，新たな要素が追加されている。

小林郵政大臣は，放送法改正案を1969年

の通常国会に提出して成立を図る考えだった。

1968年7月16日の閣議後の記者会見では，「電

波法，放送法の改正は次の通常国会にぜひ提

出し，成立を図りたい。佐藤首相からも強い指

示を受けている。これまでは，この問題につい

て，どちらかといえば世論の動向を見守るとい

う慎重な取り組み方だったが，今度は必ず成立

を図るよう，事務当局にも準備させている」と

述べた（滝谷・堀川1974b：242）。しかし，同

年11月の佐藤内閣の改造に伴って小林郵政大

臣は退任し，改正案の扱いも先送りとなった37）。

これ以降も，郵政大臣の多くが，放送法の

見直しが必要という問題意識を示したものの，

改正には至らなかった。この間，依然として検

討課題となっていたのが，番組内容に対する規

制強化策だった。1968年11月から1970年1月

にかけて郵政大臣を務めた河本敏夫は，「最近

の放送番組の低俗化に対する世論の批判はき

わめて厳しいものがある。……郵政省としても

番組の低俗化を防ぎ，番組内容の充実向上を

図るよう今後ともいっそう強力に指導してゆく

所存である」（滝谷・堀川編1974c：27-28）と

述べている。そして後任の井出一太郎は1970

年10月，郵政省によるテレビ番組のモニター制

度を導入する方針を打ち出した。しかし，これ

に対しては放送界からの強い反対が出て，撤回

に追い込まれた38）。

さらに，1971年7月から1972年7月にかけて

郵政大臣を務めた広瀬正雄は，放送法の課題

として，チャンネルプランや免許基準の法定化，

NHKと民放の役割の明確化，事業免許制度を

挙げるとともに，番組準則にわいせつに関する

規定を追加する意向を示唆した。そして，郵政

省内に特別の小委員会を設けて法案の検討を

行う考えを示した39）。しかし，このときも省内

での検討にとどまり，改正案の国会提出には至

らなかった。

また，番組規制以外の問題についても，放

送法改正のハードルは高かった。1980年3月，

郵政省はNHK受信料の支払い義務化を盛り込

んだ放送法改正案を国会に提出した。骨子は，

▷テレビ受信機を設置した人はNHKに通知し

なければならない（通告の義務化），▷受信機

を設置した人はNHKに受信料を支払わなけれ

ばならない（支払いの義務化），といったもの

だった（日本放送協会編2001b：182-183）。

制度の見直しが改めて試みられた背景には，受

信料の値上げ実施後に懸念されていた契約拒

否や不払いの増加を，支払い義務の明文化に

よって抑制したいというねらいが含まれていた。

しかし，この改正案に対しては，全国紙各紙

が社説で，「この改正によって本当に受信料の

収納を改善し，公平な負担を実現できるのか」

といった指摘を行い，懐疑的な論調を掲げたほ

か，メディア研究者や労働組合からも支払い義

務制への反対の意見が上がった。放送法改正

案は，1980年4月24日に，衆議院逓信委員会

に付託されたが，本格的な審議が始まる前の5

月16日，社会党が提出した大平内閣不信任案

が衆議院本会議で可決された。そして，大平首

相が5月19日に衆議院を解散したことから，放

送法改正案も審議未了，廃案となった（日本放

送協会編2001b：184）。

このように，1966年に放送法改正が挫折した

あとも，郵政省は放送法の見直しに向けた検討

を継続した。しかし，番組規制の強化や受信

料支払い義務化といった社会の関心が高い事

項について構想が明るみに出ると，新聞報道で
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の批判や放送界からの反発が起こり，法改正の

試みが挫折するケースが相次いだ。結果として，

放送法は1960年代から1980年代半ばにかけ

て，骨格部分には手を加えられずに推移した。

1966年の放送法改正の挫折後，制度改正

が進展しなかったことについて，民放関係者40）

は「他の重要案件に圧倒されて機会を捕え得な

かったことにもよるが，マスコミ規制のむつかし

さから成立への十分な自信がもてなかったから

ではなかろうか」といった見方をしている（長竹

1971：4-5）41）。

さらに，法改正が進まなかった要因としては，

制度改正の推進母体となりうる組織が放送法

改正に全力を挙げたわけではなかった点も指摘

されている。このうち，郵政省に関しては，「行

政機構・行政手続の整備を含む法改正を行政

側に期待することは，わが国の従来の経緯に

鑑みれば，困難であるし，また，言論に対する

コントロールの制度的強化という問題に関して

は，行政サイドがそのイニシアティブをとるとい

う伝統は，幸いにも，わが国の主管省にはない」

（塩野1989：309）とする見方がある。また，放

送事業者に関しても，「現在の収益が維持され

る限りにおいては，現行制度が最善とはいえぬ

までも，あえて，蛇をつつき出すおそれもある

変革のリーダーシップをとる条件は存在しない」

（塩野1989：310）という事情があった。

1982年改正をめぐる政策過程
他方，放送技術やメディア環境の変化に対応

する目的で行われた小幅な改正については成立

に至ったものもある。1982年に行われたテレビ

の文字多重放送の実用化に関連した放送法改

正がそれにあたる42）。

この放送法改正をめぐっては，郵政省が1980

年7月から1982年3月にかけて，学識経験者15

人からなる有識者会議「放送の多様化に関す

る調査研究会議」を開催した。調査研究会議

は，郵政省電波監理局長の諮問機関として設

けられ，座長は元内閣法制局長官の吉国一郎

が務めた。

放送の多様化に関する調査研究会議は，1年

半にわたる検討ののち，1982年3月19日に報

告書を取りまとめた43）。報告書では，提言とし

て，①放送サービスの普及と充実に努めること，

②文字放送の円滑な実施を図ること，③衛星

放送の健全な発展のため事業主体のあり方・

財源についての検討を行うこと，④新しい放送

サービスのための技術基準確立と受信機の標

準化を図ること，の4点を挙げた。

もっとも，郵政省は，多重放送への対応など

早急に実現に移すべき課題については，調査

研究会議の提言を待たずに法改正を行う方針

を示していた。調査研究会議の議論が続いて

いた1981年11月，郵政省の田中眞三郎電波監

理局長は国会で，「多重放送についての法改正

ということを仮に予定するといたしますれば，一

応いままでの会議におきましてもその辺の先生

方の御意向等々はございますので，必ずしもこ

の放送多様化の結論を待った上で立案しないと

改正はできないものというふうには理解しており

ません44）」と述べている。

実際，調査研究会議の報告書が取りまとめら

れたのは1981年3月19日のことだが，放送法改

正案はそれに先立つ3月9日に国会に提出された。

また，改正案の内容を見ても，報告書では言及

されていない事項が含まれていた。このときの

放送法改正案は，①テレビの文字多重放送を

実用化するために必要な規定を整備すること，

②NHKの出資対象に，その業務に密接に関連
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する事業を行うものを追加すること，③株式を

上場している放送事業者について，外国人によ

る株式の取得の結果，放送局免許が取り消され

ることを防ぐため，名義の書き換えを可能にす

ること，④NHKと民放に災害の予防や被害の

軽減に役立つ放送を行うことを義務づけること，

の4項目からなっていた（金澤2012：8-9）。

これらのうち，「放送の多様化に関する調査

研究会議」の報告書に明確に記述されている

のは，テレビ多重放送（文字放送）の円滑な実

施のみで，NHKの出資対象の拡大や放送事業

者の外国性排除，災害放送の義務づけといっ

た事項は提言にはない。放送事業者の外国性

排除については，前年の1981年5月の参議院

逓信委員会ですでに，山内一郎郵政大臣が，

外国人の持株比率の上昇に伴って放送局免許

が取り消しになる事態を防ぐために，放送法改

正など必要な措置をとると述べていた。

放送法改正案は，1982年5月12日に参議院

で可決・成立し，同年12月1日に施行された。

放送法の比較的まとまった形での改正は，1959

年以来，23年ぶりのことだった。ただし，改正

内容は法体系全般の見直しからは程遠く，また，

有識者会議の影響力も限定的なものだった。

Ⅱ−5  小括
ここまで1950年代から1980年代前半までの

制度改正と有識者会議の関係について見てき

た。概要を整理すると次のようになる。

1950年代前半，各行政分野で占領期に形成

された制度の見直しが進み，放送分野でも放

送法の改正が焦点となった。あわせてテレビ放

送の普及とともに番組批判が高まる中，番組規

律の見直しも課題となった。他方，制度改正に

あたって有識者会議を開催する慣行が確立され

ていなかったことから，もっぱら郵政省内で議

論が行われた。しかし，十分な事前調整を経る

ことなく制度の見直しを行おうとした点に対して

は，国会審議などで疑問が示され，法改正に

は至らなかった。

そうした経緯を踏まえ，郵政省は1956年，本

格的な有識者会議として，臨時放送法審議会

を開催した。ただし，有識者会議に期待された

役割は明確なものではなかった。審議会開催に

先立って郵政省が改正試案を発表したものの，

有識者会議の議論を経る過程で方向性は変化

し，答申も少数意見の付記に見られるように全

員一致の形はとられなかった。そして，答申か

ら法改正までに2年以上が経過するうちに，有

識者会議が提言していない番組規制の強化策

が改正項目に追加されていった。この時点の有

識者会議は，事務当局の方針を追認する「隠

れ蓑」だったとは言いがたいが，一方で，制度

改正に与える影響力も限定的なものだった。

その後，1960年代に入ると，放送メディアの

発達に伴う制度全般の見直しが課題となり，検

討を行う場として臨時放送関係法制調査会が

設けられた。調査会は放送法の大幅な見直し

を求める答申を行い，1966年に国会に提出さ

れた放送法改正案は，概ね答申に沿った内容

となった。有識者会議は法案の形成にあたって

一定の役割を果たしたことになる。

しかし，改正案が国会に提出されたあと，調

査会が提言していなかった番組規制の強化や

事業免許制の導入をめぐって，さまざまな関係

者が対立した。とりわけ，規制強化に慎重な郵

政省と規制強化を求める文部省，さらにはそれ

ぞれに近い自民党の文教部会と通信部会とが

対立し，放送法改正が政治問題化した。そして，
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問題の解決が困難になる中，放送法改正は挫

折することとなった。有識者会議での合意形成

をもとに法改正を図る手法は十分に定着してい

なかったことになる。

このあと，1960年代から1970年代にかけて，

郵政省は放送法改正を何度か試みたものの，

番組規制の強化に対する放送業界などの警戒

感は根強く，法案の提出に至らなかった。そし

て，この間，放送制度の見直しは小規模なもの

にとどまった。

このように1950年代から1960年代にかけて，

放送制度の見直しに際して，有識者会議を開

催し，検討を行う手法が見られるようになった。

しかし，有識者会議の位置づけは明確なものと

なっておらず，提言がその後の政治過程で覆さ

れることもあった。有識者会議の影響力は限

定的であり，その提言を反映させた形で法改正

を行うという政策形成のあり方は十分に定着し

ていなかった。

Ⅲ 有識者会議の機能の定着
（1980年代後半～1990年代）

Ⅲ−1  放送法の抜本的な見直し
ニューメディア時代における放送に
関する懇談会（放送政策懇談会）

第Ⅲ章では，放送制度の見直しにあたって，

有識者会議の機能が定着した1980年代後半か

ら1990年代にかけての状況を見ていく。

前述のように，1980年代半ばまでに放送メ

ディアは大きく変化した。各地で複数の民放テ

レビ局が開局し，東京のキー局を中心とする民

放ネットワークが完成した。また，多チャンネル

のケーブルテレビや衛星放送が登場して放送の

多様化が加速した。

一方で，放送制度は1950年代から大きく変

わらなかった。郵政省が所管する分野のうち，

通信分野では1985年4月，電気通信事業に競

争原理を導入した電気通信事業法や，電電公社

を民営化する日本電信電話株式会社法が施行さ

れ，制度の抜本改正がなされている。しかし，

放送法は1959年改正以降，大きな改正はなさ

れてこなかった。

このため，郵政省は放送制度の見直しに向

けて議論を改めて整理するため，1985年5月，

「ニューメディア時代における放送に関する懇談

会」（通称・放送政策懇談会）を立ち上げた。

懇談会では，ニューメディア時代におけるNHK

と民放の役割や，衛星放送やケーブルテレビな

ど新たなメディアの技術開発や普及動向につい

て検討するとされ45），ここまで議論を紛糾させ

てきた番組規制の問題は中心的な論点としては

挙げられていない（表9）。

懇談会はNHK，民放を含め16人の委員から

なり，元内閣法制局長官の吉国一郎が座長を

務めた。放送事業者の代表を構成員に加えた

点は，1950年代から1960年代の有識者会議

とは異なるが，当時は「方式，その構成共に，

昨今のわが国における政策形成の通常の手段」

（塩野1989：338）と認識されていた。

前述のように，懇談会は，新たなメディアへ

の対応という当面の問題について検討する場と

して位置づけられたが，次第に近未来において

も十分に対応できる放送制度のあり方にまで議

論が及んだ（郵政省放送行政局監修1987：2）。

あわせて，放送行政の「法治主義化」など，戦

後続いてきた裁量行政のあり方が抱える問題も

議論された。

懇談会は，20回の会合を重ねたあと，1987
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年4月，報告書を取りまとめた46）。懇談会の提

言は，1960年代の臨時放送関係法制調査会

の答申と同様，放送制度全般にわたるものと

なった。提言は大きく，①放送の二元的秩序を

存続させることの確認，②放送行政の法治主

義化，③放送事業者に対する組織上・番組上

の規律の緩和，の3点からなっている（塩野

1989：360-361）。

このうち，第1の放送の二元的秩序に関して

は，NHK・民放の並存が維持されることを前提

に放送法の構成の見直しを提言している。それ

までの放送法ではNHK関連規定が大半を占

め，民放はそれを準用する形となっていること

から，民放が発展し定着している実態が放送法

制にも反映されるよう配慮されることが望ましい

と指摘した。

第2の放送行政の法治主義化に関しては，放

送局開設にあたって重要な役割を果たしてきた

表9　ニューメディア時代における放送に関する懇談会（放送政策懇談会）

開催期間 1985年5月15日～1987年4月2日
開催回数 20回
設置形態 行政運営上の会合（郵政大臣の諮問機関）
郵政大臣 左藤恵→佐藤文生→唐沢俊二郎

構成員

座長　　　吉国一郎　　元内閣法制局長官
座長代理　浅尾宏　　　日本データ通信協会理事長
　　　　　生田正輝　　慶應義塾大学客員教授・常磐大学人間科学部長
　　　　　江尻進　　　日本新聞協会顧問
　　　　　大森幸男　　放送評論家
　　　　　加藤道理　　桜美林大学文学部助教授
　　　　　木村治美　　エッセイスト
　　　　　公文俊平　　東京大学教養学部教授
　　　　　近藤隆之　　公営企業金融公庫総裁
　　　　　塩野宏　　　東京大学法学部長
　　　　　田丸秀治　　電通取締役相談役
　　　　　中川順　　　民放連会長
　　　　　藤木栄　　　移動無線センター会長
　　　　　盛田昭夫　　ソニー代表取締役会長
　　　　　田中武志　　日本放送協会副会長（～第3回）
　　　　　横井昭　　　日本放送協会副会長（第4回～）
　　　　　宮川洋　　　東京大学工学部教授

主要論点 ・新たなメディアへの制度的な対応
・近未来を見据えた放送制度のあり方

提言の概要

【報告書（1987年4月）】
・放送法の構成の見直し
・チャンネルプラン策定の根拠と基本理念を法定化
・マスメディア集中排除原則の見直し
・放送局への免許の有効期間の延長
・NHKの目的・業務規定の整理
・番組審議会の活性化
・放送番組に関する一律的な規律の見直し
・民放の新しい財源として有料方式を導入
・地域間格差是正のための方策として民放の支店方式，1社2波方式など
・放送類似のメディアも含めきめ細かく整理して規律

その後の
経過

・1988年2月　��放送法改正案を国会に提出
・1988年4月　��改正放送法成立
・1988年10月　改正放送法・放送局の開設の根本的基準（省令）施行

� （懇談会報告書，『20世紀放送史』をもとに作成）
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チャンネルプランの根拠と基本理念を法定化す

べきとし，その策定・変更を電波監理審議会の

諮問事項にすることを提案した。チャンネルプラ

ンは従来，郵政省の通達で触れられているだ

けであり，放送局の置局という重要事項につい

て，郵政省への「白紙委任の状態 」（塩野

1989：363）が続いていた。また，郵政省の内

部基準で定められていたマスメディア集中排除

原則を省令で規定することや，郵政省令で定め

られていた免許基準を法律で規定することなど

を求めた。

第3の規律の緩和に関しては，メディアの多

様化を受けて，番組審議会の設置義務など，

従来の一律的な規律を見直すことが適当と考え

られるとした。また，民放の新しい財源として

有料方式の導入を提言したほか，基幹的情報

の地域間格差是正のための方策として，民放

の支店方式，1社2波方式，中継局方式などを

提案した。NHKに関しては，当面，受信料制

度を基本としていくべきとする見解を示すととも

に，効率的な経営に役立つ場合には関連会社

などへの出資を認めるべきとした。

さらに提言には，制度の根幹である放送概

念の見直しにつながるような事項も含まれてい

る。報告書では，放送と電気通信を切り離し

た二元的な行政対応は改められなければならな

いと指摘した。そして，規律のあり方として，

線分の一方の端に典型的な放送メディアを，他

方の端に典型的な電気通信メディアを置き，そ

の線分上にさまざまなメディアを分類配置したう

えで，それぞれの特性に応じた規律を行うこと

が課題とした。

提言内容について民放関係者は，「すでに長

年にわたって関係各方面から方策が提案され，

その過程で実質上，ほぼ合意が形成されつつ

ある事項も多い。そうした情勢に支えられて，

従来の政策に見直しを迫る提言を示しやすかっ

たという一面も感じられる」（篠原1987：13）と

いう見方を示している47）。

1988年の放送法大幅改正
懇談会の報告書提出後，郵政省は放送行政

局内に「放送政策連絡協議会」を設け，改正

案の具体化の作業に入った（林2003：121）。

そして，NHKや民放連，日本新聞協会などか

ら改めて改正方針についての意見を求めたの

ち，自民党政務調査会の通信部会に放送法改

正の方針を提示した。

これを受けて，自民党の通信部会は1987年

12月以降，連日のように電波放送小委員会を

開催してNHKや民放連の会長から意見を聴取

した。この場では，NHKに対し，「第二の国鉄

化を防ぐため，もっと自由に副次収入を得られ

るよう法整備すべきだ」といった意見や，反対に

「財政見直しに一層努力すべきで，新しい副次

収入よりもいまの資産を積極的に活用すべき

だ」といった意見が出た。しかし，ここまでしば

しば意見の対立を招いてきた番組規制をめぐる

問題は焦点にはならず，概ね郵政省が示した方

針で改正の方向性は固まっていった48）。

こうした過程を経て作成された放送法改正案

には，▷放送法の構成を改めて，放送事業に

関する通則を定めたのちに，NHK，民放に関

する個別の条項を置くこと，▷放送の計画的普

及と発展を図るため，郵政大臣に「放送普及

基本計画」の策定等を義務づけること，▷放送

事業者が定める番組基準，放送番組審議機関

の答申や意見の概要の公表を義務づけること，

▷番粗に関する規律（番組調和原則，番組準

則など）の一律な適用を改め，メディアや放送
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の種類に応じて適用対象を限定すること，など

が盛り込まれた。

このほか，電波法に関連した事項では，放送

局免許の審査の根拠として，郵政大臣に「放送

用周波数使用計画」の策定を義務づけること

や，放送局免許の有効期限を3年から5年に延

長することが盛り込まれた。また，従来，郵政

省の内部基準で定められていたマスメディア集

中排除原則を省令で規定することになった。

他方，放送類似のメディアも含め，きめ細か

く整理して規律していく点や，基幹的情報の地

域間格差是正のための方策として，1社2波方

式や中継局方式を導入するといった点は盛り込

まれなかったが，これらの論点は，その後の有

識者会議でしばしば議論される継続的な検討

課題となった。

こうした経緯を経て，郵政省は1988年2月

19日，放送法改正案を国会に提出した。有識

者会議の提言から法案の提出まで，1950年代

の臨時放送法審議会に関しては1年8か月，

1960年代の臨時放送関係法制調査会に関して

は1年6か月かかったが，このときは約10か月

で法案の国会提出に至った。

ただし，改正案に対しては，民放連が1988

年3月，｢放送法等改正案に対する見解｣ を公

表し，番組審議機関に関する規制強化や有料

放送への許可制の導入は問題があるとして見直

しを求めた｡ さらに，NHKの業務範囲の拡大

にかかわる点について，NHKの商業化への傾

斜を強めるおそれがあるとした（日本放送協会

編2001b：237-238）｡ このうち後者に関しては，

衆参両院の逓信委員会が，採決時の附帯決議

に，｢日本放送協会の業務の拡大に当たっては，

その公共的性格に十分配意すること｣とする文

表10　ニューメディア時代における放送に関する懇談会の主な提言と改正項目

提言の概要 提言
項目

改正
項目

改正の概要
（1988年放送法，1988年省令改正）

放送法の構成の見直し ○ ◎ 放送法の規定を整理し，番組編集に関する条項を
NHK・民放共通に適用される通則に

チャンネルプラン策定の根拠と
基本理念を法定化 ○ ◎ 放送の計画的普及のための規定を新設（放送普及

基本計画に関する規定）

放送局への免許の有効期間の延長 ○ ◎ 放送局免許の有効期間を3年から5年に
【電波法改正】

番組審議会の活性化 ○ ◎ 放送事業者が定める番組基準，放送番組審議機
関の答申や意見の概要の公表を義務づけ

放送番組に関する一律的な
規律の見直し ○ ◎ 放送番組審議機関の設置義務の適用除外・番組

調和原則の適用限定などメディアに応じた規律

NHKの目的と業務規定の整理 ○ ◎ NHKの目的と業務規定の整理

民放の新しい財源として有料方式を導入 ○ ◎ 民放への有料放送の導入（料金など提供条件を認
可制に）

マスメディア集中排除原則の省令への
格上げ ○ ◎ マスメディア集中排除原則を省令で規定

【省令改正】
民放の支店方式，1社2波方式，
中継局方式など ○

放送類似のメディアも含めきめ細かく
整理して規律 ○

◎＝有識者会議の提言に基づき改正された事項� （筆者作成）
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言を盛り込む対応を行った。

