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る。また 4月21日に発表された NHK 会長の
諮問機関「デジタル時代の NHK 懇談会」（以
下，デジ懇と記述）中間報告でも，竹中懇と
異なる考え方が示された。

本稿では，こうした放送制度をめぐってこ
こ3か月なされてきた議論を整理してみたい。

〔1〕懇談会の背景と議論の流れ
懇談会の背景

竹中懇は大臣の懇談会として，去年12月
に開催が発表された。開催要綱では，会の背
景と目的が以下のように示された。「通信と
放送は本来シームレス」で，「通信・放送サー
ビスがより便利に，より使いやすくなること
を国民は期待」している。ところが「制度等の
制約から提供されないサービスもある」。「速
やかに提供されるよう努める必要がある」。

この発表に先立って竹中大臣は，記者会見1）

の席上で「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」とした上で，国
民の疑問として「何故 NHK でこんなに不祥事
が続いているんだろうか」「インターネットで
テレビの生放送が観れないのか」「日本にどう
してタイムワーナーみたいな大企業は無いん
だ」と述べている。

「通信と放送の融合」が言われる背景には，
技術の進歩とインフラ環境の整備により，通

はじめに

4月11日に開かれた竹中総務相が主催する
「通信・放送の在り方に関する懇談会」（以下，
竹中懇と記述）は，この日の第9回会合から“最
終とりまとめ”に向けた議論を始めた。放送全
般と NHK の在り方について議論が進んでい
るが，第1回から 3 か月足らずで結論に向か
うなど，議論は異例のスピードで進んでいる。

議論では，マスメディア集中排除原則の「一
段の緩和」，IP マルチキャストは「地デジの
再送信に限定されない」，県域免許は「（デジ
タルの時代に）在り方がふさわしいといえる
のか」など，これまでの放送制度と異なる方
向性が示された。NHK の在り方についても，
経営委員会は「チェック機能を果たせていな
い，機能強化が必要」，公共放送の範囲では

「チャンネル数が多い」，受信料制度では「徴
収にかけるコストがおよそ 800億円，NHK
の収入に対して 12.9%（中略）これはいくら
なんでも異常」などの見解が示された。

こうした議論に対して，民放連も NHK も
ヒアリングで自らの見解を示している。「（IP
マルチキャストは）補完措置」「（県域免許は）
非常に重要」（以上民放連），「（チャンネル数
は）一概に多い少ないと言えるものではない」

「（受信料制度について）現行制度の範囲内で
最大限努力をしたい」（以上 NHK）などであ
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信による放送類似サービスが増えてきたこと
がある。ブロードバンドは 2000年頃から普
及し始め，去年6月には世帯普及率が 4割を
超えた。この間に動画配信を手がける事業者
が次々に登場した。政府の中でも，通信の世
界で放送的サービスを実現させるための政策
や議論が幾つかなされた（表）。そこに「民間
にできることは民間に」という小泉首相の規
制緩和の流れと，竹中大臣の競争を通じた経
済活性化の考え方が加わり，「通信と放送の
融合・連携の実現」を基本にした議論が始まっ
たのである。

議論の流れ
竹中懇では，今年1月20日に第1回が開

かれた後，3 か月で 10回の会合が開かれた。
そして第9回から，“最終とりまとめ”に向け
た議論が始まっている。ここまでの流れとし

ては，まず第1回で「通信放送融合時代の法
体系・行政」「NHK 問題」「通信の在り方」「放
送の在り方」の 4点を議論することが確認さ
れた。そして第2回から第6回までに，4点
についての具体的な議論が進められた。  

NHK問題としては「公共性」「事業範囲」「ガ
バナンス」「受信料」の4項目が議論の対象とし
て選ばれた。放送全般については，「放送に対
する規制」「放送関連サービスについての実態・
規制」「放送業界における競争の在り方」の3点
と定められた。他に通信については，「通信放
送融合時代の通信事業と規律」「NTTの在り方」

