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中懇と対照的な考え方を示してきた片山虎之
助参議院幹事長を座長とする自民党電気通信
調査会「通信・放送産業高度化小委員（以後，
片山小委員会と記述）」も，ほぼ同時に最終
とりまとめを発表した。そしてこれら2つの
考え方は，6月20日に「通信・放送の在り方
に関する政府与党合意（以後，政府与党合意
と記述）」の形でまとめられ，7月7日に内閣
府の経済財政諮問会議が発表した「経済財政
運営と構造改革に関する基本方針2006（以
後，骨太の方針2006と記述）」につながった。

この間に，文化庁の文化審議会著作権分科
会は，“通信と放送の融合”に大きな影響を与
える著作権問題の議論を進めていた。竹中懇
を支持してきた規制改革・民間開放推進会議
は，“通信と放送の融合”を確実に進めること
を意図して，7月31日に「規制改革・民間開
放の推進のための重点検討事項に関する中間
答申」を発表した。一方，竹中懇で改革の対
象となった事業者や関連団体は，議論に対し
て批判や反論を発表してきた。

そこで本稿では，“通信と放送の融合”議
論が出てくるまでの背景，“融合”をめぐり異
なる見解を示した竹中懇と片山小委員会での
議論の内容，両議論をめぐる各種の議論や見
解を整理し，さらに両議論の結果として政府
の方針がどうなったのかをまとめ，“融合”を
めぐる議論が現時点でどこまで来ているのか
を記録しておきたい。

 はじめに

“通信と放送の融合”という言葉は，行政や
法律の中でも90年代半ばには散見されるよう
になっていた 1）。しかし多くの局面で言及され
るようになるのは，2005年に起きた幾つかの
出来事をきっかけにしている。その出来事と
は，ニッポン放送株をめぐるライブドアの買
収騒動，楽天によるTBSへの経営統合提案，
主要通信事業者によるトリプルプレイの展開，
USENのGyaOに代表されるパソコンへの映像
配信サービスの普及，そしてNHKや民放各局
による放送番組の配信サービス等々である。

一連の出来事に呼応するかのようにして，“通
信と放送の融合”をめぐる議論も各所で行われ
るようになった。05年3月に発表された経団連

「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を初め，同年
7月に総務省情報通信審議会が発表した「地上
デジタル放送の利活用の在り方と普及に向けて
行政の果たすべき役割」についての第2次中間
答申，そして同年12月に規制改革・民間開放推
進会議が発表した2次答申などは，いわば“通信
と放送の融合”を促す意図を持っていた（表1）。

06年になると議論はさらに踏み込んで行
われるようになる。1月から14回行われた竹
中平蔵総務大臣の私的諮問機関「通信・放送
の在り方に関する懇談会（以後，竹中懇と記
述）」は，6月に最終報告書を出している。竹

“通信と放送の融合”はどう議論されたのか?
鈴木祐司　　  
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おわりに

 〔1〕“通信と放送の融合”議論の背景

竹中懇設置での狙い
2006年1月から議論が始まった竹中懇は，

05年12月に開催趣旨を報道発表した 2）。そ
こでは“通信と放送の融合”に関係して，以下
のような文言が散見された。
「通信と放送は本来シームレスなもの」

「近年の急速な技術の進歩を反映して通信・
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」

「ビジネスとしても実現可能であるにもか
かわらず，制度等の制約から提供されてい
ないサービスもある」
この報道発表に先立って，竹中大臣は懇談

会設置の意向を記者会見で表明している 3）。
その席でも，“通信と放送の融合”に関係して，
以下のような発言を行っていた。
「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」

「インターネットでテレビの生放送が観られ
ないのかというふうに思っている人も多い」
竹中懇第1回会合は06年1月20日に開かれ

た。その席でどんなアジェンダを扱っていく

時  期 出  来  事 ・ 内   容
2001 年 6 月 「通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律」と「電気通信役務利用放送法」が成立
2002 年 9 月 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 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

12 月 KDDI，トリプルプレイの「光プラス TV」を開始
2004 年 3 月 第 159 回国会における質問趣意書に対する回答「（IP 放送は）公衆によって同一の内容の伝送が同時に受信される

ことを目的として行う送信形態ではないことから，著作権法上は放送にあたらず」
7 月 NTT 東日本の子会社オンラインティービー，「4th MEDIA」を開始

2005 年 2 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
3 月 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
4 月 USEN がパソコンを対象にした VOD サービス「GyaO」開始
7 月 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
10 月 日本テレビ，VOD サービス「第 2 日テレ」開始
11 月 TBS，VOD サービス「TBS BooBo Box」開始
12 月 規制改革・民間開放推進会議，2 次答申を発表

2006 年 1 月 竹中総務相の私的懇談会「通信と放送の在り方に関する懇談会」設置
2 月 知的財産本部コンテンツ専門調査会  著作権法の見直し提言
3 月 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
6 月 「通信と放送の在り方に関する懇談会」と自民党電気通信調査会「通信・放送産業高度化小委員」がとりまとめ発表

「政府・与党合意」発表
7 月 経済財政諮問会議「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006」発表