こうして改正放送法は1988年4月27日に成

立し，同年10月に全面施行された。1988年改

正は条文構成が大きく変わるなど，1950年の

放送法制定以来の大改正となった（表10）49）。

1988年改正は，それ以前の放送制度の見直

しとは異なり，表10に見られるように，有識者

会議の提言が生かされ，放送法の改正が成し

遂げられた。改正項目の多くは有識者会議の

提言に沿ったものとなり，1959年改正の際のよ

うに有識者会議の提言後に重要項目が次々に

追加されることはなかった。

また，1960年代の放送法改正案の審議では，

番組規制をめぐる意見対立を背景に議論が紛

糾し，法案は廃案となったが，1988年改正で

は，番組内容の向上に関する問題は大きな焦点

にはならなかった。有識者会議の提言に沿った

制度改正がなされたという点で，1988年改正は

放送制度形成における一つの転換点となった。

Ⅲ−2  1990年代の有識者会議の
動向

新サービスへの対応
1988年の放送法の全面改正後も，衛星放送

や多チャンネルのケーブルテレビの普及が進み，

それに見合った放送政策が求められる状況が

続いた。これに対して，郵政省は，政策の選

択肢を検討する場として有識者会議を頻繁に

開催し，専門家から意見を聴取している。1985

年から1987年にかけて国の省庁で開催された

300余りの有識者会議（私的諮問機関）のう

ち，郵政省関係のものが74と最も多かったとい

う記録がある（富士経済マーケティング第1局

1987：26）50）。

当時，放送政策で課題になっていたのは，通

信インフラを利用した新たな放送サービスへの

対応である。具体的には，通信衛星を利用して

不特定多数に対して映像などを送る，放送と同

様のサービスの開始が見込まれたことから，郵

政省は1988年8月から，「通信と放送の境界領

域的サービスに関する研究会」（座長・塩野宏

東京大学教授）を開催し，制度的な問題につ

いて検討を始めた。

同研究会は，1989年2月に中間報告51）を行

い，通信衛星を利用した放送サービス（CS放

送）については，サービスを行おうとする者が放

送設備について管理運用責任を負わずに放送

に参入し，容易に事業展開ができるようにする

ため，「放送設備を支配し，管理運用する者」と

「放送番組を編集する者」に分ける制度の創設

を提案した52）。

提言を受けた郵政省は，通信衛星を利用し

た放送が円滑に実現するようにすることなどを

柱とする放送法改正案を作成し，国会に提出し

た。改正放送法は1989年6月22日，成立し，

同年10月に施行された。改正法では，通信衛

星を利用して放送サービスを行おうとする者

（委託放送事業者）が，衛星の運用管理者（受

託放送事業者）に放送番組の送信を委託し，

そのまま放送させるという新しい制度（受委託

放送制度）が導入された53）。放送番組の制作

と放送設備の設置を分離する「ハード・ソフト

分離」の制度がこのとき初めて導入された54）。

同時に，NHKが自ら定める基準に従って業務

の一部を委託することができるようにすること

や，郵政大臣が「放送番組センター」を指定し，

円滑な放送番組の収集ができるようにすると

いった改正も行われた。

これらの改正事項のうち，NHKの業務運営
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と放送番組センターに関する規定は，「通信と

放送の境界領域的サービスに関する研究会」の

提言には盛り込まれていなかったもので，放送

法改正のタイミングにあわせて制度の導入が図

られた。有識者会議では議論されていなかっ

た懸案事項が，直近の放送法改正の際にまと

めて盛り込まれる事例はこのあとも見られる。

政策アイディアの提示
郵政省では1980年代以降，多数の有識者

会議を開催しているが，この中には，制度改正

を直接の目的にしていない有識者会議も多く含

まれる。例えば，前述の「通信と放送の境界

領域的サービスに関する研究会」と並行して，

郵政省は1988年8月から1990年7月にかけて，

「放送の公共性に関する調査研究会」（座長・

斎藤英四郎経団連会長）を開催しているが，こ

の有識者会議は，制度改正を直接の目的とす

るというよりも，長期的な政策アイディアを提示

する機能を担った。

同調査研究会が1990年7月に取りまとめた

報告書は，▷放送番組や放送事業者に対する

規律，▷放送の普及とマスメディア集中排除原

則，▷ローカル放送のあり方，▷災害時に果た

す放送の役割，▷公共放送としてのNHKのあり

方，の5点について提言を行っている55）。ただ

し，報告書を直接反映した形での法改正はなさ

れず，上記の課題は郵政省内で検討が継続さ

れた。

このあと，郵政省は1990年11月から放送行

政局長の有識者会議として，「放送の将来展望

に関する懇談会」を開催しているが，この有識

者会議も，もっぱら政策アイディアを提示する

機能を担った。同懇談会には，学識経験者や

企業経営者，放送事業者の関係者が加わり，1

年8か月にわたって放送行政の政策課題につい

て議論を行った。1992年6月に取りまとめられ

た報告書は，▷放送を取り巻く環境の変化，▷

放送関連技術の動向，▷多メディア・多チャン

ネル化の動向，といった現状分析を行ったあと

に，放送行政の政策課題について提言する形式

になっている（郵政省放送行政局監修1992）。

しかし，提言は必ずしも具体的に放送制度の

見直しを求めるものではなかった。マスメディア

集中排除原則に関しては，「各方面の検討状況

等を踏まえながら，適切に対処していく必要が

ある」と述べるにとどまった。放送概念につい

ても，制度の見直しには踏み込まずに，放送と

通信の境界領域的サービスについて，放送と通

信を区分するメルクマールを示した上で56），「放

送と通信の境界領域的サービスの規律の在り方

について，諸外国の動向等を踏まえつつ，検討

を進めていく必要がある」と述べている。

政策提言を行う有識者会議はその後も開催

されている。このうち，「マルチメディア時代に

おける放送の在り方に関する懇談会」（1994年

5月～1995年3月）は，放送のデジタル化を前

提に，マスメディア集中排除原則の柔軟な運用

や，民放の地上放送における受委託放送制度

の導入といった制度整備の提言を行った（マル

チメディア時代における放送の在り方に関する

懇談会編1995）。

さらに，このあとの「放送高度化ビジョン懇談

会」（1996年2月～6月）も，衛星放送やケーブ

ルテレビが普及する中，地上放送が放送市場に

占める割合が低下することが想定されるとした

上で，「有線・無線を一体とした制度の可能性」

を検討する必要性があるとしたほか，受委託放

送制度の拡大やマスメディア集中排除原則の再

検討を提言した（放送高度化ビジョン懇談会編
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1996）。このように1980年代以降，郵政省は，

長期的な政策の方向性を検討する場として有

識者会議を頻繁に開催するようになった57）。

有識者会議の提言を受けた制度改正
多数開かれた有識者会議の中で，制度改正

につながる提言を行ったのが，1993年から1994

年にかけて開催された「新時代における放送産

業の在り方に関する懇談会」だった（表11）。

検討課題としては，行政が業界を保護育成す

る放送行政のあり方の転換や，マスメディア集

中排除原則の緩和，民放の「一県一波」の見

直しなどが挙げられた。また，当時問題になっ

ていた「やらせ問題」への対応として，大半が

非公開となっている放送事業者の株式を上場さ

せることによって社外チェックを強めることも，

課題の一つとされた58）。

構成員は，学識経験者に加えてNHKと民放

連の会長など14人からなり，約10か月にわたっ

て放送制度・政策に関する検討を行った。検

討結果は1994年2月に「中間とりまとめ」の形

で提出された59）。ここでは，大幅な規制緩和

が提言されている。

具体的には，▷放送事業者に割り当てられた

帯域の範囲内で，自由な周波数の利用を可能

とする制度の導入について検討する，▷民放の

地上放送の放送対象地域の県域原則について

は，少数チャンネル地域解消のため，一定の条

件のもとで例外を認める，▷民放の地上放送

について一定量の地域情報の提供の確保を検

討する，▷マスメディア集中排除原則が適用さ

れているメディアについて，メディア特性，地域

における情報提供主体の多元性等を踏まえ，

同原則を緩和する，▷映像国際放送の円滑な

受信・発信を実現するための国内的枠組みを

整備する，といった事項である60）。

ただし，中間とりまとめに盛り込まれた事項

のすべてについて，放送事業者との調整がつい

表11　新時代における放送産業の在り方に関する懇談会

開催期間 1993年4月～1994年2月
設置形態 行政運営上の会合
郵政大臣 小泉純一郎→宮沢喜一（兼務）→神崎武法

構成員

座長　岡部慶三　　帝京大学教授
　　　濱田純一　　東京大学教授
　　　川口幹夫　　NHK会長
　　　桑田弘一郎　民放連会長
　　　計14人で構成

主要論点
・新規参入の容易化と競争の促進
・マスメディア集中排除原則の緩和
・地域免許制度の見直し

提言の概要

【中間とりまとめ（1994年2月）】
・電波利用の柔軟化
・他者の設備を利用した放送事業への新規参入
・放送対象地域の県域原則について例外を容認
・民放の地上放送での一定量の地域情報確保
・マスメディア集中排除原則の緩和
・映像国際放送の枠組みの整備

その後の
経過

・1994年6月　改正放送法成立（同年12月施行）
・1995年3月　放送局の開設の根本的基準改正（マスメディア集中排除原則の緩和）

� （『通信白書』『NHK年鑑』をもとに作成）
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ていたわけではない。特に放送対象地域の県

域原則に例外を設ける提言や，地域情報確保

のための新たな方策を求める提言に対しては，

民放が強く反発した。このうち放送対象地域の

県域原則の見直しは，放送事業者に隣県への

放送を認めることによって，少数チャンネル放

送地域を解消し，地方の放送事業者の経営力

強化につなげるというものだが，反面，視聴可

能なチャンネル数が増えることで競争が激しくな

る可能性があった。

郵政省は1994年6月，放送法改正案を国会

に提出したが，民放の反発があった事項は制度

改正に盛り込まれず，提言のうち法案化された

のは，映像国際放送に関連した事項（NHKや

民放による衛星を使った外国向けのテレビ放送

を認める）にとどまった61）。提出された放送法

改正案は同月，成立し，1994年12月1日に施

行された（表12）。

また，提言のうち，マスメディア集中排除原

則の緩和は省令改正によってなされた。郵政省

は1995年1月，マスメディア集中排除原則につ

いて定めた「放送局の開設の根本的基準」（省

令）の一部改正を電波監理審議会に諮問した。

内容は，放送対象地域が重複しない場合の支

配の基準を，それまでの議決権の「10％超」か

ら「20％以上」へと緩和するものだった。これ

に対して電波監理審議会は同年3月，改正を

適当と認める答申を行い，これを受けて，郵政

省は3月24日，「放送局の改正の根本的基準」

を改正した。

他方，提言では直接言及されていなかったも

のの，法改正がなされた事項がある。1994年

改正では，有料放送事業者が多重放送を行う

場合の契約約款を認可制から届出制に改める

規制緩和が行われた62）。

また，1995年改正（1995年5月12日公布，

同年11月11日施行）では，放送による権利侵

害の救済措置の改善を図るため，訂正放送・

取消し放送の請求期間を「放送があった日から

2週間以内」から「3か月以内」に延長されると

表12　新時代における放送産業の在り方に関する懇談会の提言と改正項目

提言の概要 提言
項目

改正
項目

改正の概要
（1994・1995年放送法改正，省令改正）

映像国際放送の枠組みの整備 ○ ◎ 映像国際放送の制度的枠組みの整備
（1994年改正）

マスメディア集中排除原則の緩和 ○ ◎ 放送対象地域が重複しない場合の支配基準を議決権
の1/5以上に緩和【省令改正】

電波利用の柔軟化 ○

他者の設備を利用した放送事業への
新規参入 ○

放送対象地域の県域原則について
例外を容認 ○

民放の地上放送での一定量の地域
情報確保 ○

● 有料放送事業者が多重放送を行う際の規制を緩和
（1994年改正）

● 訂正放送・取消し放送の請求期間を延長
（1995年改正）

◎＝有識者会議の提言に基づき改正された事項，●＝有識者会議の提言に基づかずに改正された事項� （筆者作成）
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ともに，放送事業者の放送番組保存期間も「2

週間」から「3か月間」に延長された。

このように1990年代前半の時点では，有識

者会議は，放送政策の形成過程で重要な機能

を果たしたものの，放送事業者の理解を得られ

なかった提言は，改正案に盛り込まれないこと

もあった。また，訂正放送に関する放送法改

正に見られるように，番組規制に関する事項は，

有識者会議での議論とは別の過程を経て制度

改正に至ることもあった。

郵政省以外の有識者会議の動向 
放送制度に対する提言を行うのは，郵政省

（2001年以降は総務省）の有識者会議だけで

はない。放送が産業として発達するにつれ，公

正取引委員会などが開いた有識者会議が，競

争政策や規制緩和の観点から放送事業につい

て議論することが増えていった。また，番組向

上策に関しても，引き続き教育関係者が関心を

寄せることが多く，後述するように，文部省

（2001年以降は文部科学省）の審議会も放送

分野での青少年保護に関する提言を行ってい

る。しかし，郵政省や総務省の有識者会議とは

異なり，提言が直ちに制度改正に結びつくこと

はなかった。

このうち，公正取引委員会が開いた情報通

信分野競争政策研究会（座長・実方謙二北海

道大学法学部教授）は1992年8月，「放送事業

と競争政策」と題する報告書を公表し，放送

分野の参入規制については，「基本的には，電

波の混信の防止という技術的要素のみを考慮し

てこれを行うことが望ましい」と述べた。また，

マスメディア集中排除原則について，一律に適

用するのではなく，放送サービスの内容や地域

の範囲，視聴者から見た選択範囲の大きさを

踏まえて弾力的に適用すべきとした（情報通信

分野競争政策研究会1992）63）。

マスメディア集中排除原則などの緩和に関し

ては，政府が1994年7月に閣議決定した279

項目の ｢規制緩和推進要綱｣ でも言及されてい

る。この中では，①マスメディア集中排除原則

の一層の緩和，②デジタル技術の動向を踏まえ

た地上放送の「ハード･ソフト一致の原則」の

緩和，③番組調和原則，番組審議機関設置義

務を放送メディアの特性に応じ弾力化，④放送

対象地域の設定を少数チャンネル地域解消など

の観点から弾力化，といった内容が盛り込まれ

ている64）。しかし，郵政省がこれらの提言を

直接反映させる形で制度改正を行うことはな

かった。

さらに，政府の行政改革委員会（1994年12

月～1997年12月）の 規 制 緩 和 小 委員会は

1997年12月の最終報告で，NHK・BS放送に

ついて，地上波と一括した受信料制度を見直

し，有料スクランブル化を図るなどの検討を行

うよう求めた。そして，1998年3月に閣議決定

された「規制緩和推進3か年計画」には，BS

放送のスクランブル化について，NHKに期待さ

れる役割やデコーダ設置の負担等視聴者に及

ぼす影響を勘案しつつ，実施について検討する

という表現が盛り込まれた。

しかし，これに対しても，郵政省が1999年3

月，「2000年時点においてNHKのBSアナログ

放送・BSデジタル放送をスクランブル化するこ

とは適当ではない」と結論づけ，制度改正には

至らなかった（片岡2001：95）。

放送制度に対する提言は，規制政策の見直

しなどに関連してしばしばなされてきたが，制

度改正には至っていない。放送制度を所管して

いる郵政省の有識者会議に比べて，影響力や



42│ NHK 放送文化研究所年報 2018

実効性の面では限界があった。

Ⅲ−3  番組規制に関する議論
多チャンネル時代における視聴者と
放送に関する懇談会

放送制度の見直しでは，次第に専門的・技

術的な事項が増え，それに伴って郵政省の有

識者会議の提言に基づく法改正が増えていっ

た。他方，番組規制をめぐる問題では，引き続

き国会議員や他省庁を巻き込む形で議論がな

されている。ただ，そうした場合でも，従来に

比べ，郵政省の有識者会議が果たす機能は拡

大している。以下，その状況を確認する。

1990年代半ば，放送事業者に対する批判が

再び高まりを見せた。要因として挙げられるの

が1990年代前半に次々に発覚した「やらせ問

題」である。1992年7月に放送された朝日放送

の『いつみの情報案内人 素敵にドキュメント～

追跡！OL・女子大生の性24時』でモデルを

使って演出を行っていたことが発覚したほか，

1992年11月に放送された読売テレビの情報バ

ラエティー番組『どーなるスコープ』で，「20人

アンケート・看護婦編」に出演した全員が看護

婦ではなかったことが判明した。また，NHKで

は1992年9月に放送された『NHKスペシャル

―奥ヒマラヤ・禁断の王国ムスタン』で，事実

と違う描写や行き過ぎがあったことが明らかに

なった（日本放送協会編2001b：396-401）。

さらに，1993年9月には，民放連の放送番

組調査会で，テレビ朝日の報道局長が政治的

公平性に反した放送を行ったと疑われる発言を

行い，問題化したほか，1994年の松本サリン

事件報道で，第一通報者の男性を容疑者扱い

で報道したことについて，翌年6月，日本テレビ，

NHK，TBS，フジテレビ，テレビ朝日が放送

を通じて次々に謝罪する事態となった（日本放

送協会編2001b：433）

また，一般論としても，テレビが各家庭に複

数台普及し，個室でテレビを見ることが多くな

る中で，過剰な性・暴力表現を含むなど，青少

年に不適当と考えられる番組に対する一定の制

限が必要ではないかとする見方が現れた（日本

放送協会編2001b：476）。

こうした中，1995年の放送法改正に際してな

された附帯決議には，「放送法を遵守した放送

番組の確保等放送番組の一層の適正向上を図

るための方策について，幅広く意見を求め検討

を行うこと」が盛り込まれた65）。番組適正化に

向けた対応を迫られた郵政省は1995年9月，「多

チャンネル時代における視聴者と放送に関する

懇談会」を開催した（表13）。

同懇談会には，学界や経済界，消費者団体

の代表に加えて，放送界からNHK会長と民放

連会長が加わった。懇談会では，専門放送の

充実なども論点として挙げられたが，最大の焦

点になったのが，「多チャンネル化が社会にもた

らす影の部分を解消するための方策」，具体的

には，「番組規律や青少年の保護のための方

策，放送事業者の責任制度や権利侵害に対す

る救済のための方策」だった。

折しも，懇談会が開かれていた1995年10月

には，オウム真理教事件をめぐる報道に関連し

て，TBSのスタッフが坂本堤弁護士へのインタ

ビューテープを放送予定日前にオウム真理教幹

部に見せていたことが発覚した。放送事業者に

対して社会から厳しい視線が向けられるととも

に，番組規制を含め，放送制度のあり方にも改

めて注目が集まった。

懇談会で焦点になったのが，青少年が視聴す
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る時間帯での番組制限や，番組の事前表示，

デジタル放送におけるペアレンタルロック機能と

Vチップ（Violence Chip）66）の導入の是非であ

る。また，放送番組に対する苦情処理機関も

重要な論点になった。学識経験者の一部や消

費者団体，PTA全国団体の代表らは，「放送事

業者に苦情処理を任せてはおけない。外部に

第三者機関を設けるべきだ」と主張した。これ

に対して，放送事業者側は，「第三者機関の設

置は検閲につながるおそれもあり受け入れられ

ない。視聴者センターや番組審議会などを活用

し，放送事業者の自主自律に委ねるべきだ」と

反論した（日本放送協会編2001b：444）。

懇談会は，1年余りかけて議論を行ったのち，

1996年12月に報告書を取りまとめた。報告書

は「放送の積極的活用と環境整備」と「多チャ

ンネル時代における視聴者と放送」の2つの部

分からなり，「放送の積極的活用と環境整備」

では，障害者向け放送の充実や高齢者向けの

専門放送の導入などの提言がなされた。また，

表13　多チャンネル時代における視聴者と放送に関する懇談会

開催期間 1995年9月14日～1996年12月9日
開催回数 15回
設置形態 行政運営上の会合（郵政省放送行政局長の懇談会）
郵政大臣 井上一成→日野市朗→堀之内久男

構成員

座長　　　有馬朗人　　理化学研究所理事長
座長代理　塩野宏　　　成蹊大学法学部教授
　　　　　氏家齊一郎　民放連会長（第9回～）
　　　　　磯崎洋三　　前民放連会長（～第8回）
　　　　　薄田泰元　　日本PTA全国協議会会長
　　　　　加藤真代　　主婦連合会常任委員
　　　　　金田一郎　　全国社会福祉協議会副会長
　　　　　金平輝子　　東京都歴史文化財団理事長
　　　　　川口幹夫　　日本放送協会会長
　　　　　北岡隆　　　三菱電機社長
　　　　　清原慶子　　ルーテル学院大学文学部教授
　　　　　小暮剛平　　電通会長
　　　　　櫻井孝頴　　第一生命保険社長
　　　　　佐々木毅　　東京大学法学部教授
　　　　　志賀信夫　　放送評論家
　　　　　田中健五　　文藝春秋会長
　　　　　羽鳥光俊　　東京大学工学部教授
　　　　　濱田純一　　東京大学社会情報研究所所長
　　　　　渡邊眞次　　日本弁護士連合会・人権と報道に関する調査研究委員会委員長

主要論点
・多チャンネル化と放送規律
・放送番組と視聴者
・番組審議機関の役割

提言の概要

【最終報告（1996年12月）】
・視聴覚障害者向け放送の充実
・専門放送の充実，新規参入の促進
・青少年保護（時間帯による制限など）
・放送番組審議機関の活性化
・放送に対する苦情対応機関

その後の
経過

・1997年5月　改正放送法成立（同年10月施行）
・1997年6月　第三者機関のBROが業務開始

� （懇談会報告書，『20世紀放送史』を基に作成）
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焦点の番組規制については，「多チャンネル時