「電波管理」「技術開発」の4点が議論された。
さらに第6回と第7回には業界関係者への

ヒアリングが行われた。こうしたプロセスを
経て，第9回から“最終とりまとめ”に向けた
議論が始まったのである。

表　“通信放送融合”議論に関わる主な動き

時  期 出  来  事 ・ 内   容

2000 年 3 月 日本テレビ，動画配信などを行うフォアキャスト・コミュニケーションズ設立

2001 年 3 月
6 月

テレビ東京，動画配信などを行うテレビ東京ブロードバンド設立
電気通信役務利用放送法成立

2002 年 6 月
7 月
9 月

公正取引委員会「デジタルコンテンツと競争政策に関する研究会」設置
知的財産戦略大綱 
TBS・フジテレビ・テレビ朝日が共同で立ち上げた「トレソーラ」が地上波番組のネット配信実験を実施

2003 年 3 月
12 月 

ヤフー，電気通信役務利用放送法の適用第 1 号として動画配信サービス開始
KDDI，トリプルプレイの「光プラス TV」を開始

2004 年 7 月 オンラインティーヴィ「4th MEDIA」を開始

2005 年 2 月
3 月
4 月
7 月

10 月

11 月
12 月

ライブドア，ニッポン放送の株 35% を取得し，フジテレビとの攻防戦を開始 
経団連，「利用者団体協議会」と主要権利者団体との権利処理ルールについての暫定合意発表
USEN がパソコンを対象にした VOD サービス「GyaO」開始 
NHK とフジテレビが VOD サービス開始 
総務省情報通信審議会が第 2 次中間答申を発表
楽天，TBS に経営統合を申し入れ       
日本テレビ，VOD サービス「第 2 日テレ」開始       
TBS，VOD サービス「TBS BooBo Box」開始     
規制改革・民間開放推進会議，2 次答申を発表

2006 年 1 月
2 月
3 月 

竹中総務相の私的懇談会「通信・放送の在り方に関する懇談会」設置
知的財産本部コンテンツ専門調査会 ( 第 7 回 ) 開催 著作権法の見直し提言
文化庁文化審議会著作権分科会 ( 第 18 回 ) 開催 著作権問題についての議論開始
テレビ朝日の VOD サービス「テレ朝 bb」開始
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〔2〕放送全般についての議論
放送全般の議論として，以下の 4点が検討

課題として議論された。これに対して民放連
は，ヒアリングで自らの考え方を展開した。
① マスメディア集中排除原則

議論は規制を緩和すべきか否かから始まっ
た。そして，多極化の進展という形で実際に
緩和が進んでいるという認識を前提に，「一段
の緩和が必要」という意見で委員は一致した。
ただしこれには，「緩和が放送業界全体の活性
化につながるかどうか」「緩和の結果，地域性
をどう担保するか」などの留保条件が付いた。

これに対して民放連は，「一定の規制があるの
は当然」だが，「多メディア・多チャンネル化の進
展の程度に応じて緩和していくことは望ましい」

「放送が社会的役割を果たし，コンテンツを充
実強化するためには，放送産業の構造強化や安
定化が必要」「経営の選択肢を拡げる観点から，
見直しを検討すべき」と述べた。竹中懇のこの議
論については，民放連には異存はないという。
② IP マルチキャスト再送信

そもそもこの問題は，地上デジタル放送の
難視聴対策が前提だった。しかし去年7月に
情報通信審議会から出された答申で，「条件
不利地域に限らず，地上デジタル放送を視聴
者まで配信する伝送路として積極的に活用す
べき」とされ，流れが変わった。竹中懇の議
論では，その変化はさらに拡大しているよう
に見える。第9回会合では，「地デジの再送
信に限定されない問題」という意見が出たの
に加え，4月20日開催の第10回会合では地
デジ再送信を「放送として位置づけるべき」
と明言すると共に，自主編成型 IP マルチキャ
ストについても「放送として認めた方がいい