代における視聴者と放送」で言及され，①青少

年保護，②意見の多様性と政治的公平，③放

送事業者の自主性と責任，④放送事業者以外に

よる評価，⑤権利侵害と被害者救済，といった

項目ごとに，制度改正に向けた提言がなされた。

ただし，報告書では，規制強化のみが提言

されたわけではない。青少年の視聴する時間

帯での番組制限や番組の事前表示については，

放送事業者の自主的な取り組みを求めるととも

に，ペアレンタルロック機能やVチップについて

も，欧米で進められているような制度的対応に

ついては慎重な姿勢を示し，地上放送へのV

チップ導入は「なお検討を要することも多く，

現状においては時期尚早」とした。

また，法令や番組基準にかかわる重大な苦

情，特に権利侵害にかかわる苦情に対応するた

め，放送事業者の外部に苦情対応機関を設置

することが考えられるとしたが，形態については

選択の余地を残した。具体的には，①公共的

な機関，②放送事業者が自主的に設置する機

関，③両者の中間に位置するものとして法律の

規定をもとに放送事業者が設置する機関，の3

つを示した。

このように「多チャンネル時代における視聴

者と放送に関する懇談会」は，苦情処理機関

や放送番組審議機関の問題では踏み込んだ提

言を行った。他方，Vチップの導入には否定的

な見解を示し，番組の事前表示については放送

事業者の自主的取り組みを求めるなど，「表現

の自由」に配慮した内容になっている。郵政省

の有識者会議は，番組規制の強化に対しては

抑制的な判断をする場合が多かったが，そうし

た傾向はこの懇談会でも引き継がれた。

1997年放送法改正での改正項目
提言を受けて，郵政省は放送法改正案の作

成に入ったが，苦情処理機関をめぐる議論は政

治決着に持ち込まれた。報告書が出された翌月

の1997年1月29日，自民党通信部会の通信放

送産業高度化小委員会は，民放連の氏家齊一

郎会長（日本テレビ社長）とNHKの川口幹夫

会長を呼び，苦情対応機関についての意見を

聞いた。これに対して民放連は，既設の放送

番組向上協議会の改組で対処したいと説明し

たが，自民党内には法律に基づく機関を作るべ

きとする意見が強く，放送番組向上協議会の活

用で乗り切ることは難しい情勢になった（日本

放送協会編2001b：444）。

このため，同年2月6日，民放キー局5社の

社長とNHK会長が協議を行い，苦情対応機関

を新設することで意見が一致した。これを受け

て，自民党の通信部会と電気通信問題調査会

の合同部会は3月5日，｢放送事業者側の対応

を見極めた上で，法制化について改めて検討す

る｣との意見を取りまとめた。「法制化」という

文言は残しつつも，放送事業者の対応に委ね

る姿勢を示したことになる。

そして，3月27日，NHKと民放連が放送番組

に関する苦情対応機関をできる限り早期に設

置するという基本合意書に調印し，問題の決着

が図られた（日本 放 送協会編2001b：444-

445）。前述の報告書の選択肢の一つである「放

送事業者が自主的に設置する機関」を放送事

業者が選ぶことで，苦情処理機関の法制化は

回避された。

これらの動向を見極めつつ，郵政省は，放

送番組審議機関の活性化や視聴覚障害者向け

の放送の充実などからなる放送法改正案を作成

し，国会に提出した。改正放送法は1997年5



45

放送法改正における有識者会議の機能

月14日の参議院本会議で可決・成立し，1997

年10月1日，施行された（表14）。

改正項目のうち，放送番組審議機関に関して

は，①放送事業者は，放送番組審議機関の答

申・意見を尊重して講じた措置の内容や，訂正

放送制度の実施状況，放送番組に関して申し

出のあった苦情などを放送番組審議機関に報

告しなければならない，②放送事業者は，番組

審議機関の答申・意見の内容やその他議事の

概要，放送番組審議機関の答申・意見を尊重

して講じた措置の内容を公表しなければならな

い，といった規定が追加された67）。

また，視聴覚障害者向けの放送の充実に関

しては，テレビ放送事業者が多重放送の免許な

しで字幕番組・解説番組の放送を行えるように

するとともに，それらの番組をできる限り多く放

送するように努めなければならないとする規定

が盛り込まれた68）。

他方，懇談会の報告書に盛り込まれていた，

専門放送の充実や新規参入の促進などについ

ては，1997年の改正では具体化せず，引き続

きの検討課題とされた。また，青少年保護は，

放送事業者の自主・自律に基づく対応に委ねら

れた。苦情処理機関に関しては，前述のように，

放送事業者の第三者機関として「放送と人権

等権利に関する委員会機構（BRO）」が設立さ

れ，1997年6月11日，業務を開始した（日本

放送協会編2001b：444-446）。

法改正後も続いた「青少年保護」問題
「多チャンネル時代における視聴者と放送に

関する懇談会」は，業界の自主的対応を含め，

番組の適正化に向けたさまざまな選択肢を示

し，規制強化は小幅なものにとどめられた。し

かし，1997年の放送法改正のあとも，制度改

正は不十分だとして，青少年の健全育成とテレ

ビとの関係を問題視する議論が続いた69）。特

に制度化が一度は先送りされたVチップをめ

ぐって，郵政省以外の有識者会議で改めて導

入の検討を求める提言が相次いだ。

内閣の「次代を担う青少年について考える有

識者会議」は1998年4月，青少年問題の具体

的対策や政府の取り組みについての提言をまと

めた。この中で，テレビ番組について，「言論・

表14　多チャンネル時代における視聴者と放送に関する懇談会の提言と改正項目

提言の概要 提言
項目

改正
項目

改正の概要
（1997年放送法改正）

視聴覚障害者向け放送の充実 ○ ◎ テレビ放送事業者に対して字幕放送・解説番組の努
力義務を規定

放送番組審議機関の活性化 ○ ◎ 放送番組審議機関の機能強化（議事概要，答申内容，
答申に応じて講じた措置の公表など）

放送に対する苦情対応機関 ○ （放送事業者が第三者機関を設置）

青少年保護
（時間帯による制限など） ○

専門放送の充実，新規参入の
促進など ○

● 有料放送の契約約款に関する規制の緩和

◎＝有識者会議の提言に基づき改正された事項，●＝有識者会議の提言に基づかずに改正された事項� （筆者作成）
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表現の自由と公共の福祉とのバランスに留意し

つつ，各局ごとの番組審査体制だけではなく，

『放送と人権等権利に関する委員会』のような

各局で共同した番組審査・評価や放送時間帯

への配慮の在り方，Vチップの導入等について

も，デジタル化等の今後の技術革新の動向も

念頭に置いて検討していくことが望まれる70）」

とした。

また，文部省の中央教育審議会も，1997年

から1998年にかけて検討を行い，1998年6月

の答申では，アメリカでVチップをテレビに装

備する準備が進んでいることに言及した上で，

「我が国でも，これらを参考にしつつ，我が国

におけるテレビの影響の大きさを考え，焦眉の

課題として，事前表示やVチップの導入につい

て，放送業界や郵政省などの関係省庁におい

て前向きかつ速やかに検討を進めることを強く

要望したい71）」と述べている｡

こうした動きを受けて，郵政省は改めて放送

分野での青少年保護の問題を議論するため，

1998年5月，「青少年と放送に関する調査研究

会」を発足させた。吉川弘之・前東京大学総

長を座長に，学者や経済界，PTA，婦人団体

などから16人が委員に選ばれ，放送界からは

NHKと民放連会長が参加した（日本放送協会

編2001b：477）｡

調査研究会は同年12月7日，報告書を取りま

とめたが，内閣や文部省の有識者会議とは規

制強化に対する対応に差が見られる。Vチップ

の導入に関して同調査研究会は，「米国も含め，

諸外国においてもその有効性等の評価が分か

れている状況にある」とした上で，「今般の青少

年対応策についての実施状況，またデジタル技

術の動向等を十分に踏まえ，引き続き検討を行

うことが適当であると考える」と指摘した72）。

中央教育審議会がVチップ導入に比較的積極

的な姿勢を示したのに対し，郵政省の有識者

会議は慎重な姿勢を崩さなかったことになる。

そして，最終的に，Vチップ導入を含めた新た

な法的規制の導入は見送られた73）。

他方，調査研究会の報告書は，第三者機関

の活用や，放送時間帯の配慮など，放送事業

者側の自主的な取り組みの強化を求めた。これ

らの提言を受けた形で，NHKと民放連は2000

年4月，放送事業者による自主的な機関として，

「放送と青少年に関する委員会」を発足させた。

これは，既存の放送番組向上委員会に併設さ

れたもので，視聴者からの意見を受け付けてそ

れを各放送事業者に伝えることなどが機能とし

て盛り込まれた（日本放送協会編2001b：481）。

このように1990年代後半，教育関係者を中

心に番組規制の強化を求める意見が上がり，そ

うした見解を背景に，文部省や内閣の有識者

会議は新たな規制を検討すべきとする提言を

行った。一方で，放送制度を所管する郵政省

の有識者会議は，従来どおり法的規制の強化

には慎重な姿勢を示した。そして，その後の制

度改正も，基本的には郵政省の有識者会議の

提言に沿って行われた。

Ⅲ−4  小括
1960年代半ば，番組規制などをめぐる対立

から放送法の全面改正が挫折したあと，1970

年代から1980年代にかけて放送法は小幅な手

直しが行われる程度にとどまった。一方で，こ

の間，各地でテレビ局の開局が進み，民放の

ネットワークが発達するとともに，多チャンネル

のケーブルテレビや衛星放送が登場して，放送

の多様化・複合化が加速した。
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制度と実態との乖離が進む中で，約20年ぶ

りに制度見直しの本格的な検討を行ったのが，

「ニューメディア時代における放送に関する懇談

会」（1985～1987年）だった。懇談会には，学

識経験者のほか放送事業者の代表も加わり，政

策アイディアの検討のみならず，業界との調整を

図る機能も担った。また，取り上げる論点も，

番組規制の強化ではなく，チャンネルプランの

根拠の法定化やマスメディア集中排除原則の見

直しといった専門的・技術的な問題，あるいは

政治問題にはなりにくい問題が中心となった。

そして，1988年に放送法の全面改正がなさ

れ，有識者会議の提言を受けた制度改正が実

現したことで，以降，放送メディアの多様化に

応じた規律の再編といった専門性が高い領域

については，有識者会議の提言を受けて制度

改正を行う流れが定着した。

その後，1990年代に入ると，放送メディアの

多様化や技術の進展にあわせた放送制度の検

討を行うため，有識者会議が頻繁に開催される

ようになった。また，この過程で有識者会議の

構成員も，類型化・定型化が進んでいった。

放送概念の再検討など，直ちに制度改正に結

びつかない課題についても，有識者会議の場

で議論が継続されていくことになった。

この間，放送事業者の不祥事を契機に，番

組の向上策をめぐる議論がなされ，教育関係者

や国会議員を中心に規制強化を求める意見が

高まることもあった。しかし，郵政省の有識者

会議は規制強化に対して概ね慎重な姿勢をと

り，放送事業者の自主的対応を求めたり，規

制強化を行う場合でも，より間接的な手法を提

言したりすることが多かった。1997年の放送法

改正でも，焦点となったVチップの制度化は見

送られ，放送事業者が苦情対応を行う第三者

機関を設けることで問題の決着が図られた。番

組規制のように政治問題化しやすい議題に関し

ても，有識者会議の提言に沿った制度見直し

がなされたことになる。

こうして制度改正にあたっての有識者会議の

開催が定着し，1980年代後半以降，有識者会

議の議論を経ずに放送法の改正がなされたケー

スは，少数にとどまった。1950年代から1960

年代の状況に比べ，有識者会議の機能やその

影響力は拡大したと言える。

Ⅳ 有識者会議の慣例化
（2000年代）

Ⅳ−1  2000年代初頭の制度改正
有識者会議の運営方法の見直し

第Ⅳ章では，放送制度の見直しにあたって有

識者会議の役割がさらに確固としたものになる

と同時に，情報公開や意見聴取手続きの導入

など運営方法の見直しが進んだ2000年以降の

状況を見ていく。

1980年代後半以降，放送制度の見直しで有

識者会議が活用されることが増えていったが，

一方で，放送分野に限らず，審議会に代表され

る有識者会議の運営に対する批判も高まった。

必要性が低いにもかかわらず会議が開催されて

いるのではないかという指摘や，構成員の人選

に偏りがあるのではないかという指摘，また審

議の過程が透明性に欠けるのではないかとする

批判である。

このため，1990年代後半の省庁再編の議論

にあわせて，審議会改革が議題に上り，1998

年6月に公布・施行された中央省庁等改革基

本法では，政府は審議会等の整理・合理化を
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進めるものとするとされた。その方針は同法30

条で次のように規定された。

一  活動の実績が乏しい審議会等及び設置の
必要性が著しく低下している審議会等は，
基本的に廃止すること。

二  政策の企画立案又は政策の実施の基準の
作成に関する事項の審議を行う審議会等
については，次に掲げるところによること。
イ  原則として廃止するものとし，設置を必

要とする場合にあっては必要最小限のも
のに限り，かつ，総合的なものとする。

ロ  イに掲げるところにより設置される審議
会等のほかは，特段の必要性がある場
合に限り，審議事項を具体的に限定し
た上で，可能な限り時限を付して，設
置することができるものとする。

三  その他不服審査等を行う審議会等につい
ては，その必要性を検討し，必要最小限
のものに限ること。

四  審議会等の委員の構成及びその資格要件
については，当該審議会等の設立の趣旨
及び目的に照らし，適正に定めること。

五  会議又は議事録は，公開することを原則と

し，運営の透明性を確保すること。

この方針に基づき，政府全体として審議会の

整理がなされるとともに，会議や議事録の公開

が進んだ。あわせて審議会以外の有識者会議

（私的諮問機関）に関しても，議事内容の公開

が進み，意見募集の手続きが整備されるなど

運営の見直しが行われた。

このうち情報公開では，2000年代に入り，

発言者の氏名を含め，その概要を公開する流

れが定着している。2005年8月3日の情報公開

に関する連絡会議申合せ「懇談会等行政運営

上の会合における発言者の氏名について」では，

「懇談会等行政運営上の会合の議事録等にお

ける発言者の氏名については，特段の理由がな

い限り，当該発言者が公務員であるか否かを問

わず公開するものであることに留意する」ことが

定められた74）。あわせて，会議そのものの傍

聴を認める動きも進んでおり，放送分野でも会

議の公開は一般化している。

また，有識者会議が報告書や提言を作成す

るにあたり，インターネットなどを通じて意見を

募集する手続きも広く見られるものになってい

る。意見公募手続あるいはパブリックコメント

は，国の行政機関が政令や省令などを定めよう

とする際に，事前に広く一般から意見を募り，

その意見を考慮することにより，行政運営の公

正さの確保と透明化の向上を図るものである。

制度としてのパブリックコメントは，1999年の

閣議決定によって導入され，2005年6月の行政

手続法改正によって法制化された75）。

行政手続法に基づくパブリックコメント制度

の対象となるのは，政令や府省令，審査基準な

どに関するものであり，ここまで見てきた有識

者会議の報告書には義務づけられていない。

しかし，有識者会議の報告書の作成にあたって

も，行政機関の任意によって行政手続法の規

定に準じたパブリックコメントの手続きがとられ

ることが増えている。放送分野でも，郵政省時

代から政策案をインターネットなどで提示し，意

見を求める手法が一部で用いられてきたが76），

2000年代に入り，意見公募手続きが一般化し，

手法も定型化していくようになった。

こうした変化について，曽我（2013）は，「1990

年代までは，審議会を通じて，政策領域ごと

に政策形成手続きをコントロールしていたのに対

して，90年代以降は，政策横断的な政策形成

手続きが設けられるようになった」とした上で，
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その背景として，「93年には行政手続法が制定

され，政策実施に際する行政の活動やその際

の決定に対して統制がかけられるようになった。

また，そこで設けられた意見聴取の手続き，い

わゆるパブリックコメント手続きは，2005年の

行政手続法の改正により，行政立法全体に関

して，利害関係者に限定せず，あらゆる市民の

意見提出を認めるものに拡張されている」こと

を指摘している（曽我2013：61-62）。

また，1990年代以降，「官僚主導から政治

主導へ」という流れが加速する中，有識者会議

の性格に変化が生じているとの見方もある。森

田（2014）は，「行政に対する優位を主張する

ようになった政治が，審議会を行政から引き離

そうとして，自ら委員の選任に影響力を行使し，

さらには政治主導を唱え，その一つの現れとし

て大臣等が会議に出席するようになった」（森田

2014：154）と指摘している。

従来，有識者会議が行政の「隠れ蓑」になっ

ているとの批判が続いてきたが，政治と行政の

関係が変化し，行政手続きの適正化が進む中

で，有識者会議の位置づけにも変化が見られる

ことになる77）。以下では，こうした変化が，放

送分野の政策決定過程にどのような影響を及

ぼしているのかといった点にも留意しつつ，有

識者会議が果たした役割を確認する。

研究者を中心にした放送政策研究会
2000年以降も，放送分野では多数の有識者

会議が開かれているが，制度改正を目的とした

有識者会議としてまず挙げられるのが「放送政

策研究会」である。郵政省放送行政局は，同

研究会の開催目的として，「全放送メディアのデ

ジタル化やインターネットの高度化が進展するな

ど，放送を取り巻く環境が大きく変化しつつあ

る状況にかんがみ，放送概念の整理，民間放

送の事業主体の在り方，公共放送の在り方な

ど放送政策全般について検討する」ことを挙げ

ている（放送政策研究会2001：1）。番組規制

が焦点となった1990年代後半の有識者会議と

は異なり，放送制度全般について検討していく

ことが開催目的として掲げられている（表15）。

同研究会は学識経験者のみで構成され，構

成員も自らを「学際的研究者集団」（放送政策

研究会2003：43）と位置づけた。その点では，

1980年代半ばの「ニューメディア時代における

放送に関する懇談会」と性格が似た面がある

が，一方で，放送事業者からヒアリングを行っ

たり，意見公募を実施したりするなど，業界の

利害調整を図る機能も維持している。

議事に関する情報公開については，▷会議

の非公開，▷議事要旨の作成公表，▷発言者

を明示しない形での議事録の全文公表（正当

な利益を害するおそれがあるものを除く），▷会

議提出資料の会議終了後の原則公開，▷議事

要旨及び議事録についてはホームページにも掲

載，などを決めた78）。その後，総務省が開催

する有識者会議は，情報公開のあり方として，

会議そのものの傍聴を認めることが一般化して

いくが，この時点では，議事録の開示にとどま

り，会議の傍聴までは認めていない。

放送政策研究会は，開始から約半年後の2000

年12月，議論を整理して今後の審議の基礎と

していくため，いったん審議経過報告を取りま

とめた。この報告では，伝送路の共用化が進

展しているCSデジタル放送やケーブルテレビに

ついては，ハードの利用をより柔軟にし，ハー

ド・ソフトの分離を一層円滑に進めるための制

度の整備が必要だとした。また，NHKについて，

インターネットを通じたコンテンツ配信など，業
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務のあり方や受信料以外の財源を導入すること

の是非について，さらに検討する必要性がある

とした79）。

これを受けて，まず，CS放送と有線テレビ放

送（ケーブルテレビ）の設備利用の規制緩和を

行うために，電気通信役務利用放送法が制定

され（2001年6月成立・2002年1月施行），電

気通信役務を利用して行う放送が制度化された

（放送政策研究会2003：1）。

審議経過報告のあと，研究会は，NHKと民

放の双方のあり方について，放送業界からのヒ

アリングを交えつつ検討を進めた。ただし，

2001年夏以降は，政府の特殊法人改革が進展

する中，NHKのあり方について早急な検討が必

要になったことから，NHKの業務範囲などにつ

いて優先的に議論を進め，2001年12月に第一

次報告を公表した80）。

第一次報告では，NHKの子会社のあり方に

表15　放送政策研究会

開催期間 2000年5月23日～2003年2月27日
開催回数 44回

設置形態 行政運営上の会合（郵政省放送行政局長の研究会，2001年以降は総務省情報通信政策局長
の研究会）

郵政・
総務大臣 八代英太→平林鴻三→片山虎之助

構成員

座長　　　塩野宏　　　東亜大学通信制大学院教授
座長代理　辻井重男　　中央大学理工学部教授
　　　　　伊東晋　　　東京理科大学理工学部教授
　　　　　岡村黎明　　大東文化大学法学部教授
　　　　　桑原茂人　　西武文理大学サービス経営学部教授
　　　　　小塚荘一郎　上智大学法学部助教授
　　　　　白石忠志　　東京大学法学部助教授
　　　　　鈴木秀美　　広島大学法学部教授
　　　　　中村清　　　早稲田大学商学部教授
　　　　　羽鳥光俊　　国立情報学研究所教授
　　　　　濱田純一　　東京大学大学院情報学環長
　　　　　早坂禧子　　桐蔭横浜大学法学部教授
　　　　　横島庄治　　高崎経済大学地域政策学部教授

主要論点

・NHKの業務の在り方
・マスメディア集中排除原則の緩和
・放送概念
・放送の地域性とネットワーク

提言の概要

【審議経過報告（2000年12月14日）】
・CSデジタル放送やケーブルテレビに関する制度整備
【第一次報告（2001年12月21日）】
・NHKの子会社等の在り方
・NHKのインターネット利用の在り方
・NHKの保有するコンテンツの活用
【最終報告（2003年2月27日）】
・マスメディア集中排除原則の見直し
・放送概念
・放送の地域性とネットワーク
・公共的な放送番組の制作・供給

その後の
経過

・2001年6月　電気通信役務利用放送法成立（2002年1月施行）
・2002年3月　NHKの子会社の業務範囲，インターネット利用に関するガイドラインを公表
・2004年3月　放送局の開設の根本的基準（省令）改正

� （総務省公表資料をもとに作成）
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ついて，業務範囲の明確化や，NHKと子会社

等との取引の適正性・透明性の確保，ガイドラ

インの作成など適正性確保のための仕組みを

求めた。また，NHKのインターネット活用につ

いては，一般論としては社会的に有用だとした

上で，財源や規模などについて適正性確保の

仕組みが必要だと指摘した81）。

第一次報告のあと，放送政策研究会は，マ

スメディア集中排除原則など，民放の事業主体

にかかわる制度を中心に検討を行い，2003年

2月に最終報告を取りまとめた。最終報告は，

放送以外にも視聴者が情報を得る手段が増加

している現状では，マスメディア集中排除原則

を緩和することは基本的に妥当とした。そして，

具体的な緩和策としては，地上放送では，隣

接するローカル局の兼営（または完全子会社

化）を認めるとともに，衛星放送に関しては，

多元性の確保に配慮しつつ，出資比率規制の

緩和を行うことが適当とした。また，放送事業

者の経営破綻時の取り扱いについて，視聴者

利益の確保の観点から，一定の条件のもとに

思い切った緩和を認める特例ルールを設けるこ

とが適当とした。

最終報告はさらに放送のあり方にかかわる長

期的な提言も示した。このうち放送概念につい

ては，従来どおり広い概念のもとでその要素と

なる各メディアを規律するアプローチや，放送

概念をより限定するアプローチなど複数の選択

肢を提示した。また，放送の地域性とネットワー

クについて，既存のネットワークの活用が考えら

れるとしたほか，公共的な放送番組の制作・供

給について，何らかの支援の仕組みを設けるこ

とも検討に値するとした。

このように短期的な政策提言と長期的な問題

提起が混在している点について，最終報告は

「当初は研究者集団として，長期的視野に立っ

た，包括的政策研究への志向が強くうかがわれ

たところであるが，研究会の報告書の軌跡をた

どると，短期的政策課題への対応にかなりの力

を注ぐことになった」（放送政策研究会2003：

43）と総括している。

2000年代前半の制度改正
研究会での議論を受けて，2001年に電気通

信役務利用放送法が制定されたことは，すでに

触れたが，その後の第一次報告，最終報告を

受けた制度改正も行われた。

まず，第一次報告のNHKに関する提言項目

は，放送法の解釈指針（ガイドライン）を策定

する形で検討結果が反映された82）。総務省は

2002年3月8日，「放送法第9条第2項第2号

に規定する『附帯業務』の解釈指針（日本放

送協会のインターネット利用に関するガイドライ

ン）」と，「放送法第9条の2及び第9条の3に

関する解釈指針（日本放送協会の子会社等の

業務範囲等に関するガイドライン）」を公表した。

前者は，NHKのインターネット利用について，

提供する情報を「協会が放送した番組（二次

利用）」と「放送番組をより良く理解するための

情報（番組関連情報）」にするとした上で，規

模について年額10億円程度を上限とすることを

定めたものである。また，後者は，NHKの子

会社の業務範囲や業務の委託のあり方につい

て定めている。

さらに，最終報告書で言及されたマスメディ

ア集中排除原則の緩和では，衛星放送に関し

ては，2003年6月に関係省令の一部改正が行

われ，BSデジタル放送の規制が緩和された。

また，地上放送に関しては，2004年3月の省令

改正で，①隣接7地域内の連携について，支配
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基準を議決権の3分の1以上に緩和，②放送

対象地域のすべてが，そのうちいずれか1つの

放送対象地域に隣接している場合について議

決権保有制限の適用除外（合併まで可能），

③経営困難時には適用除外（経営困難特例），

といった制度改正がなされた（表16）。

上記については，有識者会議の結論を尊重

して，ほぼ提言どおりの改正がなされた。また，

放送概念の再検討といった長期的な政策課題

については，このあとの有識者会議で検討が

継続されていくことになった。

一方，この間，2005年には，地上放送につ

いて外資規制の実効性を確保するための電波

法・放送法の改正がなされた。これは，2005

年前半のライブドアによるニッポン放送の経営

権取得騒動がきっかけになったものだった。外

資が放送事業者に直接出資することに対する規

制は従来からあったが，日本法人を通じた間接

支配は規制されていなかった。しかし，ライブ

ドアが外資系投資会社の傘下に入る可能性が

出てきたことで，外資が間接的にニッポン放送

を支配する懸念が生じた。

これに対して，麻生太郎総務大臣は2005年

2月の記者会見で，間接的であっても外資が国

内の放送事業者を支配できないような規制を検

討する考え方を示した（東郷2005：71-72）。こ

れを受けて，総務省は法改正の検討を行い，

放送事業者に対する出資規制の強化を盛り込

んだ電波法・放送法の改正案を国会に提出し

た。改正法は2005年10月26日に成立し，翌

2006年4月に施行された。これによって，従来

行われてきた外国人や外国企業による放送事業

者への直接出資規制に加えて，日本法人経由

の間接出資規制が新たに導入された。このよう

に緊急性を要する課題については，有識者会

議での議論を経由せずに法改正がなされること

もあった。

表16　放送政策研究会の提言と改正項目

提言の概要 提言
項目

改正
項目 制度改正の概要

CSデジタル放送やケーブルテレビの
制度整備 ○ ◎ CSデジタル放送やケーブルテレビの制度整備

【2001年電気通信役務利用放送法制定】

NHKの子会社の適正性・
透明性確保 ○ ◎ 子会社の業務運営の適正性確保

（放送法の解釈指針で対応）

NHKのインターネット利用の在り方 ○ ◎ NHKのインターネット利用の適正性確保
（放送法の解釈指針で対応）

マスメディア集中排除原則の緩和 ○ ◎ 隣接7地域内の連携について支配基準を議決権の
1/3以上に緩和など【2004年省令改正】

放送概念の検討 ○

放送の地域性とネットワーク ○

公共的な放送番組の制作・供給 ○

● 地上放送について外資規制の実効性を確保
【2005年放送法改正】

◎＝有識者会議の提言に基づき改正された事項，●＝有識者会議の提言に基づかずに改正された事項� （筆者作成）
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Ⅳ−2  有識者会議と政治の関係
デジタル化の進展と放送政策に関する
調査研究会

放送政策研究会が最終報告を提出したのち，

2003年12月には地上テレビ放送でもデジタル

放送が始まった。デジタル放送への円滑な移行

と視聴者の多様な要望に応えた制度整備が課

題となる中，放送政策研究会を引き継ぐ形で開

催された有識者会議が「デジタル化の進展と放

送政策に関する調査研究会」だった。調査研

究会は放送政策研究会と同様，学識経験者の

みで構成された。総務省が検討項目として挙げ

たのは，デジタル化の進展に伴う新しい放送

サービスの展開や，デジタル放送時代の公共放

送，デジタル時代における放送コンテンツのあり

方など，制度全般にわたる。

会議の運営に関しては，会議そのものを原則

として公開とし，傍聴を認めることや，議事録，

議事要旨，会議で使用した資料は原則として公

開することが取り決められた83）。以後，放送制

度について検討を行う有識者会議は，一部を

除き，一般の傍聴を認めることや議事録を公開

することが通例となった。

同研究会は，関連する事業者やメーカー，地

方自治体からのヒアリングを行いつつ，まず，

デジタル化への取り組みと課題について議論を

行い，2005年8月に中間取りまとめを公表した。

その後，マスメディア集中排除原則や持株会社

制度の導入を中心に議論を行い，2006年10月

に最終報告を公表した。開催回数は26回に

上った（表17）。

最終報告では，マスメディア集中排除原則に

ついて，その意義や政策目的に変更がないこと

を前提としつつ，メディアの増加と多様化や経

営環境の変化を踏まえ，見直しによるメリットと

デメリットを十分に勘案した上で視聴者の利益

が増大する方向で行うことが適当であるとした。

そして，緩和を行う場合には多元性の確保等へ

の影響を見定めながら，段階的に進めることが

適当と結論づけた。

その上で，民放の新たな組織形態として，持

株会社を活用した民放経営について提言を行っ

ている。ここでは，放送事業者を子会社とする

持株会社の制度化について，放送を取り巻く環

境が大きく変化する中にあって有意義であるが，

国民生活において放送が持っている機能や影

響力に照らしてデメリットが極力少なくなるよう

に制度を整備することが不可欠であると述べて

いる。そして，持株会社形態が採用される場合

も，マスメディア集中排除原則等の規律が引き

続き的確に確保されるようにすることが必要で

あると指摘した。

また，衛星放送の規律では，マスメディア集

中排除原則について，周波数の希少性が緩和

傾向にあることを踏まえ，CS放送に関しては同

原則を緩和することが考えられるとした。一方，

BS放送については，多元性確保の観点から，

引き続きその他の事業者よりも厳しい制限を課

すことが必要だと指摘した84）。

新たな放送サービスでは，サーバー型サービ

スについて，リアルタイム型，蓄積型とも，放

送としての規律を受けるとした上で，今後サービ

スが普及し，その具体的な視聴形態が明らかに

なった段階で，適切な規律を設けることを検討

することが必要だと指摘した。さらに，有料放

送について料金認可制を届出制に改めるといっ

た規制緩和を提言したほか，地上デジタル放送

の携帯端末向けサービス（ワンセグ）について

は，本放送とは別の内容を放送する「独立サー
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ビス」が実現できるよう制度整備を行うことを

提言した。

複雑な経緯をたどった2007年改正
「デジタル化の進展と放送政策に関する調査

研究会」の提言は，このあと放送法改正案に

反映されていくが，改正案は，有識者会議を経

ることなく追加された事項など，さまざまな要素

が加わっていったことで，複雑な性格を持つも

のとなっていった。

総務省は，「デジタル化の進展と放送政策に

関する調査研究会」の最終報告のあと，放送法

改正案の作成を進め，閣議決定を経て，2007

年4月に国会に提出した。表18に挙げた項目の

うち，認定放送持株会社の導入や有料放送管

理業務に関する規律，ワンセグ放送の独立利

用に関する規定などは，調査研究会の報告書

を受けて盛り込まれたものである。

一方，改正案には，有識者会議の提言とは別

に，2006年6月の「通信・放送の在り方に関

する政府与党合意」で挙げられた項目も盛り込

まれた85）。「政府与党合意」に至った経緯は次

節で詳述するが，同合意のうち，改正案には，

NHKに関する制度の見直しとして，▷ガバナン

表17　デジタル化の進展と放送政策に関する調査研究会

開催期間 2004年7月27日～2006年10月6日
開催回数 26回
設置形態 行政運営上の会合（総務省情報通信政策局長の研究会）
総務大臣 麻生太郎→竹中平蔵→菅義偉

構成員

座長　　　塩野宏　　　東京大学名誉教授
座長代理　羽鳥光俊　　中央大学理工学部教授
　　　　　伊藤晋　　　東京理科大学理工学部教授
　　　　　隈部紀生　　前早稲田大学大学院国際情報通信研究科客員教授
　　　　　小塚荘一郎　上智大学法学部教授
　　　　　篠原俊行　　前順天堂大学スポーツ健康科学部教授
　　　　　武井一浩　　西村ときわ法律事務所パートナー弁護士
　　　　　新美育文　　明治大学法科大学院教授
　　　　　野村敦子　　日本総合研究所主任研究員
　　　　　長谷部恭男　東京大学法学部教授
　　　　　濱田純一　　東京大学理事（副学長）・大学院情報学環教授
　　　　　舟田正之　　立教大学法学部教授
　　　　　村井純　　　慶應義塾大学環境情報学部教授
　　　　　山下東子　　明海大学経済学部教授

主要論点

・マスメディア集中排除原則の見直し
・持株会社を活用した民放経営
・衛星放送の規律
・新たな放送サービスへの対応

提言の概要

【最終報告（2006年10月6日）】
・放送持株会社制度の制度化
・マスメディア集中排除原則の緩和
・CSプラットフォーム事業の制度化
・有料放送の料金認可制に関する規制緩和
・ワンセグ放送の独立利用の実現

その後の
経過

・2007年4月���放送法改正案を国会に提出（国会閉会に伴い継続審議）
・2007年12月�改正放送法成立（2008年4月施行）
・2008年4月���放送局に係る表現の自由享有基準（省令）施行（マスメディア集中排除原則の緩和）

� （総務省公表資料をもとに作成）
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スの強化，▷番組アーカイブのブロードバンド

（インターネット）での提供，▷国際放送の強化

の3点が盛り込まれた86）。

さらに，2007年の放送法改正案には，有識

者会議での議論を経ずに，▷国際放送に関す

る命令放送制度の見直しと，▷再発防止計画

の提出の求めに関する制度の導入が盛り込ま

れた。このうち，命令放送制度の見直しは，国

際放送の命令放送制度について，「命ずる」の

文言を「要請する」に改め，NHKはこれに応じ

るよう努めるとするとしたものである87）。

また，再発防止計画の提出に関する制度は，

総務大臣に新たな行政処分の権限を与えるもの

である。改正案には，「虚偽の説明により事実

でない事項を事実であると誤解させるような放

送により，国民生活に悪影響を及ぼすおそれ

等がある場合，総務大臣は放送事業者に対し

て再発防止計画の提出を求めることができる」

とする規定が盛り込まれた。背景には，2007

年1月，関西テレビが放送した情報バラエティー

番組『発掘！あるある大事典Ⅱ』で，内容のね

つ造が行われていたことが明らかになり，この

問題を契機に放送事業者に対する批判が高

まったことがあった。

しかし，有識者会議での議論を経ることなく

追加された項目のうち，「再発防止計画」の新

設に対しては，新聞報道などで，「国民生活な

どに悪影響を及ぼすおそれといった漠然とした

表18　デジタル化の進展と放送政策に関する調査研究会の提言と改正項目

提言の概要 提言
項目

政府与
党合意

改正
項目

改正の概要
（2007年放送法改正）

放送持株会社制度の制度化 ○ ○ ◎ 認定放送持株会社制度を導入

マスメディア集中排除原則の緩和 ○ ○ ◎ 認定放送持株会社の子会社として12局まで
可能に【省令改正】

CSプラットフォーム事業の制度化 ○ ◎ CS放送に関連して有料放送管理業務に関
する規律を導入

有料放送の料金認可制に関する
規制緩和 ○ ◎ 有料放送の料金設定に関する規制緩和

ワンセグ放送の独立利用の実現 ○ ◎ ワンセグ放送の独立利用を可能に

委託放送事業の譲渡に伴う
承継手続きの制度整備 （※） ◎ 委託放送事業の譲渡に伴う地位の承継規定

の整備

NHKのガバナンス強化 ○ ◎ 経営委員会の監督権限の明確化，一部委員
の常勤化など

NHK番組アーカイブのブロードバンド
による提供 ○ ◎ 番組アーカイブの電気通信回線を通じた提供

を業務に追加

NHKの国際放送業務の見直し ○ ◎ 外国人向け映像国際放送を制度化

● NHK国際放送に関する命令放送制度を要請
放送制度に改正

▲ 再発防止計画の提出の求めに係る制度の導
入（国会修正で削除）

（※）＝「衛星放送の将来像に関する研究会」の提言項目，◎＝有識者会議の提言に基づき改正された事項� （筆者作成）
●＝有識者会議の提言に基づかずに改正された事項，▲＝有識者会議の提言に基づかずに法案化→不成立
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概念による内容規制は，放送に対して萎縮効

果を及ぼす点で憲法上重大な問題がある」と

いった批判や，「適用する時期を区切っていない

ため，過去にさかのぼって立件することも可能

になる」といった指摘がなされた（鈴木・山田・

砂川編2009：55-60）。

放送法改正案は，2007年4月に提出された

あと，国会閉会に伴い，同年7月にいったん継

続審議となった。そして，同年11月の臨時国会

で再び審議が始まったが，この間，放送事業者

が番組批判に対応するため，放送倫理・番組

向上機構（BPO）に放送倫理検証委員会を設

置して機能の強化を図った。こうした対応を受

けて，「再発防止計画」に関する制度の新設は，

与野党の修正協議で削除され，修正がなされ

た改正放送法は2007年12月に成立した（山本

2008：64-65）。

2007年の放送法改正案には，有識者会議の

提言に基づく項目に加えて，「政府与党合意」に

基づく項目，さらには，番組批判を受けて，有

識者会議での議論を経ることなく追加された項

目が盛り込まれていた。しかし，すべてが成立

したわけではなく，有識者会議での提言を経

ていない事項のうち，特に放送事業者の反発

が強かった事項は法案から削除された。有識

者会議は，政策の正統性を高めるとともに，制

度改正にあたって放送事業者の合意を取り付け

る機能を果たした。そして，その過程を経るこ

となく制度改正を行うことは困難になっているこ

とが，この事例からは浮き彫りになった。

政権交代と有識者会議
有識者会議を開催したものの，その後の制度

改正に結びつかなかった例もある。2009年か

ら2010年にかけて開催された「今後のICT分

野における国民の権利保障等の在り方を考える

フォーラム」がその一例である。この有識者会

議は，制度改正を最終目的としていたとは言え

ない面があるが，多様な性格を持つ有識者会

議の一例として見ていく。

政権交代によって2009年9月，民主党を中心

とする政権が発足すると，原口一博総務大臣

は記者会見で，放送行政を担当する機関が表

現の自由を侵すようなことはあってはならないと

して，そうした動きを監視する「言論の自由を

守る砦」となる機関を作りたいとする発言を繰

り返し行った。

この方針を受けて，総務省は2009年12月，

言論・表現の自由を守るための枠組みをはじめ

とする国民の権利保障のあり方を検討すると

して，「今後のICT分野における国民の権利保

障等の在り方を考えるフォーラム」を開催した。

構成員の数は，従来，郵政省や総務省が開催

してきた有識者会議よりも多く，その属性も多

様である。また，同フォーラムでは，会議の模

様がインターネットで中継されるなど，会議の

公開方法をめぐる新たな取り組みも行われた

（表19）。

開催にあたって焦点となったのが，放送・通

信分野の規制監督機関としては，アメリカの

FCC（連邦通信委員会）のような独立性の高

い行政委員会が好ましいのではないかという点

だった。政権交代前の2009年7月，民主党は

政策集の中で，「通信・放送行政を総務省から

切り離し，独立性の高い独立行政委員会として

通信・放送委員会（日本版FCC）を設置し，

通信・放送行政を移します。これにより，国家

権力を監視する役割を持つ放送局を国家権力

が監督するという矛盾を解消するとともに，放

送に対する国の恣意的な介入を排除します」と
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言及していた88）。

しかし，同フォーラムの議論では，放送の規

制・監督を行う独立規制機関の設立が望まし

いとする意見が示された一方で，新たな機関の

設立は規制強化につながるという消極論も多く

出された。また，会議を開催した原口総務大臣

も，「日本版FCC」という表現を避け，言論，

報道，放送の自由を守る仕組みとして「言論の

自由を守る砦」を検討すると言及するようになっ

た（原口2010：4）。

結局，2010年12月の報告書では，規制監督

機関のあり方について一定の方向性が示される

には至らなかった。報告書の形式も，「新たな

組織・機関の設立について積極的な意見，消

極的ないし慎重な意見が見られたほか，様々な

主体による取組の全体像が枠組みを構成すると

表19　今後のICT分野における国民の権利保障等の在り方を考えるフォーラム

開催期間 2009年12月16日～2010年12月20日
開催回数 11回
設置形態 行政運営上の会合（総務大臣の諮問機関）
総務大臣 原口一博→片山善博

構成員

座長　　　濱田純一　　東京大学総長
座長代理　長谷部恭男　東京大学法学部教授
　　　　　上杉隆　　　ジャーナリスト
　　　　　宇賀克也　　東京大学大学院法学政治学研究科教授
　　　　　後房雄　　　名古屋大学大学院法学研究科教授
　　　　　音好宏　　　上智大学文学部新聞学科教授
　　　　　木原くみこ　��らむれす（三角山放送局）代表取締役会長
　　　　　楠茂樹　　　上智大学法学部法律学科准教授
　　　　　工藤泰志　　言論NPO代表
　　　　　黒岩祐治　　ジャーナリスト
　　　　　郷原信郎　　名城大学教授・コンプライアンス研究センター，弁護士
　　　　　五代利矢子　評論家
　　　　　児玉平生　　毎日新聞社論説委員
　　　　　重延浩　　　テレビマンユニオン代表取締役会長・CEO
　　　　　宍戸常寿　　一橋大学大学院法学研究科准教授
　　　　　中村伊知哉　慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授
　　　　　根岸哲　　　甲南大学法科大学院教授
　　　　　服部孝章　　立教大学社会学部教授
　　　　　羽石保　　　中日新聞社論説委員
　　　　　浜井浩一　　龍谷大学大学院法務研究科教授
　　　　　深尾昌峰　　きょうとNPOセンター常務理事・事務局長
　　　　　堀義貴　　　ホリプロ代表取締役会長兼社長
　　　　　丸山淳一　　読売新聞東京本社論説委員
※オブザーバーとして放送事業者，通信事業者から6人

主要論点

・言論・表現の自由を守るための枠組み
・放送事業者による取り組み
・BPOに関する取り組み
・通信分野に関する問題
・行政組織のあり方
・国民が自ら発信するための仕組み�
・クロスメディア所有のあり方
・記者クラブ・記者会見のオープン化

提言の概要 【報告書（2010年12月20日）】
（規制監督機関のあり方を含め，制度見直しについて一定の方向性を示すには至らず）

� （総務省公表資料をもとに作成）
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いう意見が多く見られた」として，両論併記の

形となった。また，これ以外の論点についても，

報告書は構成員の意見を整理・分類するにとど

まり，具体的な制度改正の提言は行わなかっ

た。

政権交代後に発足したこの有識者会議は，当

初から一定の結論に向けて，構成員の意見を取

りまとめ，調整を図るという目的を持って開か

れたわけではなかった。このため，会議が進ん

でも方向性が定まらず，具体的な提言を示すま

でには至らなかった。また，焦点になった問題

が規制監督機関のあり方という，総務省自身で

は取り扱うのが難しいテーマだったことも有識

者会議の議論に影響を与えた。

前述のように，2009年の政権交代に際して，

民主党が「日本版FCC」の設置を含む政策集

を公表していたものの，有識者会議の議論が

拡散していったこともあり，規制監督機関の見

直しは見送られた。また，放送政策のうち，放

送・通信制度融合に対応した制度改正につい

ても，このあと，2009年，2012年の政権交代

前後で方向性が大きく変化することはなかった。

分野によっては，政権交代によって，政策が大

きく変化したものもあるが，放送政策について

はそうした傾向は顕著には見られない。

2009年，2012年の政権交代と政策の継続性

をめぐっては，竹中編（2017）が，8つの政策

分野を取り上げた上で，①政権交代のたびに変

化した政策，②政権交代にもかかわらず，差異

が生じなかった政策，③2009年の政権交代で

方向性が変化し，2012年の政権交代後も同じ

方向で継続された政策，④2009年の政権交

代によって変化はなかったものの，2012年の政

権交代で変更がなされた政策，の4つに類型化

した89）。そして，政権交代が政策に及ぼす影

響は多様で，分野によって大きく異なることを明

らかにした。

このうち，政党の党派性の違いにもかかわら

ず政策変化が起きなかった例としては，2009

年の政権交代当初の電力自由化をめぐる政策

がある。そこでは，自由化に消極的な従来の政

策が維持された理由として，自民党・民主党と

も電力業界との関係が密接だったこと，政権に

就いた政党が明確な政策選好や政策アイディア

を持たず，官僚制の影響力が強かったことの2

点が挙げられている90）（竹中編2017：58）。

こうした特徴は，放送政策分野にも共通する

面がある。日本における政党のメディア政策は

必ずしも明らかではなく（塩野2001：525），番

組批判が高まった場合を除けば，放送政策が

政治上の重要な論点になることは多くはなかっ

た。そうした中で，放送制度の検討は，もっぱ

ら官僚や放送事業者を中心とする政策共同体，

さらには，それと密接な関係にある有識者会議

に委ねられてきた。放送政策が政権交代にもか

かわらず大きく変化しなかった背景には，そう

した事情があったと考えられる91）。

Ⅳ−3  2010年改正をめぐる政策
過程

通信・放送融合法制の議論の開始
2000年代に入り，マスメディア集中排除原則

の緩和や認定放送持株会社の導入，NHKの

業務範囲の見直しなどの制度改正が続いてき

た。しかし，放送と通信の垣根が低くなる中，

法体系の抜本的な見直しが必要とする指摘がな

されるようになった。通信や放送に関する法律

はテレビや電話といった業態を軸とした縦割り

の体系となっていたが，こうした法体系のままで
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は，従来の業態を越えた新たなサービスの展開