のではないか」という意見が大勢を占めた。
これに対し民放連は異なる見解を示した。

地デジの同時再送信は，「2011年のデジタル
化完全移行のための補完措置」「再送信であ
る以上，原放送主体の権利と原放送サービス
の形態は維持されるべき」「原則的に地域限
定の条件は必要」とヒアリングで回答した。
また提出した資料でも，「インターネットに
よるコンテンツ配信は 3通りあると想定され
る。IP 議論では，しばしばこの区別が混同
されている」として，「VOD 型」「自主編成型
IP マルチキャスト」「再送信 IP マルチキャ
スト」を明確に区別して議論することを求め
た。IP マルチキャストを放送と同等と位置
づけるかどうか，「自主編成型」以上を含めよ
うと考える竹中懇と民放連との間では，意見
の隔たりが大きいようだ。
③ 地上デジタル移行後の帯域使用

地上波はアナログ停波後に VHF 帯と
UHF の高い周波数10 チャンネルほどが空
く。これに対する新規参入希望の事業者にど
う対応するかが議論された。しかし第9回会
合では「何らかのまとめをしなければいけな
い」という合意に留まった。

また第10回の会合では，技術の進歩によ
り現在与えられている帯域に余裕が生じた場
合，その有効利用についても話し合われた。
しかし委員の意見は，「通信に転用してもい
いような制度を考えてもいいだろう」という
意見も出れば，一種の帯域免許となると「あ
まりに規律が効かないのではないか」という
慎重論も出た。今のところ具体的な方法につ
いては合意に至っていない。

これについて民放連は，「（帯域に余裕が生
じたとしても）割り当てられた周波数を一体の
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ものとして運用する編集権は，通常時はもとよ
り，緊急災害時には放送の社会的役割と責任
を確実に果たすうえで不可欠」と回答している。
④ 県域免許

地上波は原則県単位で放送免許が出されて
いる。しかし竹中懇は，「IP マルチキャスト
で放送をどんどん流せるようなデジタルの時
代に，電波に即した地域免許の在り方がふさ
わしいといえるのかどうか」という考え方か
ら，「県域免許を見直すべきとの考えがある
か，見解如何」と民放連に質問した。

ただし委員の中には，地域免許の見直しに
慎重な見方もある。「今までの県域免許のも
とで各放送局は経営してきたわけで，根底か
ら経営が崩れるようなことをしていいのか」

「地方の情報収集，ニュースの発信というよ
うな能力が失われて良いのか」などである。

これに対して民放連は，「地域情報の最大
の利用者はその地域の人々」「優先的にその
地域で必要な情報を取材し，発信するために
は，地域に拠点を置く地方局や地方新聞社の
存在が不可欠」「国が目指す地方分権の推進
のためには，地方局の役割を維持・発展させ，
国民の便益をいっそう高めることが重要」「IP
ネットワークと放送は二者択一ではなく，両
立して補完・連携しあう存在」と答えている。

〔3〕NHKの在り方についての議論
NHKの在り方については，以下の6点が課

題として挙げられた。これに対してNHKは，ヒ
アリングの席上で自らの取り組みを説明した。ま
た「デジタル時代のNHK 懇談会」も，4月21日
に議論の中間報告として考え方を公表している。
① ガバナンス

ガバナンスについては，竹中懇では経営委

員会の在り方に議論が集中し，「チェック機能
を果たせていない」「機能強化が必要」という
点でほぼ合意が得られたとしている。そして
委員の意見として出された「株式会社におけ
る取締役会のようなしっかりした機能を果た
せるようにする」「経営委員の一部は常勤化す
る」「事務局を強化する」などの具体的な方策
について，今後議論をしていくとしている。