が困難であり，事業者だけではなく，視聴者・

利用者の利益も損なわれるとする問題意識が

政策担当者の間で生じた。

放送と通信の融合をめぐる議論は，当初，総

務省の有識者会議とは異なる場で活発化した。

2001年11月から12月にかけて開催されたIT戦

略本部のIT関連規制改革専門調査会（座長・

宮内義彦オリックス会長）では，地上放送の

ハード・ソフト分離を含めた規律の見直しが議

題の一つとなった。2001年12月の「IT分野の

規制改革の方向性」と題する報告では，「通信，

放送の制度を，事業毎の縦割りの規制体系か

ら機能毎の横割りの競争促進体系に，世界に

先駆けて抜本的に転換し，競争の促進と通信・

放送の融合の促進を図るべき」とされた92）。

しかし，これに対しては放送事業者が強く反

発し，「蜂の巣をつついたような議論」になった

（竹中2013：17）。NHKの海老沢勝二会長が

2002年1月の定例記者会見で「通信と放送の

役割は違い，一律に議論するのはおかしい」と

反論したほか，民放連も同月，「放送事業でハー

ド・ソフトを分離すれば，放送の公共的使命を

果たせなくなる」とする意見書をIT戦略本部に

提出した93）。

結局，このあと国会では郵政民営化問題が焦

点になったことも影響して，このときは法制度の

見直しには至らなかった。この時点では，問題

提起はなされたものの，放送事業者側との十分

な調整はなされていなかった。当時の状況に関

しては，「竹中懇談会の前段階の動きが経産省

を中心に存在して，それに総務省と自民党の放

送族といわれる政治家の皆さんが対抗したとい

う図式があったのではないか」とする指摘がある

（広瀬2013：34）。

しかし，放送分野の制度改革に関する議論は

これで収まらなかった。2005年には，内閣府の

「規制改革・民間開放推進会議」（議長・宮内

義彦オリックス会長）が，地上放送のハード・ソ

フト一致原則や県域免許制度の見直しを重点

項目に挙げ，検討に入った。そして，これに対し

ても放送業界から反発が上がった。民放連は改

革の方向性に強い危機感を抱き，民放連・放送

計画委員会の中に特別小委員会を作って，議

論の方向性の転換を目指した（城所2006：8）。

また，規制改革・民間開放推進会議（内閣

府）と総務省の間にも温度差があった。推進会

議は2005年11月，総務省やNHKの幹部を呼

び，NHK改革について公開討論会を開催した。

推進会議は，BSデジタルや地上波デジタル放

送にスクランブル導入を求め，子会社の統廃合

をさらに進めるよう提案したが，総務省はこれ

に反対する意見を述べている94）。

推進会議は2005年12月に第2次答申を公表

し，「公共放送等の在り方を踏まえたNHKの改

革」や「地上波放送における競争の促進」につ

いて言及がなされた。一方で，ハード・ソフト

一致原則や県域免許制度の見直しといった民

放が懸念していた事項の提言は見送られた95）。

IT戦略本部や規制改革・民間開放推進会議で

なされた問題提起は，制度改正には至ることな

く，具体的な検討は，総務省の有識者会議に

引き継がれた96）。

通信・放送の在り方に関する懇談会
こうした経緯を経て，2006年1月から6月にか

けて総務省で開催されたのが「通信・放送の

在り方に関する懇談会」（通称・竹中懇談会）

だった。懇談会に先立って，2005年12月，竹

中平蔵総務大臣が記者会見で「国民から見る
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と放送と通信はシームレスであり，通信と放送

の融合を国民に実感してもらえるような段階にし

たい」と法制度の見直しに強い意欲を示した97）。

竹中懇談会は2000年代以降の他の有識者

会議と比べると，政治主導の性格が強いもの

であり，近年の放送政策分野では珍しく，政治

アクターが明確な政策選好を示したものだっ

た。人選の面でも，放送制度に関する総務省

の従来の有識者会議とは異なる傾向が見られる

（表20）。

竹中懇談会の位置づけについて，民放関係

者からは，「これまでも，いわゆる『私的諮問

機関』は数 あ々ったし，そこからさまざまな政策

が提言されてきたのだが，これほど通信・放送

政策に多角的に影響力を行使しようとした機関

は，それほどあったとは思えない。そこに，行

政による政策立案過程とは別の，政治の力学

をみるべきだろう」（前川2007：5）といった指

摘がなされている。

情報公開に関しても，会議の傍聴は認めず，

懇談会終了後，座長の松原聡・東洋大学教授

や竹中総務大臣が記者会見で説明する対応が

とられた。これについては，各省庁の審議会が

情報公開に向かっている中，流れに逆行してい

るとの批判もあった。また，半年間で14回の

開催は，この種の有識者会議としては「異例

表20　通信・放送の在り方に関する懇談会（竹中懇談会）

開催期間 2006年1月20日～2006年6月6日
開催回数 14回
設置形態 行政運営上の会合（総務大臣の諮問機関）
総務大臣 竹中平蔵

構成員

座長　松原聡　　　東洋大学教授
　　　久保利英明　弁護士
　　　菅谷実　　　慶應義塾大学教授
　　　林敏彦　　　放送大学教授
　　　古川享　　　慶應義塾大学教授
　　　宮崎哲弥　　評論家
　　　村井純　　　慶應義塾大学教授
　　　村上輝康　　野村総合研究所理事長

主要論点 ・放送・通信融合に対応した制度改正
・NHKのあり方

提言の概要

【報告書（2006年6月6日）】
・IPマルチキャスト放送の著作権法上の扱いの見直し
・通信・放送の法体系の抜本的見直し
・マスメディア集中排除原則の緩和（持株会社方式，キー局による出資）
・すでに割り当てられている周波数帯域の有効利用
・地上デジタル放送のIPマルチキャストによる再送信
・NHKの経営委員会の改革
・NHKのチャンネルの削減
・NHK本体と子会社の見直し
・番組アーカイブのブロードバンドでの提供
・国際放送の強化
・受信料制度の改革

その後の
経過

・2006年6月　通信・放送の在り方に関する政府与党合意
・2007年4月　放送法改正案を国会提出（2007年12月成立）
・2008年4月　改正放送法施行（NHK関連・認定放送持株会社導入など）
・通信・放送法体系の抜本的な見直しは引き続き検討

� （総務省公表資料をもとに作成）
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のハイペース」との指摘がなされた（鈴木2006：

25）。

もっとも，竹中懇談会での議論は，規制改革・

民間開放推進会議での議論に比べ，放送事業

者にとっては現実的な内容のものになった。背

景として，放送事業者と密接な関係にあった与

党の姿勢によるところが大きかったことが挙げ

られる。竹中懇談会と並行して開かれていた自

民党の通信・放送産業高度化小委員会（委員

長・片山虎之助参議院議員）がハード・ソフト

の一致原則について，緊急災害時における迅

速かつ的確な情報提供を行う上で必要不可欠

な制度であり，引き続き堅持すべきとする申し

出をしていたこともあり，竹中懇談会としては，

この問題について深入りすることはなかったとい

う（広瀬2013：37-38）。

竹中懇談会は2006年6月6日，報告書を公

表した。報告書では，「通信・放送の融合／連

携が進展するにもかかわらず，法体系上は通信

と放送が二分され，かつ，通信・放送全体で

合計9本もの法律が存在している。このような

人為的な市場の細分化により自由な事業展開

が阻害されている」とした上で，2010年までに，

基幹放送の概念の維持や放送規律の確保を前

提にしつつも，利用者のニーズに応じた多様な

サービスを提供できるよう，「伝送・プラット

フォーム・コンテンツといったレイヤー区分に対

応した法体系とすべきである」と提言した。

あわせて報告書は，法体系の見直しだけで

はなく，持株会社方式の導入を含むマスメディ

ア集中排除原則の緩和や，すでに割り当てられ

ている周波数帯域の有効利用など，放送事業

での自由な事業展開の促進に向けた既存の制

度の手直しも提言した。また，不祥事に端を発

したNHK批判を背景に，ガバナンス強化のた

めの経営委員会の抜本的改革や，チャンネル数

の削減，子会社の見直しなど，NHK改革にも

焦点を当てた。

他方，放送事業者が強く反発してきた「地上

放送のハード・ソフトの分離」は言及されな

かった。当時，民放連会長を務めていた広瀬

道貞は，「報告書から劇薬的な部分がなくなって

しまいましたから，その後の議論については，

『それでいいのでは』という感じでした。竹中懇

談会で初めて国会で意見を聴取したりして，だ

いぶ常識の線に近づいたのかもしれませんね」

（広瀬2013：39）と述べている。

一方，これと並行して検討を行っていた自民

党の通信・放送産業高度化小委員会も同年6

月2日に「今後の通信・放送の在り方について」

と題する報告書案を取りまとめ，同月20日に確

定版を公表した98）。前述のように，同報告書は

「いわゆるハード・ソフト一致原則は，緊急災

害時における迅速かつ的確な情報提供を行う

上で必要不可欠な制度であり，引き続き堅持す

べきである」としたほか，県域免許原則につい

ても維持すべきであるとして，放送事業者側の

主張に近い見解を示した（城所2006：10）。

これらの報告を受けて，2006年6月20日，与

党（自民党・公明党）と政府の間で「通信・放

送の在り方に関する政府与党合意」がなされた。

ここでは，「通信と放送に関する総合的な法体

系について，基幹放送の概念の維持を前提に

早急に検討に着手し，2010年までに結論を得

る」という目標が示されたが，方向性について

は明示されず，大枠の記述がなされるにとどまっ

た。「宮内議長や竹中総務大臣，松原座長が

意図したことは『政府与党合意』には十分に盛

り込まれず終わった」（城所2006：10）ことにな

る99）。



62│ NHK 放送文化研究所年報 2018

他方，マスメディア集中排除原則の緩和や

NHKのガバナンス強化など，放送事業者が強く

反発しなかった事項に関しては，政府与党合意

にも盛り込まれ，これらは2007年の放送法改

正で実現した。そして，「2010年までに結論を

得る」とされた通信と放送に関する総合的な法

体系に関する検討は，このあとの有識者会議に

引き継がれた。

通信・放送の総合的な法体系に関する
研究会

政府与党合意ののち，総務省は2006年9月

に，2010年までの5年間に取り組むべき施策

を掲げた「通信・放送分野の改革に関する工

程プログラム」を発表した。ここでは，通信と

放送に関する総合的な法体系について検討する

ため，総務省に「通信・放送法制企画室」を

設置するとともに，有識者で作る研究会を開催

するとした。そして，研究会の報告，さらには

情報通信審議会の諮問・答申を経て，2010年

の通常国会への法案提出を目指すことが掲げら

れた100）。

この方針をもとに，総務省は2006年8月30

日，「通信・放送の総合的な法体系に関する研

究会」の第1回会合を開催し，以降，2007年

12月までの間，20回にわたって検討を重ねた。

会議は公開で開かれ，議事録や会議資料も公

表された。この間，2007年6月には中間取りま

とめを公表し，パブリックコメントを実施すると

ともに，主要な事業者や有識者などから意見を

聴取した（表21）。

2007年12月に公表された報告書では，新し

い法体系の枠組みについて，▷規律対象をでき

るだけ大括りにする，▷規制を緩和・集約し，

必要最小限の規制・規律にとどめる，▷利用

者から見て同等のサービスには用いられる技術

に関係なく同等の規律を適用する，といった原

則を掲げている。

そして，その原則に基づいて，「コンテンツ」

「伝送インフラ」「プラットフォーム」といったレイ

ヤー別に共通的に規律を行うあり方に転換し，

世界に先駆けて最先端のレイヤー型の法体系を

目指すべきとした。また，通信・放送法制を全

体として法技術的に可能な限り大括り化し，「情

報通信法」として一本化・包括的な法制化を目

指すべきと提言した。このように研究会は，法

改正に向けて，大まかな方向性を提示する機

能を担った。

しかし，コンテンツ規律の制度設計をめぐっ

ては，多くの懸念が示された。報告書では，制

度をハード・ソフト分離型の体系に再編した上

で，情報通信ネットワークを流通するコンテンツ

のうち，公然性を有するものを社会的影響力に

応じて区分し，それに見合った規律を課すこと

を提言した。同時に，これまでの放送も「放送

に類比可能なコンテンツ配信サービス」とあわ

せて，「メディアサービス」として括り直した。こ

れに対しては，社会的影響力のみを用いてコン

テンツを区分することへの批判が上がった。つ

まり，「社会的影響力」という指標では，どのコ

ンテンツが規制対象になるかが曖昧であり，そ

うした指標を用いて恣意的にメディアを類型化

することで行政がコンテンツ規律に対する関与

を強めるのではないかという批判である。

さらに，こうした規律体系が採用された場合，

インターネット上のコンテンツ（オープンメディア

コンテンツ）に関しても，社会的影響力が強ま

れば規律の厳しいメディアサービスに区分されて

しまうのではないかという懸念や，そもそもイン

ターネット上のコンテンツ全般を制度の対象に含
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めることは不適切とする意見が示された。研究

会は報告書で，それまでの法体系を大きく見直

して「最先端のレイヤー型」にすることを提言し

たが，インターネット上の情報も含め，制度の対

象にすることには懸念が広がった。

情報通信審議会の検討委員会
研究会で示された方針をさらに具体化させる

ため，増田寛也総務大臣は2008年2月，情報

通信審議会に「通信・放送の総合的な法体系

の在り方」を諮問し，同審議会は，情報通信政

策部会のもとに「通信・放送の総合的な法体

系に関する検討委員会」を設置した（表22）。

検討委員会は，「通信・放送の総合的な法体系

に関する研究会」よりも公式な位置づけを持っ

たもので，研究会の報告書を踏まえつつも，前

述の批判も踏まえて，検討内容はより現実的な

ものに変化していった。

これについて，検討委員会の主査を務めた

長谷部恭男・東京大学教授は，法体系研究会

は「将来，どういうメディアが現れるか想定した

上で制度を考えるという，ある種のブレインス

トーミング的なところ」があったとした上で，「法

体系研究会と検討委員会で議論のニュアンスが

変わったように見えたとすれば，そもそも議論の

重点が違うからだと私は思います」（長谷部

2013：56-57）と述べている。

検討委員会では，既存の放送法を軸に，既

存の法律では対応できない問題について制度

的な手当てを行う方向で検討が進められた。そ

して，この過程で，通信・放送法制を可能な限

り大括り化し，「情報通信法」として一本化する

表21　通信・放送の総合的な法体系に関する研究会

開催期間 2006年8月30日～2007年12月6日
開催回数 20回
設置形態 行政運営上の会合（総務審議官の研究会）
総務大臣 竹中平蔵→菅義偉→増田寛也

構成員

座長　　　堀部政男　　一橋大学名誉教授
座長代理　村井純　　　慶應義塾大学環境情報学部教授
　　　　　安藤真　　　東京工業大学理工学研究科教授
　　　　　多賀谷一照　千葉大学法経学部教授
　　　　　中村伊知哉　慶應義塾大学デジタルメディア・コンテンツ統合研究機構教授
　　　　　長谷部恭男　東京大学法学部教授
　　　　　濱田純一　　東京大学大学院情報学環教授
　　　　　舟田正之　　立教大学法学部教授
　　　　　村上輝康　　野村総合研究所理事長

主要論点 ・放送・通信融合に対応した法体系（レイヤー型法体系への見直し）
・縦割りとなっている規律の整理統合

提言の概要

【報告書（2007年12月6日）】
・�通信・放送法制の抜本的再編（法制を縦割りからレイヤー構造に転換し，「情報通信法」として一
本化）
・�情報通信ネットワークを流通するコンテンツのうち，公然性を有するものについて社会的影響力に基
づいて規律
・�放送および放送に類比可能なコンテンツサービスを「メディアサービス」と位置づけ，技術中立的・
一元的に規律を適用
・それ以外の情報通信コンテンツを「オープンメディアコンテンツ」と位置づけ，規律を検討

その後の
経過 （法案化に向けた検討を情報通信審議会に引き継ぎ）

� （総務省公表資料をもとに作成）
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という考え方は後退していった。

検討委員会は，2009年8月まで20回にわたっ

て審議を行い，答申案を取りまとめた。そして，

8月26日，情報通信審議会は，検討委員会の

案を了承し，総務大臣への答申を行った。答申

は，通信・放送の融合・連携の新たなサービス

を可能とするため，制度の集約・大括り化，情

報の自由な流通の促進，経営の選択肢を拡大

する制度の整備，情報通信の安全性・信頼性

の確保，利用者・受信者の利益の保護といっ

た考え方により，法体系を全般的に見直すこと

が適当だとした。

具体的には，コンテンツ規律については，対

象を従来の放送にとどめ，「放送」の概念や名

表22　情報通信審議会	通信・放送の総合的な法体系に関する検討委員会

開催期間 2008年2月25日～2009年8月26日
開催回数 20回
設置形態 政策提言型審議会（総務省組織令第121条）
総務大臣 増田寛也→鳩山邦夫→佐藤勉

構成員
（答申時点）

主査　　　　長谷部恭男　東京大学法学部教授
主査代理　　村井純　　　慶應義塾大学環境情報学部教授
委員　　　　伊東晋　　　東京理科大学理工学部教授
委員　　　　清原慶子　　三鷹市長
委員　　　　新美育文　　明治大学法学部教授
委員　　　　村上輝康　　野村総合研究所シニア・フェロー
臨時委員　　根岸哲　　　甲南大学法科大学院教授
専門委員　　安藤真　　　東京工業大学大学院理工学研究科教授
専門委員　　大谷和子　　日本総合研究所法務部長
専門委員　　岡田仁志　　国立情報学研究所准教授
専門委員　　木村忠正　　東京大学大学院総合文化研究科准教授
専門委員　　國領二郎　　慶應義塾大学総合政策学部教授
専門委員　　菅谷実　　　慶應義塾大学メディア・コミュニケーション研究所教授
専門委員　　多賀谷一照　千葉大学法経学部教授
専門委員　　長田三紀　　東京都地域婦人団体連盟事務局次長
専門委員　　中村伊知哉　慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授
専門委員　　濱田純一　　東京大学総長
専門委員　　藤沢久美　　シンクタンク・ソフィアバンク副代表
専門委員　　舟田正之　　立教大学法学部教授
専門委員　　山本隆司　　東京大学法学部教授

主要論点 ・放送・通信融合に対応した法体系
・規律の整理統合

提言の概要

【答申（2009年8月）】
・放送法を核として放送関連4法の制度を大括り化
・コンテンツ規律を「放送」にとどめ，概念・名称を維持
・ハード・ソフトの一致・分離を放送事業者が選択可能に
・一定の放送を確保するための基本計画を設け，地上放送・特別衛星放送は基本計画の対象に
・放送番組の種別の公表を求める制度を整備
・マスメディア集中排除原則を必要に応じて見直し
・放送・有線放送に関する安全・信頼性を確保
・視聴者保護へ有料放送の提供条件の説明義務などを新設
・再送信同意などに関する紛争処理機能を整備

その後の
経過

・2010年�3�月　放送法改正案提出（審議未了で2010年6月廃案）
・2010年10月　放送法改正案再提出
・2010年11月　参議院本会議で可決・成立（2010年12月公布）
・2011年�6�月　改正放送法が全面施行

� （総務省公表資料をもとに作成）
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称を維持すること，公然性を有する通信コンテ

ンツの違法・有害情報については別途対応す

るのが適当とした上で，放送法を核として放送

関連4法の制度の大括り化を図ることや，ハー

ドとソフトの分離または一致を事業者が選択可

能とする制度を整備することが適当だとした。

伝送サービス規律については電気通信事業法を

核として制度の大括り化を図ること，放送にか

かわる設備の維持義務等の規定を整備するこ

とが適当としたほか，伝送設備規律については

電波法において電波利用の柔軟化を図ること等

の内容を盛り込んだ。

検討委員会での議論を反映して，前述の研究

会報告書から軌道修正が図られた点は多い。

「放送」の概念や名称が維持されることになっ

た点はその一つである。これに伴って，「メディ

アサービス」という用語は消え，新たな法体系

で規律されるコンテンツも従来の範囲にとどめ

られた。

これについて答申は，「インターネットによる

一斉同報等の放送に類似した通信を，放送とと

もに『メディアサービス』（仮称）としてコンテン

ツ規律の対象とすることに対しては，……批判

的意見や慎重な意見が多く，これまでの考え方

を変えるに至るまでの必要性は認められない」

と記述している。答申はまた，放送規律の根拠

について，社会的な影響力に加え，有限希少

な周波数を占用する点を挙げ，もっぱら社会的

な影響力に基づいてコンテンツを区分し，規律

する研究会報告書の考え方には修正が加えられ

た。

他方，コンテンツ規律に関しては，検討過程

で新たな論点も浮上した。その一つが，ショッ

ピング番組（通販番組）の規制をめぐる問題で

ある。検討委員会では，ショッピング番組が増

加しているといった指摘や，広告なのか情報番

組なのか性格が判然としないといった指摘がな

され，答申には，地上放送事業者などに対して，

ショッピング番組を含め，番組ごとに「教養」や

「娯楽」といった種別の公表を求めることが盛

り込まれた。

こうして検討が具体化するにつれて，世界最

先端の法体系を目指すとした当初の構想は，よ

り現実的な制度設計へと変化するとともに，法

改正によって放送制度が当面抱える問題を解決

するという性格が強まることになった。有識者

会議は，放送業界の利害を反映させつつ，制

度改革をより現実的なものにする機能を担った

ことになる。

答申後に追加された規定の削除
ただし，放送法改正案は，情報通信審議会

の答申どおりというわけではなかった。まず，

参入にあたってハード・ソフト別に規律を行う法

体系には例外が設けられ，地上放送に関して

ハード・ソフト一致の経営を選択する場合には，

従来どおりハード部分の放送局免許のみでソフ

ト部分の放送事業を行えることとなった。これ

は，地上放送の場合，ハード・ソフト別に参入

手続きを行う制度になると，従来の無線局（放

送局）免許に加え，新たに放送業務に関する

総務大臣の認定手続きが必要になることから，

番組内容への行政の介入が行いやすくなるとい

う懸念が放送業界などから示されたためであ

る。法案化の段階で放送業界の意向がさらに

反映された形となった。

また，2009年9月の政権交代に伴い，民主

党を中心とする政権が発足したことで，答申に

はなかったマスメディア集中排除原則の基本部

分の法定化などが追加された。従来，省令で規
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定されていた同原則の具体的内容を法律で規

定することについて，情報通信審議会の答申

は，「情報通信の高度化に伴う環境の変化に迅

速に対応する必要があること等から，慎重な検

討が必要」として前向きではなかった。しかし，

政権交代に伴って就任した原口総務大臣は，

言論・報道の自由を保障するための制度として

マスメディア集中排除原則を法定化する必要が

あるという考えを強調した101）。また，特定の資

本が新聞やテレビなど多数のメディアを傘下に

収める，いわゆるクロスオーナーシップを規制す

べきとして，法案の附則に，法律の施行後3年

以内に新聞社・通信社と放送事業者の関係に

ついて検討を行い，それに基づいて「所要の

措置を講ずる」という規定が追加された102）。

さらに，与党の意向を反映する形で，放送法

改正案には，▷電波監理審議会が放送に関す

る重要事項について諮問によらずに調査し総務

大臣に建議できるようにする規定，▷NHKの

経営委員会の構成員に新たにNHK会長を加え

表23　通信・放送の総合的な法体系に関する検討委員会の提言と改正項目

提言の概要 提言
項目

改正
項目

改正の概要
（2010年放送法改正・2011年省令改正）

放送法を核として放送関連4法の
制度を大括り化 ○ ◎ 放送関連4法を一本化

コンテンツ規律を「放送」にとどめ，
概念・名称を維持 ○ ◎ 「放送」の概念・名称を維持（「放送」は有線も

含むものに）
ハード・ソフトの一致・分離を
放送事業者が選択可能に ○ ◎ ハード・ソフトの一致・分離を放送事業者が

選択可能に
地上放送・特別衛星放送を対象に
一定の放送を確保するための基本計画 ○ ◎ 放送を基幹放送・一般放送に整理，基幹放送は

基幹放送普及計画の対象に
放送番組の種別の公表を
求める制度を整備 ○ ◎ 放送番組の種別の公表を義務づけ

マスメディア集中排除原則を
必要に応じて見直し ○ ◎ 放送対象地域が重複しない場合の支配基準を緩和

【省令改正】
放送・有線放送に関する
安全・信頼性を確保 ○ ◎ 放送設備の技術基準適合を義務づけ

視聴者保護へ有料放送の提供条件
の説明義務などを新設 ○ ◎ 有料放送の提供条件の説明義務の新設

再送信同意などに関する
紛争処理機能を整備 ○ ◎ 再放送同意に関する紛争処理制度の整備

● マスメディア集中排除原則の基本部分の法定化

▲ 電波監理審議会が諮問によらずに建議可能
［2010年5月削除］

▲ NHK経営委員会の構成員に会長を加えること
［2010年11月削除］

▲ 経営委員，会長，副会長，理事の欠格事由を緩和
［2010年11月削除］

▲ クロスメディア所有規制見直しの検討（附則）
［2010年11月削除］

◎＝有識者会議の提言に基づき改正された事項� （筆者作成）
●＝有識者会議の提言に基づかずに改正された事項
▲＝有識者会議の提言に基づかずに法案化→不成立
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る規定，▷NHK会長などの欠格事由を緩和す

る規定，が盛り込まれた。

しかし，有識者会議の議論を経ずに，政権

交代後に追加された事項の多くは，法案審議の

過程で削除された。放送法改正案は2010年3

月に国会に提出され，5月に衆議院総務委員会

での議論が始まったが，電波監理審議会の機

能強化に関する規定について，個別の放送番

組を調査することにつながるのではないかと

いった懸念が示され，与党から同規定の削除を

内容とする修正案が提出された。修正案は，

衆議院の総務委員会と本会議で可決されたあ

と，参議院に送られたが，鳩山内閣退陣に伴う

国会審議の停滞により，参議院総務委員会で

は一度も審議されることなく，同年6月，通常

国会の閉会とともに廃案となった（山本2010b：

44）。

そして，放送法改正案は2010年10月に再提

出されたが，提出後の与野党協議でさらに修正

が加えられた。具体的には，▷NHK経営委員

会の構成員にNHK会長を加える規定，▷NHK

会長などの欠格事由を緩和する規定，▷附則の

クロスメディア規制に関する規定，の3つを削

除するもので，当時，野党だった自民党の修正

要求103）を取り入れたものになった（山本2011：

44）。修正された放送法改正案は同年11月,参

議院本会議で可決・成立し，12月に公布された

あと，翌2011年6月に全面施行された（表23）。

このように，政権交代後，放送・通信法体

系見直しをめぐって新たな問題が提起された。

しかし，マスメディア集中排除原則の基本部分

の法定化など成立した事項はあるものの，政権

交代後に盛り込まれた項目の多くは，自民党な

どの反対を受けて，国会審議の段階で削除さ

れた。結局，2010年の放送法改正で成立した

事項は，2009年の政権交代以前から総務省の

有識者会議が検討してきた項目だった。政権交

代にもかかわらず，法改正の方向性は大きく変

わらなかったことになる。

Ⅳ−4 「公式化」「制度化」する 
有識者会議

放送政策に関する調査研究会
近年，国の政策決定においては，「集権化」

が多くの分野で起きているとされる。政策決定

過程で，首相やその周辺の国会議員・官僚の

役割が増大する一方，政府外の与党議員や利

益集団の役割が低下しているといった指摘であ

る（竹中編2017：279-284）。また，政策が政

権にとって重要な問題である場合，内閣官房・

内閣府の有識者会議で議論が進められ，そう

した面でも「官邸主導」が強まっているとされる

（秋吉2017：118）。

しかし，放送政策分野ではそうした動きは必

ずしも観察されず，2010年の放送法改正以降も，

総務省の有識者会議の提言を軸に制度改正が

行われている。2012年11月，総務省は「放送政

策に関する調査研究会」を設置しているが104），

従来と同様，構成員は放送分野に詳しい学識

経験者からなっており，従来の有識者会議から

の大きな変化はない（表24）。

この有識者会議は2007年放送法改正で施行

5年後の検討を求められていた5つの項目105）の

うち，外国人向けテレビ国際放送と認定放送

持株会社制度の2項目について検討を加える目

的で開催された。加えて，「時代に即した放送

政策の在り方」についても検討を行うとされ，

NHKが要望したインターネット活用業務につい

てもあわせて議論が行われた。
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「放送政策に関する調査研究会」は15回にわ

たる会合ののち，2013年8月9日に第一次取り

まとめを公表した。第一次取りまとめでは，外

国人向けテレビ国際放送に関して，NHKのテ

レビ国際放送の開始・休止等手続きの簡素化

や，国内のケーブルテレビ事業者への番組提供

の任意業務化を提言した。

また，認定放送持株会社制度に関して，議

決権保有と役員兼任の規制についての特例制

度の枠内での緩和や，資産割合制度について

放送事業用資産への計上の緩和を提言した。

NHKのインターネット活用業務については，よ

り積極的な展開が適当としつつも，法人の性格

上限定が必要とし，①公共性，②放送補完，

③市場への影響，という3つの基準に従って判

断することが適当とした。

「放送政策に関する調査研究会」はさらに，ラ

ジオ放送事業者の経営基盤の強靭化に関する

制度整備を行う必要性が生じたことから106），

第一次取りまとめの公表後，3回にわたって会

合を開催した。そして，2014年2月25日に，第

二次取りまとめを公表した。

第二次取りまとめでは，経営の合理化に取り

組もうとする放送事業者による事業再編をより

柔軟に行うことを可能とする「認定制度」を導

入すべきとした。具体的には，認定を受けるこ

とによって，異なる放送対象地域で放送番組を

同一化することや，マスメディア集中排除原則

の特例措置を受けることが可能になるといった

ものである。

提言を受けて，政府は2014年3月，放送法・

電波法の改正案を国会に提出した。改正案の

表24　放送政策に関する調査研究会

開催期間 2012年11月21日～2014年2月25日
開催回数 15回
設置形態 行政運営上の会合
総務大臣 樽床伸二→新藤義孝

構成員

座長　長谷部恭男　東京大学法学部教授
　　　大久保直樹　学習院大学法学部教授
　　　大谷和子　　日本総合研究所法務部長
　　　小塚荘一郎　学習院大学法学部教授
　　　曽我部真裕　京都大学大学院法学研究科准教授
　　　新美育文　　明治大学法学部教授
　　　山下東子　　明海大学経済学部教授
　　　山本隆司　　東京大学法学部教授

主要論点

・外国人向けテレビ国際放送
・認定放送持株会社制度とマスメディア集中排除原則
・NHKのインターネット活用業務
・放送の経営基盤の強化に関する制度整備

検討結果

【第一次取りまとめ（2013年8月9日）】
・外国人向け国際放送に関する手続きの簡素化
・認定放送持株会社制度に関する規制緩和
・NHKのインターネット活用業務の拡大
【第二次取りまとめ（2014年2月25日）】
・放送の経営基盤の強化に資する制度整備

答申後の
状況

・2014年6月　改正放送法成立
・2015年4月　改正放送法施行

� （総務省公表資料をもとに作成）
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内容は概ね取りまとめの内容を踏まえたものに

なった。このうち，NHK関係では，国際放送

について，NHKワールドTVの放送番組の国内

放送事業者への提供を恒常的な業務として行う

ことが可能になった。また，国内ラジオ放送や

大規模災害時の放送などについて，インターネッ

ト配信を恒常的な業務として実施することが可

能となった。

民放関係では，経営基盤強化計画の認定制

度が新たに創設された。これは，チャンネル数

の確保困難が予想される地域で総務大臣が個

別に計画を認定し，それによって放送事業者が

異なる放送対象地域で同一の放送番組を放送

することが可能になるというものである。また，

認定放送持株会社制度に関して，議決権保有

が可能な範囲が拡大された。これらを盛り込ん

だ改正放送法は2014年6月に成立し，2015年

4月に施行された（表25）。

制度改正の方向性については，有識者会議

の議論の過程で，構成員の間で意見が分かれ

たり，関連業界からの異論が示されたりするこ

ともあったが107），有識者会議の提言がまとま

ると，ほぼそれに沿った形で制度改正が行わ

れたことになる。

こうした放送政策形成のあり方に関しては，

法治主義の観点からは問題があるものの，実態

を考慮すれば評価できる面もあるとする見方も

ある。曽我部（2016）は，「日本の情報通信行

政では，このような公権力の非公式的な働きか

け，特にステークホルダーや有識者から構成さ

れる研究会等の報告書を契機とする事業者の

取り組みによって実質的な規制が行われるとい

う『報告書行政』とでも称するべき傾向が顕著

であるように思われる」と指摘している。その上

で，「憲法的規律の困難化や法治主義の観点か

ら，ひとまずは消極的な評価がなされうるが，

少なくともこれまでの実績をみる限りは，内容

的には相当に合理的な規律がなされている以

上，実体的な情報法の観点からは一定の評価

を行うことも可能だろう」（曽我部2016：40）と

の見方を示している。2000年代以降の有識者

会議については，上記で指摘されるような傾向

がさらに強まっていると考えられる。

放送を巡る諸課題に関する検討会
2014年に放送法改正がなされてからも，技

術の進展によって，放送を取り巻く環境は大き

く変化している。このため，総務省は「①日本

の経済成長への貢献並びに市場及びサービス

のグローバル化への対応，②視聴者利益の確

表25　放送政策に関する調査研究会の提言と改正項目

提言の概要 提言
項目

改正
項目

改正の概要
（2014年放送法・電波法改正）

国際放送の充実 ○ ◎ 外国人向けテレビ国際放送の国内放送事業者への提
供を恒常的な業務として実施可能に

認定放送持株会社の要件緩和 ○ ◎ 認定放送持株会社のもとで議決権保有が可能な範囲
を拡大

NHKのインターネット活用 ○ ◎ ラジオ放送，大規模災害時の放送，国際放送の同時
配信を恒常的業務として実施可能に

放送事業者の経営基盤強化 ○ ◎ 放送事業者の経営基盤強化計画の認定に係る制度の
創設

◎＝有識者会議の提言に基づき改正された事項� （筆者作成）
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保・拡大等の観点から，中長期的な展望も視

野に入れた検討を行うこと」を目的として，2015

年11月から，「放送を巡る諸課題に関する検討

会」を開催している。

なお，同検討会の開催に先立ち，自民党の

「放送法の改正に関する小委員会」（委員長・

佐藤勉衆議院議員）が2015年9月，放送制度

の改正に向けた第一次提言をまとめている。提

言は，総務省とNHKに対して，受信料の徴収

経費の削減と公平負担の実現のため，支払い

義務化に向けた制度設計を行うことを求めてい

る。また，番組のインターネット常時同時配信

の実現に向けたロードマップを作成するととも

に，こうした施策による支払い率の向上や経費

削減によって，どの程度受信料を値下げできる

のかについて，シミュレーションを行うことを求

めている108）。

検討会では，こうした要請も考慮しつつ，▷

今後の放送の市場及びサービスの可能性，▷視

聴者利益の確保・拡大に向けた取り組み，▷放

送における地域メディア及び地域情報確保の在

り方，▷公共放送を取り巻く課題への対応，の

4点を中心に検討を進め，2016年9月9日，第

一次取りまとめを公表した。

第一次取りまとめでは，今後，検討が求めら

れる課題として，①新サービスの展開，②地域

に必要な地域情報の確保，③新たな時代の公

共放送，の3点を挙げている。第一次取りまと

めは，制度改正が必要な点について具体的に

言及するというよりも，まずは大まかな方向性

を整理するものとなった。検討会では，制度改

正が必要な内容を具体化させていくため，第一

次取りまとめに基づく検討を継 続している

（2017年11月現在）。

Ⅳ−5  小括
2000年以降，放送制度の見直しにあたって

は有識者会議が開催されることが定着した。そ

して，総務省の有識者会議が行った提言の実

効性あるいは影響力は増し，制度改正が具体

的に求められた事項については，その直後の放

送法改正や省令改正にほぼ反映されている。ま

た，放送概念の再検討のように，直ちに制度

改正がなされなかった事項についても，その後

の有識者会議で継続的に検討が行われ，最終

的に制度改正に盛り込まれた。

他方，有識者会議の議論を経ずに制度改正

を行うことは難しくなっている。例えば，2007

年改正の際の再発防止計画の導入に関する規

定や，2010年改正の際の電波監理審議会の機

能強化に関する規定は，有識者会議後の政治

過程で盛り込まれたものだが，法案の国会提

出後に削除され，実現に至っていない。有識者

会議での調整が制度改正の前提となりつつある

ことがわかる。

また，政権交代を経ても，有識者会議の提

言に基づいて制度見直しが行われる政策過程

は変わらず，検討事項そのものも大きくは変化

しなかった。政権交代後に行われた2010年の

放送法改正は，以前から開かれていた有識者

会議での議論を基礎としたものであり，改正の

骨格部分は従来から変わっていない。放送政

策は，政治問題化することが多い番組規制の

問題を除けば，専門的・技術的な問題が大半

を占め，政党間による政策選好の違いが比較

的小さいことが要因として挙げられる。

このように2000年代に入り，有識者会議の

決定がその後の制度改正に与える影響力はさら

に増した。放送制度の検討を行う有識者会議



71

放送法改正における有識者会議の機能

はもっぱら学識経験者で構成されたが，提言作

成に先立って放送事業者から意見を聴くことが

慣例化し，有識者会議が行政側と放送業界と

の合意形成を図る場として活用された。そして，

そうした手続きを通じて，提言に対する反発が

生じにくくなったことが，決定内容の正統化に

寄与したと考えられる。さらに，会議の公開な

ど，運営の透明化が進んだことも，有識者会

議の正統性の確保につながった。

こうして有識者会議の公式化・正統化が進ん

だことで，放送制度に関する課題が認識される

と，まずは有識者会議を開催し，そこで政策ア

イディアを検討するという政策形成のあり方が

定着した。そして，そうした手続きが慣例化す

ることで，放送事業者や所管官庁を中心とする

政策共同体の影響力がさらに強まった。近年，

国の政策決定においては，「集権化」「官邸主

導」が多くの分野で起きているとされるが，放送

政策ではそうした傾向は必ずしも観察されない。

Ⅴ 考察

Ⅴ−1  結論
有識者会議と制度改正の関係

これまでの議論をもとに，有識者会議と放

送法改正との関係を整理したものが表26であ

る。有識者会議の提言に基づいて改正がなさ

れた項目は「◎」印，提言に基づいて改正案が

作成されたものの最終的に改正には至らなかっ

た項目は「△」印で示した。一方，有識者会議

の提言を受けることなく改正がなされた項目は

「●」印，有識者会議の提言を受けることなく

改正案が作成されたものの，最終的に改正に

至らなかった項目は「▲」印で示した。

また，表の右側には，番組規律の強化など

番組に対する直接的な規制にかかわるものを，

左側には，番組に対する影響がより間接的な，

法体系全体の見直しや構造規制の緩和などを

まとめ，時期によって，制度見直しの焦点や有

識者会議と制度改正の関係がどのように変化し

たのかを概観できるようにした。このため，ここ

までの表で示したものとは表現が異なる部分が

ある。

本研究では，有識者会議の特徴に応じて，

戦後を3期に分け，放送制度の見直しに至る過

程を検討してきた。簡単に振り返ると次のよう

になる。

まず，第1期（1950年代～1980年代前半）を

見ると，1959年改正では，事務当局が示した

政策アジェンダに沿って有識者会議が検討を進

めていくという政策形成のあり方は定着しておら

ず，有識者会議での議論の過程で検討内容は

郵政省が当初提示したものから乖離していっ

た。最終的な提言も少数意見の付記に見られ

るように，全員一致の形はとられなかった。そ

して，提言から法改正までに2年以上が経過す

るうちに，提言にはなかった番組規制の強化策

が改正項目に追加されていった。この時点の有

識者会議は，事務当局の方針を追認する「隠

れ蓑」だったとは言いがたいが，一方で，制度

改正に与える影響力も限定的なものだった。

このあと，1960年代には，制度見直しの必要

性が高まる中，臨時放送関係法制調査会が放

送制度の大幅な見直しを提言した。このときは

提言内容にほぼ即した形で，放送法改正案が

作成され，国会に提出された。有識者会議の

位置づけはより公式なものになり，その提言は

一定の影響力を持ったことになる。
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表26　有識者会議の提言と放送制度見直しの関係

有識者会議 放送法・
関係省令改正

法体系全般 サービス拡大・
規制緩和 NHK改革 番組規制

法
体
系
全
体
の
見
直
し

地
域
免
許
制
度
・
放
送
対
象
地
域
制
度
の
明
文
化

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
集
中
排
除
原
則
の
根
拠
の
明
確
化

「
放
送
」
の
定
義
の
見
直
し

多
重
放
送
・
ワ
ン
セ
グ
独
立
利
用
な
ど

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
集
中
排
除
原
則
の
緩
和

認
定
放
送
持
株
会
社
の
導
入
・
規
制
見
直
し

民
放
の
有
料
放
送
関
連
の
規
定
整
備

番
組
調
和
原
則
の
適
用
範
囲
限
定

番
組
審
議
機
関
の
設
置
義
務
の
適
用
除
外

業
務
の
見
直
し
・
拡
充
・
出
資
対
象
拡
大

経
営
委
員
会
の
機
能
・
構
成
員
の
見
直
し

国
際
放
送
の
充
実

受
信
料
の
支
払
い
義
務
化

番
組
準
則
の
見
直
し

番
組
調
和
原
則
の
新
設
・
機
能
強
化

番
組
基
準
の
新
設

番
組
審
議
機
関
の
新
設
・
機
能
強
化

番
組
供
給
に
関
す
る
協
定
の
制
限

放
送
事
業
者
に
対
す
る
資
料
提
出
要
求
権

災
害
放
送
の
義
務
づ
け

訂
正
放
送
の
請
求
期
間
延
長

再
発
防
止
計
画
の
提
出
制
度

番
組
に
関
す
る
世
論
調
査
機
関
設
置

臨時放送法審議会 1959年改正 ◎ ◎ ● ● ● ● ● ◎

臨時放送関係法制調査会 1966年改正案
（廃案） △ △ △ △ ▲ △ △

放送の多様化に関する調
査研究会議 1982年改正 ◎ ● ●

ニューメディア時代におけ
る放送に関する懇談会

1988年改正
（1988年省令改正）◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

新時代における放送産業
の在り方に関する懇談会

1994年改正
1995年改正
（1995年省令改正）

◎ ● ◎ ●

多チャンネル時代における
視聴者と放送に関する懇
談会

1997年改正 ◎ ● ◎

放送政策研究会 （2004年省令改正） ◎ ◎

デジタル化の進展と放送
政策に関する調査研究会

2007年改正
（2008年省令改正） ◎ ◎ ◎ ◎ ※ ※ ※ ▲

通信・放送の総合的な法
体系に関する検討委員会 2010年改正 ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ▲ ◎

放送政策に関する調査研
究会 2014年改正 ◎ ◎ ◎ ◎

◎＝有識者会議の提言に基づき改正された事項� （筆者作成）
△＝有識者会議の提言に基づき法案化→不成立
●＝有識者会議の提言に基づかずに改正された事項
▲＝有識者会議の提言に基づかずに法案化→不成立
※＝2006年の政府与党合意を反映した改正
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しかし，放送法改正案の国会提出後，番組

規制の強化や民放に対する事業免許制の導入

をめぐって，さまざまな関係者が対立し，政治

問題化したことで，制度の見直しは挫折した。

そして，このあと1960年代後半から1970年代

にかけて放送法改正が試みられたものの，制

度改正は実現しなかった。有識者会議の提言

に基づいて法改正を行う枠組みは，十分に定

着していなかった。

そうした制度見直しの過程が変化したのは，

第2期（1980年代後半～1990年代）になって

からのことである。転機となったのが，1985年

から1987年にかけて開かれた「ニューメディア

時代における放送に関する懇談会」だった。こ

の有識者会議には，学識経験者に加えて放送

業界の代表も入り，政策アイディアの検討に加

え，業界との調整を図る機能を担った。また，

取り上げる論点も，チャンネルプランの根拠の

法定化やマスメディア集中排除原則の見直しな

ど専門的・技術的な問題，あるいは政治問題

化しにくい問題の検討が中心となった。番組規

制をめぐる議論が後景に退いたことで，それま

でのように番組規制の強化をめぐって関係者間

で大きな対立が生じることなく，有識者会議の

提言に基づいた制度改正が実現した。

さらに，1990年代に入り，多メディア・多チャ

ンネル化が進み，放送行政の専門性が強まる

中で，郵政省が政策の大まかな方向性を提示

し，有識者会議での検討を経た上で，制度改

正がなされるという制度見直しの流れが慣例化

していった。1950年代と同様，放送番組をめ

ぐる問題を契機に番組規制を求める世論が強ま

ることもあったが，郵政省の有識者会議は一般

に表現規制の強化には慎重な立場をとった。そ

して，有識者会議を通じた制度の見直しが定着

したことで，従来のように有識者会議での検討

を経ることなく制度見直しがなされる事例は

減っていった。表の●印が減ったことからも，

そうした傾向は読み取ることができる。

第3期（2000年～）に入ると，所管官庁（総

務省）の有識者会議を通じて制度改正がなさ

れる枠組みがさらに固定的なものになった。有

識者会議を舞台にして，放送業界と総務省の

間で合意形成が図られ，それが有識者会議の

提言にも反映された。そして，そうした政策共

同体内部での利害調整を経た上で形成された

提言をその後，政治の場において覆すことは困

難になった。政治主導で制度改正を進めようと

する場合にも，2006年の「通信・放送の在り

方に関する懇談会」（竹中懇談会）の開催に見

られるように，改めて有識者会議を開くといっ

た対応がとられた。

また，会議運営に関する情報公開が進み，意

見聴取手続きの実施が慣例化したことも，有識

者会議の正統性を高めるのに寄与した。これに

関しては，政策共同体の外部の意見が実質的

にどれだけ反映されたかという点について，疑

問を差し挟む余地がある。また，アジェンダ設

定や構成員の人選の不透明さについては，解消

されたわけではない。ただ，形式的には，従来

からあった有識者会議に対する批判を一定程

度，回避できる枠組みが整ったという面がある。

こうして放送分野では，総務省が開催する有

識者会議を経た上で制度見直しがなされる枠

組みが定着したことで，政権交代が放送制度に

与えた影響は限定的なものとなった。2010年

の放送関連法の再編では，政権交代後に改正

案に盛り込まれた項目もあったものの，それら

の多くは国会修正の段階で削除されている。政

権交代の前後で有識者会議の議論の方向性は
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概ね変化せず，その提言に沿った法改正がなさ