これに対して NHK は，ヒアリングの席上
で，今年1月に公表した経営計画に基づき，
執行部体制の改革を進めていると回答した。

「経営委員による執行部への監督機能強化」
「視聴者への説明責任を果たす取り組み」「外
部人材の役員起用」などである。

一方デジ懇の中間報告では，「公共放送の
理念に即した，法令遵守の体制をも確立し実
施しうる専門的な経営・管理能力が求められ
ていることは言うまでもない」とすると同時
に，「NHK のガバナンス制度は視聴者にわか
りやすいものであると同時に，番組制作現場
の創造性を刺激し，その自由を保障するもの
でなければならない」とした。単に組織統治
の方法に留まらず，活力ある番組制作を視野
に入れた指摘がなされたのである。さらにデ
ジ懇では，将来について「政府・政党から自
立を明確化する組織統治制度に組み替えるこ
とも検討されるべき」としている。
② 公共放送の範囲

竹中懇はこれまでの議論の中で，「8つのチャ
ンネルは縮減すべき」という結論を出していた。
第9回会合でもその認識が確認された。ただし地
上波テレビ，衛星，ラジオなど 8波をどうするの
か具体的な中身についての議論は進んでいない。

一方 NHK は，「テレビ・ラジオ各波には
それぞれの役割がある」「どの波，どの役割
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が不要かという具体的な議論を抜きに，一概
に多い・少ないと言えるものではない」と反
論している。ただし 2011年のアナログ停波
時については，「この 8波体制をかたくなに
維持するという考え方はもっていません」「総
合的に検討すべき課題」という認識を示した。

デジ懇でも，「チャンネル数の多寡によっ
てではなく，それぞれのチャンネルの特性と，
総体としてのサービスが，視聴者の多様・多
彩な期待や社会の要請に応えているかどうか
を基準に，冷静に検討されるべき」とした。
③ 受信料制度

受信料については，4月11日に発覚した不
祥事により，竹中懇の議論は第9回と第10回
で変化した。第9回では，「チャンネル数を減
らすことになれば，受信料は低下することに
なるだろう」「徴収にかけるコストがおよそ
800億円，NHK の収入に対して 12.9%（中略）
これはいくらなんでも異常」などの意見が大
勢を占め，「受信料を相当程度引き下げられ
るのではないか」「徴収方法にまで踏み込ん
で報告書を書かなければならない」という合
意に達していた。しかし不祥事を受けて第10
回では，「（受信料の義務化・罰則化は）ガバ
ナンス強化とかの進展度合いを見て，国民の
判断で検討すべきもの」となったのである。

NHK はこの問題について，「民事手続きに
よる支払い督促など，現行制度の範囲内で最
大限努力をしたい」「（強制徴収を担保された
海外の公共放送について）それぞれの国の歴
史的経緯，法意識，文化的な基盤の違いを踏
まえて検討が必要」「実効性のある手段につ
いて，十分な国民的議論をして頂きたい」と
ヒアリングの席上で答えていた。

一方デジ懇では，竹中懇が議論しているよう

な料金の多寡の問題には触れていない。「視聴
者から負託された受信料を主たる財源とするこ
とが適切」と規定し，CMやスクランブル化の導
入は「NHKにはふさわしくない」とした。ただし
負担の在り方については，階層分化などの社会
動勢や，視聴端末の多様化などデジタル時代の
進展に応じて「検討する必要がある」としている。
④ 国際放送

国際放送については，竹中懇は「情報発信
の強化」で合意がなされた。ただし発信手段，
使用言語，財源，体制などの具体策について
は，時間不足により「（今後）これらの点を詰
める」という議論に留まった。

これに対して NHK は，今年1月に発表し
た経営計画の中で，英語化率を 100% にする
こと，日本・アジアのニュース・情報，日本
の紹介などを多くして，内容の強化を図ると
している。また海外でより多くの人々に視聴
してもらうためには受信環境の改善が必要
で，その多額の経費は国費を投入するなどが
必要とヒアリングで回答した。