れたことになる。

改正事項の推移を見ても，1950年代から1980

年代前半にかけては，番組規制に関連した規

定の改正が目立つが，有識者会議を通じた制

度改正が慣例化していくのにあわせてそうした

傾向は変化していった。1980年代後半以降，

改正事項は，番組規制に関連したものに代わっ

て，マスメディア集中排除原則など構造規制の

緩和や法体系全般の見直しといった項目が中心

になっている。この間，放送番組に対する批判

がなくなったわけではないが，有識者会議の役

割が定着するにつれ，制度見直しで番組批判

の問題を考慮に入れる場合でも，より間接的な

手法が検討されるようになった。

放送政策分野の有識者会議の特徴
ここまで見てきたように，放送制度を検討して

きた有識者会議（郵政省・総務省が開いた有

識者会議）は一般に，番組規制の強化には慎

重な姿勢を示すとともに，制度の安定性を考慮

した検討を行うことが多かった。

番組規制に関しては，1950年代以降，文部

省が設置してきた審議会やそれと関係が深い

教育関係者，あるいは政権与党の国会議員は，

番組批判の高まりを背景に，直接的な規制の強

化を求めることが多かった。しかし，郵政省・総

務省が開催した有識者会議は，慎重な姿勢で

議論を進めることが多く，放送事業者の自主的

な対応を促すなど，より間接的な方策を探るこ

とが多かった。例えば，番組種別に関する情報

公開を通じて放送事業者に適切な制度運用を

促す方策や，法定の放送番組審議機関や放送

事業者が設立する第三者機関を活用することで

自主的に問題を解決させるといった方策である。

また，番組規制以外の制度見直しでも，業

界秩序の大幅な変更につながるような制度改

正ではなく，漸進的な改革を提言することが多

かった。放送と通信の融合など，メディア環境

の変化に対する制度的対応をめぐっては，1990

年代以降，公正取引委員会の有識者会議や内

閣のIT戦略本部が，それまでの放送のあり方

の抜本的な見直しにつながる提言を行うことも

あった。しかし，郵政省・総務省の有識者会

議は，従来の放送秩序の維持を前提とした検

討を行い，放送事業者の納得が得られやすい

提言を行うことが多かった。

このように，放送分野では，特に1980年代

後半以降，郵政省・総務省の事務当局が主導

する形で開催された有識者会議が，放送事業

者が比較的受け入れやすい制度見直し案を提

示し，それに基づいて漸進的な改革がなされる

事例が目立つ。取り扱う内容の専門性もあり，

放送事業とかかわりが深い関係者で作る政策

共同体で行われた検討結果に基づき，制度の

見直しがなされてきたと言える。

そして，そうした有識者会議の性格は2000

年代以降も変わらず，影響力も維持されている。

他の行政分野では，近年，政策決定過程の集

権化，端的には内閣官房の主導による政策形

成が観察されるが，放送制度の見直しにおいて

は，そうした傾向は必ずしも見られない。また，

政権交代によって政策の方向性が変化する傾

向も顕著には現れてはいない。

有識者会議が定着した要因
このように放送政策分野では，特に1980年

代後半以降，有識者会議が示した提言に沿って

制度改正が進められることが多くなった。そし

て，政府の有識者会議の中でも，放送制度の見
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直しでは，もっぱら所管官庁（郵政省・総務省）

の有識者会議が機能を果たすことになった。

これは，そもそも放送制度を担当しているの

が郵政省・総務省であるという点に加えて，郵

政省・総務省の有識者会議が，放送業界の利

害を調整し，放送事業者にも納得が得られやす

い結論を導き出してきた点が要因として考えら

れる。放送法改正につながる有識者会議はもっ

ぱら学識経験者で構成されることが増えていっ

たが，放送事業者からの意見聴取などを通して，

事業者側も合意できる政策案の検討が行われ

てきた。このため，郵政省・総務省の有識者

会議の提言は，放送に関連した政策共同体に

よって支持されることが多く，それによって制度

改正にあたっての影響力を保ってきたと言える。

そして，政策形成にあたっての有識者会議の

正統化が進むにつれて，放送政策そのものも，

有識者会議を通じた政策形成に親和性を持つ

方向へと変化し，それが，さらに有識者会議の

活用につながっている面がある。有識者会議の

開催が慣例化するのと並行して，放送制度の見

直しでは，番組規制の強化が中心的な論点に

なることが減り，代わってマスメディア集中排除

原則の緩和など専門的・技術的な検討事項が

増えていった。これらの制度設計を行う上では，

放送事業の構造を理解した上での専門的な知

見を要することから，有識者会議が導き出した

結論をその後の政治過程で覆すことは難しく

なっていった。

さらに，有識者会議の正統性が高まることで，

番組規制に関連した制度の見直しがなされる場

合でも，まずは専門家からなる有識者会議に

委ねられることが増えていった。番組規制の強

化では，有識者会議の提言を経ずに政治主導

で盛り込まれた事項は制度改正に至らないこと

が多くなっていった。こうして，さまざまな要因

が関係する形で，有識者会議が放送制度の見

直しにあたって不可欠な位置を占めるに至った

と考えられる。

有識者会議を通じた政策形成が抱える問題
有識者会議を通じた制度形成が慣例化する

一方で，従来から指摘されてきた，有識者会議

が行政の「隠れ蓑」になっているとの批判が完

全に払拭されたわけではない。有識者会議が

行う議論については情報公開が進んでいるもの

の，その前段階の，委員の選定や政策アジェン

ダの設定などについては不透明な点が多い。省

庁の事務局は，委員の人選の段階から，最終

的な着地点を見据えて展開のシナリオを作成し

ているとの指摘もあるが，公表資料からはそう

した過程は浮かび上がってこない。有識者会議

の運営のすべてについて情報公開が進んでいる

というわけではない。

また，機能の限界という点では，当該政策

分野の所管官庁が開催する有識者会議では扱

いにくい政策アジェンダがあることにも留意が必

要である。ここまで見てきたように，総務省が

開催する有識者会議が「放送分野の規制監督

機関として行政委員会を導入すべき」といった，

行政機関そのものの見直しにつながる提言を行

うことは考えにくい。また，有識者会議がそう

した提言を行ったとしても，実現する可能性は

低い。放送分野の規制監督機関をめぐっては

従来，「政権からの距離を保つために独立性の

高い行政委員会の導入が好ましいのではない

か」といった問題提起がなされてきたが，通常

の政策決定の流れの中でそれが実現するとは

考えにくい。

さらに，有識者会議の提言は，一般に，従
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来の制度の存在を前提とした漸進的な改革を

求めるものとなることから，従来の放送秩序を

大きく変更するような改革は難しい。放送メディ

アをめぐる環境が激変した場合に，有識者会

議がそれに見合った判断を行うことができるか

どうかは判然としない。

政策の検討範囲が限定される点は，有識者

会議の問題というよりも，所管官庁がアジェン

ダ設定で主導権を握ることによって生じる問題

とも言える。ただ，そうした政策決定過程にお

いても有識者会議が重要な機能を果たし，その

提言に基づいて制度変更がなされる実態が続

いてきた。このため，上記の点は，構成員の選

定や論点の設定方法を含め，有識者会議のあ

り方そのものにかかわる問題と捉えることもでき

る。

郵政省・総務省の有識者会議は，これまで

放送事業者の納得を得られやすい現実的な結

論を導き出してきた。他方で，有識者会議の議

論が放送事業を取り巻く政策共同体の了解が得

られる範囲のものにとどまっているゆえに，メ

ディア環境の変動に伴って制度を大幅に見直す

必要が出てきた場合には，十分に対応できなく

なる可能性もある。有識者会議を活用した政策

形成には一定の限界がある。

解明が求められる研究課題
本研究では，放送制度見直しの議論を行っ

た有識者会議を取り上げ，それが制度改正にど

のように関係しているかについて主に検討して

きた。それによって，放送法改正にあたっての

政策決定の流れはより明確になったと考えられ

る。一方で，郵政省・総務省の当初の方針に対

して，有識者会議がどの程度，独自性を発揮

したのか，あるいは，有識者会議が行政の「隠

れ蓑」になっているとの批判がどの程度の妥当

性を持つのかという点については，十分に解明

できなかった部分がある。

これは，本研究では，主に公表資料に依拠し

て有識者会議の機能の検証を行ってきたが，有

識者会議の開催に至る経緯や構成員の人選，ア

ジェンダ設定のあり方，さらには報告書の実質

的な執筆者といった有識者会議の運営の実態

は，公表資料からは浮かび上がってこないため

である。これらについては，会議の構成員や事

務局を務めた官僚からのヒアリングなどを行うこ

とで，実態の解明を進めることが課題となる。

また，情報公開請求などを通じて，制度見直し

に関する新たな資料を見出していくことも必要

と思われる。

さらに，放送政策分野の有識者会議は，制

度改正を目的としたものだけではなく，例えば，

中長期的な政策ビジョンを策定したり，技術規

格の検討を行ったりするものなど，多種多様で

ある。また，放送政策の形成にあたって重要な

役割を果たしたのは，郵政省や総務省が開催し

てきた有識者会議に限らない。並行して開かれ

た与党内での議論や，国会提出後の修正協議

も，制度見直しの方向性に影響を与えた。本研

究では，もっぱら制度改正に関連した有識者会

議に焦点を当てたが，放送政策の決定過程を

検証するためには，より幅広く対象を選定して

いくことが必要となる。

こうした点に加えて，放送制度の見直しをめ

ぐる政策決定過程を考える上では，他の分野と

の関係についても検討を行うことも必要となる。

放送政策が国政上の重要な争点になることは必

ずしも多くはない。このため，他の政策課題の

状況によっては，放送制度の見直しの必要性が

あったとしても，それに充てることができる政策
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資源が限られ，実現できないこともありうる。こ

うした点もあわせて考察していくことで，政策

形成過程がさらに明確に浮かび上がると考えら

れる。

また，政策手法の変化が政策形成にどのよう

な影響を及ぼしているかという点も検討を行う

余地がある。近年，情報公開やパブリックコメ

ント手続きの導入など，有識者会議の運営の改

革が図られているが，それによって政策の内容

がどのように変化しているかは，十分に解明さ

れたわけではない。有識者会議そのものの変

化がもたらした帰結を詳しく検証していくことも

残された研究課題である。

Ⅴ−2  政策的含意
改正経緯を考慮に入れた法解釈

ここまで見てきたように，放送制度は戦後，

しばしば見直され，放送法の条文は，制定ある

いは改正された時期や経緯に応じてさまざまな

性格を持っている。放送法には，占領下に制

定された1950年当時の条文がほぼ維持されて

いるものもあれば，有識者会議での議論を経

て改正されたものもある。また，有識者会議で

は触れられていなかったにもかかわらず，その

後，政治主導で盛り込まれたものもある。条文

を解釈するにあたっては，必ずしもその検討経

緯まで把握しておく必要はないが，どのような

過程を経てその条文が出来上がってきたかにつ

いて参照することで，解釈の一定の手がかりを

得ることができる。

例えば，有識者会議が提言していないにもか

かわらず，1959年改正の際に盛り込まれた番

組規制関連の事項（番組調和原則の新設や番

組審議機関の設置義務づけ）と，数年にわた

る議論を経て2010年改正で盛り込まれた事項

（放送・通信融合に対応した制度見直し）とで

は，同じ放送法の条文であっても成立に至る経

緯に相当の差異がある。

特に1959年改正で追加された番組規制関連

の事項は，番組批判に対応する形で制度改正

に盛り込まれたが，その政策的な効果について

は，事前に有識者会議の場で十分な議論がな

されたわけではなかった。番組審議機関や番

組調和原則のあり方をめぐっては，その後，し

ばしばその実効性に疑問が示され，機能を強

化する放送法改正がなされているが，そもそも

なぜそのような規定になっているかについては，

1950年代後半の状況を振り返る必要がある。

このように放送法の条文は，その制定時期

によって検討過程が大きく異なっている。成立

の経緯が異なる条文であっても，国会で所要の

手続きを経て成立したものである以上，民主的

な正統性を持つ点では変わりはないが，歴史

的経緯を考慮せずに条文を解釈した場合，本

来の趣旨とは違った形で結論が導き出されるお

それがある。放送法の各条文の趣旨を正確に捉

える上では，その成立過程についても把握して

おくことが必要になると考えられる。

有識者会議の限界を踏まえた政策形成
近年では，有識者会議の提言に基づいた制

度の見直しが定着し，そうした過程を経ずにな

される制度改正は少なくなっている。これは，

「表現の自由」と密接にかかわる規制が拙速に

追加されたり，見直されたりする事態を防ぐ機

能を果たしていると言える。

一方で，前述のように，有識者会議では十分

に取り上げられることがない政策アジェンダがあ

る点にも留意が必要である。有識者会議の議
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題は，基本的には所管官庁が設定することか

ら，とりわけ，規制監督機関の見直しといった

政策アジェンダは，たとえ見直しを求める世論

が存在したとしても，議題に上らない可能性が

ある。有識者会議を通じた政策形成には限界

があることを踏まえ，政策の内容によっては，

別の手法を用いた政策決定のあり方を検討する

必要がある。

さらに，有識者会議の「熟議」では，対応し

にくい政策課題があることも認識しておく必要

がある。前述のように，有識者会議は，番組

規制をめぐる問題のように，慎重な検討が求め

られる問題の取り扱いには適していると考えら

れるが，有識者会議は短いものでも数か月，長

いものでは2年以上にわたって開催されること

から，緊急性を要する政策課題については対応

できない面がある。

例えば，2005年の放送法・電波法改正では，

地上放送に関する外資規制の実効性を確保す

るために間接出資規制の導入がなされたが，こ

れは実際に外資が放送事業者を支配する懸念

が生じたことから，有識者会議での検討を経ず

に急きょ改正がなされたものだった。こうした問

題に加え，技術革新が著しい分野に関する検

討事項についても，有識者会議で時間をかけ

て制度見直しを行った場合，制度が状況の変

化に追いつかなくなるおそれもある。従来型の

有識者会議で議論するのが適当な政策課題と，

そうではない政策課題を整理した上で，後者に

関する政策形成の手法を検討していくことが求

められる。

さらに，通信と放送の融合が進み，放送メ

ディアが変化する中では，総務省の有識者会議

が中心になって制度改正の検討を行う従来の

枠組みでは対応できない問題が出てくる可能性

もある。例えば，青少年保護，違法・有害情

報対策，規制改革・競争促進といった政策課

題は，これまでも内閣府や公正取引委員会の

有識者会議でも議論がなされており，今後，他

の行政分野との協調を図りながら放送政策を検

討していく必要性はさらに増すことになる。そし

て，それにあわせて，制度見直しを行う枠組み

についても変化が迫られることが予想される。

その際，これまで郵政省や総務省の有識者

会議では，「放送による表現の自由の確保」と

いう放送分野の特性を勘案した政策形成が行

われてきたが，他の枠組みで行われる制度見直

しにあたってもそうした配慮が十分になされるか

どうかは自明のことではない。今後，より幅広

い視点から放送政策の検討が必要になる中で，

従来の有識者会議の利点をどのように生かし，

他分野の政策形成のあり方との整合性をどのよ

うに図っていくかは，検討課題の一つと考えら

れる。

民主的正統性の確保
本研究では，放送政策に関連した有識者会

議を取り上げ，その政策形成過程について分析

を行ってきた。そして，放送分野では，有識者

会議を活用した制度の検討が次第に定着し，そ

の役割が政策形成にあたって不可欠なものに

なっていることを明らかにした。

こうした政策決定のあり方は，これまでの実

態を見る限り，専門的な知見を背景に，表現の

自由の確保に配慮した制度形成につながってき

たと評価できる面がある。一方で，放送の社会

的影響力を考慮に入れれば，放送事業の関係

者で作る政策共同体によって実質的な政策決

定がなされてきた点については問題がないとは

言えない。特に視聴者の利益が有識者会議で
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の議論にどのように反映されてきたかについて

は検証の余地がある。

こうした民主的正統性の確保の問題をめぐっ

ては，他の政策分野では，近年，政策決定過

程における集権化，あるいは官邸主導の傾向

が強まり，それによって民主的な統制が図られ

ているという側面がある。しかし，放送分野に

おいては，表現の自由の確保を前提とした上で

の，慎重な検討が求められることから，必ずし

も集権化された政治主導の政策手法がなじむと

は限らない。

このため，放送分野においては，専門的な

知見が行政運営に生かされていくような政策形

成のあり方を引き続き維持していくことには，

一定の意義があると思われる。ただし，政策決

定における民主的正統性の確保が引き続き求

められるとともに，メディア環境の変容が続く中

で，その枠組みが従来の形でよいかどうかにつ

いては検討の余地がある。

そうした検討にあたっては，専門的立場から

検討を行う構成員の選定のあり方や，その選定

根拠の明確化が一つの課題になると考えられ

る。放送分野の有識者会議は，従来，関連す

る領域の学識経験者を中心に，行政によって選

ばれた専門家が構成員となってきた。これに関

しては，専門的知見を放送政策に反映させる面

からは機能してきたものの，メディア環境が変

化する中で，参照すべき専門的知見も変容して

いく可能性がある。

また，有識者会議は，政策形成にあたって放

送業界内の利害調整を図る機能も受け持ってき

た面があるが，放送と通信の融合が進み，制

度見直しによって影響を受ける関係者が広がる

中で，そうした機能をこれまでの政策共同体に

委ねておいてもよいかという点も検討すべき問

題である。

さらに政策形成そのもののあり方についても，

日本では，専門的知見を政策に取り込む回路と

して有識者会議が活用されてきたが，民主的正

統性を確保しつつ，専門的知見を行政に生か

す手段は，必ずしも従来型の有識者会議に限

られるわけではない。本研究では，海外の事

例まで踏み込んだ分析はできなかったが，他の

主要国の事例も参照しつつ，専門的な知見を

政策形成に取り込んでいく手法として，どのよ

うな手法があるかについて検討していくことも求

められる。

従来，社会的な影響力が強いメディアを安定

的な形で規律するという観点から，放送政策に

おいては漸進的な制度改正が進められてきた。

有識者会議を活用した政策手法は，そうした放

送制度の性格に適合してきた面がある。そして，

有識者会議を通じた政策形成過程は，情報公

開や意見聴取手続きの定着を通じて，運営の

透明化が進み，一定の正統性を確保してきたと

言える。

一方で，従来の政策形成の手法では十分に

解決できない政策課題が出現している。有識

者会議を活用した政策アイディアの検討や業界

の利害調整は，当面は続いていくと思われる

が，既存の「放送」の枠内に収まらない視聴覚

メディアが影響力を拡大させた場合に，従来の

政策決定の手法がどこまで妥当性を維持できる

かは定かではない。他の行政分野，あるいは他

の主要国の事例も参考にしつつ，放送政策形

成のあり方を検討していくことが引き続き求めら

れる。

 （むらかみ せいいち）
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注：
1）不服審査や行政処分にあたって審議会への付議

が定められている場合がある。そうした機能を持
つ審議会は，その決定がそのまま法的効果を有
することがある（塩野2012：81）。

2）制度の見直しは，主管課の検討による場合もあれ
ば，主任の大臣の指示を受けて着手する場合もあ
る。また，関連する業界団体の要請を受けたり，
与党の意向を受けたりする場合もあるなど，契機
はさまざまである。

3）自民党の事前審査制の概要とその変化について
は，飯尾（2007），奥（2014），奥・河野編（2015），
中北（2017）など参照。

4）総務省の研究会等は下記ページ参照。
http://www.soumu.go.jp/menu_sosiki/kenkyu/
kenkyu.html

5）西川（2007）はまた，諮問機関の制度は諸外国
にも存在することを指摘している。例えば，アメリ
カでは，大統領や行政機関が設置する約1,000の
連邦諮問委員会（Federal advisory committee）
が活動している。

6）国家行政組織法8条には，「審議会等」として，
「第三条の国の行政機関には，法律の定める所掌
事務の範囲内で，法律又は政令の定めるところに
より，重要事項に関する調査審議，不服審査そ
の他学識経験を有する者等の合議により処理す
ることが適当な事務をつかさどらせるための合議
制の機関を置くことができる」とする規定がある。
このため，審議会は「8条機関」と呼ばれること
もある。

7）「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」
（1999年4月27日閣議決定）に指針が掲載され
ている。

8）国と構成員との関係は，雇用契約ではなく，ある
特定の政策課題に意見を述べるということで寄与
することを内容とする委任契約とされている。こ
のため，報告書などの形で意見集約の結果が公
にされても，それが合議体としての行政機関の意
思という性格を持つものではない（塩野2012：
88）。

9）例えば，テレビ放送のデジタル化を検討してきた
有識者会議のみを見ても，「放送のデジタル化に
関する研究会」（1993年5月～1994年4月），「マ
ルチメディア時代における放送の在り方に関する
懇談会」（1994年5月～1995年3月），「放送高
度化ビジョン懇談会」（1996年2月～6月），「地
上デジタル放送懇談会」（1997年6月～1998年
10月）など多数あり，2003年12月に地上デジタ

ル放送が開始されてからも，情報通信審議会に設
けられた「地上デジタル放送推進に関する検討委
員会」（2004年2月～2012年7月）が普及に向け
た検討を行ってきた。

10）例えば，1951年に公布された所得税法の一部を
改正する法律や土地収用法施行法には，放送法
の条文を削除する改正が含まれている。こうした
他の法律の制定や改正に伴う放送法の改正は表
2には記載していない。

11）他方，CS放送のサービス開始への対応が焦点に
なった「⑥通信と放送の境界領域的サービスに関
する研究会」や，検討対象が限定されている「⑫
携帯端末向けマルチメディア放送サービス等の在
り方に関する懇談会」など，検討範囲が比較的限
られていた有識者会議については簡単に触れるに
とどめる。

12）行政委員会制度に関する検討の詳細については
伊藤（2003）参照。

13）前述のように，塚田十一郎郵政大臣は「省内に
民間人を含めた放送法改正委員会を設けて案を
練っている」と記者会見で述べており，郵政省の
事務当局も当初は，論点整理が進んだ段階で学
識経験者を委員として委嘱する方針を示していた
が，実現しなかった。学識経験者を構成員に加え
る方針については，郵政省の長谷慎一電波監理
局長が1994年2月13日の衆議院電気通信委員会
で明らかにしている。