一方デジ懇は，海外への情報発信強化が主
に議論されてきたことに対して，発想を転換
して，「保有するチャンネルのひとつを外国語
放送にする」とした。在日外国人にも目を向け
るなど，「より高次の理解と交流をうながす場
にならなければならない」というのである。
⑤ アーカイブ

アーカイブの有効利用については，竹中懇
では当初から議論が行われてきた。ヒアリン
グの際に NHK も，「放送番組の保存・継承・
活用は，公共放送が果たしていくべき役割の
1 つ」という認識を示した。その上で，全国
各地の放送局において川口アーカイブスに保
存された番組を自由に視聴できるようになっ
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ている点，外部の事業者への提供を積極的に
行っている点などが説明された。

これに対して竹中懇は追加質問を行い，
アーカイブに保存された 50万本近い番組の
うち，実際に公開されているのは五千数百本
に留まること，IP で流せるような権利処理
は全く進んでいないことを指摘し「（権利処理
を）促進すべき」という方向性が合意された。

一方デジ懇も，映像資産の公開・活用は「放
送文化の質的向上にも寄与する」と推進を促
している。そして経費負担については，「受
信料で充当するのではなく，応分の受益者負
担が望ましい」という見解を示した。
⑥ 技術開発

技術開発については，竹中懇の第9回会合で
は時間切れとなり，議論が行われなかった。後の
会合で通信についての“最終とりまとめ”に向けた
議論をする際に，あわせて話し合うことになった。

この問題をめぐっては，第2回会合で
NHK の事業範囲を議論した際に，「メディ
アが融合している中で NHK だけが放送分
野の技術開発を担う時代は終了したのでは
ないか」という意見が出された。また第4回
会合で通信業界の在り方が議論された際に，
NTT の技術開発についても，「NTT の中に
置くのではなく，オープンにしてその成果の
活用を図るべき」と多くの委員が指摘した。
さらに通信放送分野の研究技術開発の問題と
して，NHK と NTT の技術開発部門を「例え
ば NICT2）にまとめるような形でいいのでは
ないか」という方向性が出されていた。

これに対して NHK は，「視聴者ニーズや
放送現場の実情を把握した“現場密着”の研究
だからこそ，質の高いサービス充実につなが
る」「基礎研究だけを切り離せば，研究の一

貫性が失われ，研究開発力が低下する懸念が
ある」としている。

デジ懇でも，NHK から切り離すのではな
く，「他の組織で代替するのは難しい。放送
に係る一貫性のある研究を行うには，研究機
関と現場が密接に連携している必要がある」
と，NHK 経営と同様の見解を示した。

おわりに
以上が放送制度をめぐるここ 3 か月の議論

の概要である。竹中懇においては，一部の項
目は 5月までの会合でさらに検討を重ねて詳
細を決めるということだが，多くの問題につ
いてはこれまでの議論の方向で，6月までに
報告書が執筆される予定という。

既に述べたように，竹中懇は“通信と放送
の融合”を前提として議論が進められてきた。
しかし民放連の日枝会長（当時）は「“融合”と
言われるが，放送と通信は役割が違う」旨を
ヒアリングで説明した。またデジ懇も，「（融
合を）公共性を旨とする放送の本質や使命の
変化と見誤ってはならない」としている。

今行われている議論は，いわばデジタル時
代のグランドデザインを決めるに等しいもので
ある。しかし，その前提は立場や人によって
今も大きく異なる。通信と放送について複雑
で多岐に渡る問題を，あまり性急に結論づけ
ようとせず，オープンな場で十分議論を尽くす
ことが求められる。さらに議論が実際の政策
に移されるに際しては，国民の声を反映すべ
く慎重に議論を深め，納得のいく結論を出し
てもらいたいものである。      （すずき ゆうじ）

注
1）去年12 月 6日の閣議後に行われた記者会見
2）独立行政法人情報通信研究機構のこと