14）郵政省放送関係法令改正調査委員会「放送関係
法令改正調査に関する論点」（1954年4月）NHK
放送文化研究所所蔵「荘宏文書」E2-001。この
うち，放送行政機関のあり方については，「電波
監理審議会を強化すべきか否か」「番組規制の関
係について特別の機関を設定することの可否」な
どが挙げられており，1952年7月に電波監理委員
会が廃止されて郵政省に引き継がれたのちも，行
政機関のあり方が論点になっていたことがわかる。

15）「放送関係法令改正調査委員会分科会委員会構
成一覧表（昭和二十九年六月四日）」NHK放送文
化研究所所蔵「荘宏文書」F26-001

16）郵政省放送関係法令改正調査委員会「放送関係
法令改正意見抄録」（1954年10月）NHK放送文
化研究所所蔵「荘宏文書」C22-012

17）「放送関係法令改正調査委員構成員一覧表（昭
二九，二，一二現在）」NHK放送文化研究所所蔵

「荘宏文書」F26-003
18）「郵政省『放送関係法令改正調査委員会』委員指

名（昭二九，八，一七）」NHK放送文化研究所所
蔵「荘宏文書」C22-055
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19）参議院電気通信委員会（1954年12月6日）での
長谷慎一郵政省電波監理局長の答弁

20）郵政省の1954年4月時点の計画では，同年7月
から9月にかけて改正要綱やその細目の作成を進
め，調査委員会の報告を経て，11月から12月に
かけて放送法改正案を立案する予定だったが，目
論見どおりには進まなかった。「改調委進行案」

（1954年4月）NHK放送文化研究所所蔵「荘宏
文書」F26-009

21）質問者は久保等参議院議員。参議院電気通信委
員会（1954年12月6日）

22）「衆議院電気通信委員会電波法制調査に関する
小委員会報告（二九，九，二〇）」NHK放送文化
研究所所蔵「荘宏文書」C22-014

23）占領終了直後の1952年6月に放送法が改正され
ているが，改正項目は，NHKの受信契約締結義
務をテレビ放送に拡大するという小規模のもの
だった。

24）テレビ番組に対する批判を象徴する言葉が，評論
家の大宅壮一による「一億総白痴化」だった（大
宅1957：23）。

25）臨時放送法審議会は，法令に基づいて設置され
たものではなく，「行政運営上の会合」に位置づ
けられる。濱田成徳・郵政省電波監理局長は国
会答弁で，臨時放送法審議会について，「審議会
は，法令に基く機関でなく，閣議了解に基く事実
上の機関」と述べている（衆議院逓信委員会電
波及び放送に関する小委員会（1956年3月20
日））。その後，「行政運営上の会合」に関しては，
審議会との混同を避けるため，「懇談会」「研究
会」「検討会」といった名称が用いられることにな
るが，この時点では名称に関する統一が図られて
いなかった。

26）「答申」という表現が用いられているが，「臨時放
送法審議会」は行政運営上の会合に位置づけら
れることから，「答申」は近年の有識者会議の

「報告書」にあたるものである。なお，答申は，臨
時放送関係法制調査会編（1964）の資料編に全
文が掲載されている。

27）『NHK年鑑』1959年版43頁
28）民放について，他者に名義を利用させることの禁

止，受信の対価を受けることの禁止といった事項
が入っていたが，これらが削除された（NHK放送
文化研究所1994：7-8）。

29）以下，提言と改正項目の対応表の作成にあたり，
「提言の概要」は各有識者会議の報告書や『通信
白書』『情報通信白書』に基づき整理した。また，

「改正の概要」については，金澤（2012），鈴木・

山田・砂川編（2009），NHK放送文化研究所
（1994）をもとに整理を行った。いずれも主要な
項目であり，すべての提言あるいは改正項目を網
羅したものではない。なお，放送法の各条文は，
1950年の制定時から1994年改正に至るまでは，
NHK放送文化研究所（1994）にまとめられてい
る。また，国会で成立した法律の本文情報は，
衆議院ウェブサイトの立法情報（下記）から閲覧
できる。
http://www.shugiin.go.jp/Internet/index.nsf/
html/rippo_top.htm

30）「行政管理庁の電波監理行政監察結果に基づく
勧告抜粋」（1961年4月12日）（臨時放送関係法
制調査会編1964：資料編403）

31）1962年9月に改正された郵政省設置法19条に，
郵政省の付属機関として，臨時放送関係法制調
査会が追加され，その目的については「郵政大臣
の諮問に応じて，放送に関する法制について検討
を加え，関係諸問題を調査審議すること」とされ
た（臨時放送関係法制調査会編1964：資料編4）。

32）郵政省組織令2条の2に審理課の事務として「臨
時放送関係法制調査会」が追加された（臨時放
送関係法制調査会編1964：資料編4）。

33）ただし，「このことは，放送局の開設と民放の業
務運営や地位に関する事項とを別個の法律に規
定することを妨げるものではなく，両者の関係を
明確にしておきさえすれば，かえって法律的な諸
関係が明快になるともいえる」（臨時放送関係法
制調査会編1964：65）とも述べている。

34）「放送関係法制に関する検討上の問題（郵政省提
出）」（昭和39年1月）（臨時放送関係法制調査会
編1964：資料編375）

35）共同修正案については，NHK放送文化研究所
（1994：113-114）参照。

36）なお，1960年代，有識者会議の提言が十分に生
かされなかったのは，臨時放送関係法制調査会
に限らない。1960年代の代表的な有識者会議で
ある臨時行政調査会（第一臨調。1962年2月～
1964年9月）でも，政府によって採用されたもの
は必ずしも多くはなかったとされる（飯尾1993：
51-52）。

37）小林郵政大臣時代の1967年7月には，ラジオの
みの放送受信者をNHKの受信契約締結義務から
除外する放送法改正がなされ，1968年4月から
施行されているが，この改正はテレビ放送の普及
に伴う小幅なものだった。

38）1970年代初めの時点では，郵政省が部内に電波
法研究会を設けて放送法の検討を進めていたほ
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か，自民党通信部会の電波放送小委員会（新谷
寅三郎委員長）が1971年2月に電波法・放送法
の改正を審議していくことを決定した。しかし，
その後，通常国会の法案審議や統一地方選挙，
参議院選挙があったため，法改正の審議は進ま
なかったとされる。この時点で放送関係の制度上
の問題点としては，周波数の計画的使用，民放
の事業免許制，マスメディアの集中排除，放送番
組の適正化，受信料制度，NHKの業務範囲・監
督，電波監理事務の簡素合理化，放送行政機構
が挙げられており，1960年代以降，認識されて
いた課題は変わっていなかった。「電波法放送法
の改正」『月刊民放』1（3）（1971年8月号）11頁

39）「懸案の行政課題に見解示す―通常国会の審議
から」『月刊民放』2（5）（1972年5月号）

40）著者の長竹成吾は民放連計画推進部長。
41）このあと1977年5月には衆議院逓信委員会が，

放送制度の見直しを検討するため，電波・放送
小委員会を発足させている。「電波・放送小委員
会が発足」『月刊民放 』7（8）（1977年8月号）
14頁

42）多重放送の実施に向けた検討課題の整理につい
ては，1974年7月から1976年12月にかけて，有
識者11人からなる「多重放送に関する調査研究
会」（座長・伊藤正己東京大学教授）で検討がな
された。調査研究会は，多重放送を実施に移す
場合の制度上の問題などを検討し，報告書を郵
政大臣に提出した（『昭和53年版通信白書』）。
郵政省はその後，1978年9月に「テレビジョン音
声多重放送の免許方針」を打ち出し，同月以降，
NHKや民放によって実用化試験放送が開始され
たが，このときは，放送法改正などは行われてい
ない。

43）報告書は，郵政省電波監理局の編集で『ニューメ
ディアと放送政策』というタイトルで大蔵省印刷局
から1982年に刊行されている。

44）参議院逓信委員会（1981年11月26日）
45）『朝日新聞』1985年5月11日東京朝刊8面
46）報告書は，郵政省放送行政局監修（1987）『放

送政策の展望』電気通信振興会として刊行されて
いる。以下の引用は上記資料による。

47）著者の篠原俊行は民放連で放送制度を担当する
企画部副部長を務めていた。

48）『読売新聞』1987年12月18日東京朝刊9面
49）ただし，1988年改正に関しては，「条文構成が大

きく変わったという点で，一見したところ大幅改正
のように見える。しかし，放送の計画的普及，有
料放送等に関する新規定を除けば，現行放送法

における関係規定の整備にウェイトが置かれてお
り，この点で，法改正の規模は必ずしも大幅では
ない」との見方もある（篠原1988：32）。

50）次いで通産省関係が62，建設省関係が18となっ
ている。

51）中間報告を行ったあと，最終的な報告書の作成な
どは行わなかったものと見られる。

52）『平成元年版通信白書』108頁
53）『平成2年版通信白書』145-146頁
54）受委託放送制度は，その後，放送衛星を利用し

たBS放送にも拡大された。
55）同調査研究会の報告書（1990年7月）は，関連

資料とともに，郵政省放送行政局監修（1990）
に収録されている。

56）メルクマールとして，①送信者と受信者の間の紐
帯関係の強さの程度，受信者における属性の強
さの程度，②通信事項が①の送信者と受信者の
紐帯関係や受信者の属性を前提としているかどう
か，③スクランブル等情報伝達方式の秘匿性の
有無，④受信機を送信者が支配，管理している
かどうか，⑤広告の有無，の5点を挙げている。

57）このほか，1994年7月から1996年6月にかけて，
郵政省は「21世紀に向けた通信・放送の融合に
関する懇談会」（座長・那須翔経団連副会長）を
開催している。懇談会では，▷広帯域網の構築
と情報通信サービスの多様化，▷情報通信サービ
スのマルチメディア化，▷通信と放送の融合に伴
う制度的課題と対応，を中心に検討が行われた

（『平成9年版通信白書』）。ただし，放送と通信
の融合に対応した具体的法制度についての提言に
は至らなかった（塩野2001：528）。

58）『朝日新聞』1993年4月19日東京朝刊1面
59）その後，最終報告書は作成されたとの記録はな

い。
60）『平成6年版通信白書』226頁
61）『NHK年鑑』1995年版39頁
62）ただし，多重放送の免許手続きを簡素化すると

いった規制緩和については，「新時代における放
送産業の在り方に関する懇談会」の提言で言及が
なされている。

63）これ以降も，公正取引委員会の有識者会議は放
送分野の競争促進に関する検討を行っている。
2009年には，「政府規制等と競争政策に関する
研究会」が2回にわたり，「通信・放送の融合の
進展下における放送分野の競争政策の在り方」に
ついて検討を行っている。
http://www.jftc.go.jp/soshiki/kyotsukoukai/
kenkyukai/kiseiken/jokyo/index.html



83

放送法改正における有識者会議の機能

64）『NHK年鑑』1995年版48頁
65）附帯決議を含む放送法改正案は1995年4月14日

の衆議院本会議で可決された。
66）放送事業者が暴力や性の描写の程度に応じて

コード信号を付加し，番組とあわせて送信するも
ので，Vチップが内蔵されたテレビ受信機で保護
者が子どもに見せたくない番組のレベルをセットし
ておくと，Vチップが作動してその番組が映らなく
なる。（日本放送協会編2001b：478）

67）『平成10年版通信白書』332頁
68）このほか，改正法には有料放送の契約約款に関

する規制の緩和が盛り込まれた。
69）この背景には，1997年から1998年にかけて起き

た少年による犯罪の影響もあった（日本放送協会
編2001b：474-475）。

70）次代を担う青少年について考える有識者会議「次
代を担う青少年のために」（1998年4月）
h t t p : // w w w . k a n t e i . g o . j p / j p / s i n g i /
jidaiwoninau/980507report.html

71）中央教育審議会答申「新しい時代を拓く心を育て
るために」（1998年6月30日）
http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8205945/
www.mext.go.jp/b_menu/shingi/old_chukyo/old_
chukyo_index/toushin/1309687.htm

72）青少年と放送に関する調査研究会「報告書」
（1998年12月）
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_
tsusin/policyreports/japanese/papers/press/
Japanese/Housou/1207J11.html#023

73）ただし，通信衛星による放送サービスに関しては，
社団法人衛星放送協会が1999年5月，成人番組
のガイドラインを作成し，その中で20歳未満の視
聴制限や保護者があらかじめ暗証番号を設定して
子どもの視聴を制限するペアレンタルロック機能
の使用などの措置を求めている（片岡俊夫2001：
55）。

74）平成17年8月3日情報公開に関する連絡会議資料
「懇談会等行政運営上の会合における発言者の氏
名について」
http://www.soumu .go .jp/main _ c o n t e n t / 
000121079.pdf

75）総務省行政管理局「パブリックコメント制度（意
見公募手続制度）について」
https://www.e-gov.go.jp/help/public_comment/
about_pb.html
パブリックコメント制度は，従来の「規制の設定
又は改廃に係る意見提出手続」（1999年3月23
日閣議決定）に基づく意見提出手続に代わって導

入された。パブリックコメント制度のそもそもの目
的としては，審議会の構成員などの限られた人々
に国民の意見を代表させるのではなく，より直接
的に政策形成に国民が参加する道を開くためのも
のであるが（藤田2005：92-93），有識者会議が
提言を取りまとめる際にも幅広く活用されるように
なった。

76）本研究では有識者会議には区分していないが，
郵政省の電波監理審議会のように，もともと法令
で意見聴取手続きが義務づけられていた審議会も
あった（常岡2006：33）。

77）真渕（2009）も，近年進んでいる審議会の議事
の公開は，審議会の議論を活発化・実質化する
効果を期待でき，配付資料の公開も，政策に対
する意味のある批判を可能にするという点で，こ
れまでの審議会の欠点とされてきたものを是正す
る可能 性があると指 摘している（ 真 渕2009：
134）。

78）「放送政策研究会」（第1回会合）議事要旨（2000
年5月23日）
http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/283520/
www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/
japanese/group/housou/00523z01.html

79）『平成13年版情報通信白書』264頁
80）この過程で論点整理について国民からの意見募集

（パブリックコメント）が行われている。
81）このほか，NHKが保有するコンテンツの提供につ

いては，積極的に促進していくことが必要とした
上で，提供方法や提供条件について透明性を確
保することが必要などとしている。

82）NHKのインターネット利用や子会社の業務範囲に
ついては，「特殊法人整理合理化計画」（2001年
12月閣議決定）でも取り上げられており，この方
針も反映する形でガイドラインが策定された（『平
成14年版情報通信白書』230頁）。なお，同計画
では，「○公共放送事業に付随した新たな業務の
実施について，インターネット利用については放送
の補完としての利用に限定するとともに，子会社
等の業務範囲の拡大を抑制するため，子会社等
の業務範囲を原則として出資対象事業に限定する
等の仕組みを設ける。○子会社等との取引につい
ては，競争契約を原則とするとともに，随意契約
による場合については，業務の専門性，特殊性
等から他に委託先がない等やむを得ない場合に
限定する」ことを求めている。
http://www.gyoukaku.go.jp/jimukyoku/tokusyu/
gourika/sonohoka3.html

83）「デジタル化の進展と放送政策に関する調査研究
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会」（第1回会合）議事録（2004年7月27日）
http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/283520/
www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/
chousa/digi-sinten/040727_4.html

84）衛星放送のあり方については，並行して「衛星放
送の将来像に関する研究会」が開かれており，同
研究会は2006年10月19日に公表した報告書で，

「東経110度CSデジタル放送等の委託放送業務
を行う事業について，周波数の有効利用を図り，
デジタル放送の特徴をできるだけ活かしたHD番
組等の多彩なサービスを視聴者ニーズに応じ迅速
かつ柔軟に提供できるようにするためには，事業
譲渡に伴う地位の承継を可能とする手続を早急に
検討し，所要の制度整備を行うことが必要である」
と提言した。

85）「デジタル化の進展と放送政策に関する調査研究
会」が提言した事項のうち，マスメディア集中排
除原則の緩和や，認定放送持株会社制度の導入
は，2006年の政府与党合意にも盛り込まれてい
る。

86）このうち，NHKのガバナンス強化は，NHK経営
委員会について監督権限の明確化や一部委員の
常勤化を行うとともに，経営委員から構成される
監査委員会の設置や外部監査の導入の措置をと
るものである。番組アーカイブの提供は，NHKが
放送した番組をブロードバンド等を通じて提供す
ることをNHKの業務に追加するとともに，利用者
保護のため，業務の実施基準について認可を要
するとしたものである。また，国際放送の強化は，
対外情報発信力を強化するため，NHKの国際放
送の業務を「外国人向け」と「在外邦人向け」に
分離するとともに，外国人向け映像国際放送につ
いて番組制作を新法人に委託する制度を設けるも
のである。

「放送法等の一部を改正する法律案について」
（2007年5月24日）
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_
tsusin/policyreports/joho_tsusin/joho_bukai/
pdf/070524_1_2.pdf

87）制度改正の背景には，政府による命令方法の変
化があった。命令放送制度は，1950年の放送法
制定当時から存在していたが，政府は長らく番組
内容についてはNHKの自主性に委ねる措置を
取ってきた（清水2007：3）。ところが，2006年
11月，菅義偉総務大臣は北朝鮮による拉致問題
への対応のため，電波監理審議会への諮問を経
て，「北朝鮮による日本人拉致問題に特に留意す
ること」とする追加命令を出した。これに対して

は，放送による「表現の自由」に影響を与えるの
ではないのかとする見方がなされ，制度改正が必
要ではないかとする議論が起き，「命令」を「要
請」に改める改正案が作成された（鈴木・山田編
2017：271）。もっとも，改正後もNHK側には，
要請に応じる努力義務があることから，実質的な
変化はないとの見方もある。

88）「民主党政策集INDEX2009」（2009年7月23日）
http://archive.dpj.or.jp/policy/manifesto/
seisaku2009/index.html#06

89）このうち，最も多かったのが③の類型で，電力シ
ステム改革，コーポレート・ガバナンス改革，消
費税増税，防衛大綱の改定がそれにあたるとし
た。また，①にあたるものとして，農業政策，子
育て支援政策，②にあたるものとして，アジア外
交，④にあたるものとして，集団的自衛権に関す
る憲法解釈を挙げている。

90）ただし，電力システム改革をめぐっては，2011年
の福島第一原発事故を契機に，民主党政権が電
力自由化政策の推進に転換しており，その政策は
2012年の再度の政権交代後も維持された。この
ため，電力システム改革をめぐる政策は，「③
2009年の政権交代で方向性が変化し，2012年
の政権交代後も同じ方向で継続された政策」に
位置づけられる。

91）例外的に，電波政策では，民主党を中心とする
政権のもとで，周波数オークションの導入が決
まったものの，2012年の政権交代後に導入が見
送られた。民主党が周波数オークション導入に積
極的だったのに対し，自民党・公明党が否定的
だったためである（三友2017：187-188）。専門
性が高い政策分野でも，政党の政策選好が明確
な場合には，政策転換が起きる場合があることが
わかる。

92）IT戦略本部IT関連規制改革専門調査会「IT分
野の規制改革の方向性」（2001年12月6日）
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/dai8/
pdfs/8siryou1-1.pdf

93）『NHK年鑑』2002年版86-87頁
94）『NHK年鑑』2006年版72頁
95）規制改革・民間開放推進会議「規制改革・民間

開放の推進に関する第2次答申」（2005年12月
21日）
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/old/
publication/2005/1221/item051221_02.pdf

96）当時の状況について，広瀬道貞・民放連元会長
は，「要するに，喧嘩別れになったということです。
推進会議の主張は経済の活性化が主眼で，われ
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われが日ごろ大切にしているテレビやラジオの文
化的な，あるいはジャーナリスティックな役割には
関心が薄い印象を強く受けました。結局，推進会
議の中間報告は，はっきりとしたかたちでは出ず，
これを引き継ぐかたちで2006年に竹中総務大臣
のもとに『通信・放送の在り方に関する懇談会』
が設置されるわけです」と述べている（広瀬道貞
2013：36）。

97）『NHK年鑑』2011年版23頁
98）与党の公明党総務部会（部会長・谷口隆義衆議

院議員）も2006年6月8日，竹中総務大臣に対
して申し入れを行い，改革の推進にあたっては，
ハード・ソフト一致原則の堅持や地域放送文化の
尊重などを要望した。

99）竹中懇談会，自民党小委員会，政府与党合意の
比較については，清水（2006）が一覧表でわか
りやすく整理している。

100） 『平成19年版情報 通信白書』（2007年）252-
253頁

101） 原口総務大臣閣議後記者会見の概要（2010年1
月5日）

102） クロスメディア所有規制に関しては，民主党が
2009年7月に公表した政策集で，「多様なメディ
アが存在する現状にかんがみ，表現の多様性を
確保するために，クロスメディア所有（同一の者
が新聞・テレビ・ラジオなど複数のメディアを所
有すること）の是非も含めたマスメディア集中排
除原則のあり方を検討します」と言及していた。

「民主党政策集INDEX2009」（2009年7月23
日）

103） 自民党は，3点の削除を含む修正案を2010年5
月，国会に提出したが，このときは衆議院総務
委員会で否決されていた。

104） 「放送政策に関する調査研究会」と並行して，
ICT成長戦略や災害情報伝達への取り組みを議
論するために，総務省は「放送サービスの高度
化に関する検討会」「放送コンテンツ流通の促進
方策に関する検討会」「放送ネットワークの強靭
化に関する検討会」を開催しているが，制度改
正を直接の目的としたものではないため，ここで
は取り上げない。

105） 改正法の附則12条は，①外国人向けテレビ国
際放送，②認定放送持株会社制度，③有料放
送管理業務，④認定基幹放送事業者の事業譲
渡に伴う地位の承継，⑤有料放送の料金規制の
緩和，の5項目について，「法律の施行後5年を
経過した場合において，（中略）検討を加え，必
要があると認めるときは，その結果に基づいて所

要の措置を講ずるものとする」と規定している
（放送政策に関する調査研究会2013：3）

106） 第一次取りまとめでは，同時期に総務省で開催
された「放送ネットワークの強靱化に関する検討
会」での議論を引き継ぎ，放送事業者の経営基
盤の強靱化に関して，速やかに法制化に向けた
検討に着手すると記述されている（放送政策に
関する調査研究会2013：31）。

107） 第一次取りまとめにあたっての主な議論は，下記
ページにまとめられている。NHKのインターネッ
ト活用の拡大について，日本新聞協会や民放連
が危惧を示しているほか，認定放送持株会社制
度とマスメディア集中排除原則のあり方について
多様な意見があったことがわかる。
http://www.soumu.go.jp/main_content/ 
000235226.pdf

108） 自民党情報通信戦略調査会　放送法の改正に関
する小委員会　第一次提言（2015年9月24日）
https://www.jimin.jp/news/policy/130594.html
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