規制改革・民間開放推進会議「規制改革・民間開放の推進のための重点検討事項に関する中間答申」を発表
8 月 総務省情報通信審議会が第 2 次中間答申を発表

総務省，通信・放送法制企画室を設置し「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」開催
文化庁文化審議会著作権分科会が報告書案を了承

9 月 総務省，「通信・放送分野の改革に関するプログラムについて」を発表

表1　“通信・放送の融合”議論に関わる主な動き
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べきかについて，委員の中で意見交換がなさ
れ，その方向が，共有されたという。会合後
の記者会見で示された意見の概要は以下の通
りだった。

「IP化への対応が大変重要」「通信・放送
について，産業の視点として，市民社会を考
えるインフラとして，双方の視点でしっかり
と議論しなければいけない」「問題の切り口
としては，伝送路の融合の問題，そして企業
組織の融合の問題，より豊かなコンテンツを
作れるような環境を作れる仕組みの問題，そ
れを時間軸の中でしっかりと議論していかな
ければならない」「その範囲で法律の問題や
省庁体制の問題も出てくる」

以上を要約すると，竹中懇設置の狙いは以
下のようになる。

技術の進歩により，通信と放送は近接した。
ビジネスとしても可能性がある。国民もイン
ターネットでテレビ番組を視聴するなど，両
者のシームレスなサービスを期待している。
しかし現実は，制度などの制約から提供され
ていないものがある。何が原因なのか，どう
あるべきなのか，懇談会でしっかり議論して
いく。結果として行政のあり方も変わる必要
があり，将来の省庁再々編の準備を進めたい。

竹中懇設置の背景
こうした考え方は，ブロードバンドが普及

し始めた01年以降に度々言われた通信と放
送の関係についての問題と共通する部分があ
る。例えば01年6月に総務省は電気通信役務
利用放送法を成立させ，その結果03年以降に
ブロードバンドでの動画配信事業に着手する
通信事業者が増えていった。しかし実際には，
こうしたサービスは文化庁が定める著作権法
では放送に当らず，著作権処理の問題などに

より事業は必ずしも順調に展開しなかった。
こうした事態を好転させようと，05年頃

から様々な試みが始まる。同年3月に発表さ
れた経団連「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
意では，テレビ番組のネット配信使用料率に
ついて暫定的な合意がなされた。民と民との
契約レベルで，テレビ番組の流通を促そうと
いうのが狙いだった。

同年7月に総務省情報通信審議会が発表し
た「地上デジタル放送の利活用の在り方と普
及に向けて行政の果たすべき役割」について
の第2次中間答申では，地上デジタル放送（以
後，地デジと記述）を通信インフラで再送信
する方向性が示された。2011年7月24日と
定められたアナログ停波を実現させるために
は，通信を活用して地デジを送信することが
不可欠という判断があった。

そして同年12月に規制改革・民間開放推進
会議が発表した2次答申でも，“通信と放送の
融合”を推進する必要性が示された。利用者
利便の向上という観点からは，「著作権処理
の問題について早急に解決すべき」とされた
のである。伝送路の選択肢を拡大するために，
通信を活用した新メディアが放送事業者から
確実に再送信の同意を得ることができるよう，
ルールを明確化する必要性が説かれた。

これら3つの議論は，いずれも“通信と放
送の融合”を促す流れにあった。放送並みの
動画配信を可能とするブロードバンドが，06
年3月末までに契約数を2,303万世帯に伸ば
すなど，急速な普及も背景にある（図1）。竹
中懇はこうした議論や現象を受けて，議論が
始まったのである。
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 〔2〕竹中懇での議論

懇談会は1月から6月まで，合計14回開か
れた。途中の第6～7回では，業界関係者へ
のヒアリングが行われた 4）。そして4月11日
開催の第9回から“最終とりまとめ”に向けた
議論が始まり，6月6日の第14回に最終的な
報告書が完成した。報告書は，「1.問題意識」

「2.現状認識」「3.対応の方向性」の3つで構成
された。各項目の概要は以下の通りである。

1. 問題意識
2010年にブロードバンド化が完了し，翌

年に地上デジタル放送網が整備されるゆえ，
2011年を“完全デジタル元年”と位置づける。
その段階で全ての国民・組織・産業がデジタ
ル化・IT化のメリットを最大限に享受でき
る体制を整備すべき。

通信・放送の在り方の再検討は，3つの観
点から取り組む。一般利用者の観点，競争力
強化と事業展開の多様化という観点，そして
ソフトパワー強化という観点である。

2. 現状認識
デジタル化・IT化のメリットが浸透しない

理由として，「融合/連携の遅れ」「不十分な
競争と事業展開」「困難なソフトパワー強化

への貢献」「NHK問題への対応」がある。「融
合/連携の遅れ」では，通信・放送事業に対
する規制の硬直性が原因の1つに挙げられる。

「不十分な競争と事業展開」では，アクセ
ス網にボトルネック性が存在し 5），市場に新
たなドミナンスが発生する可能性がある 6）と
指摘した。また通信の規制体系と1999年の
NTT再編が，デジタル化・IT化を予期して
いなかった点もあるとされた。放送事業も，
50年以上前に制定された放送法などで事業
者が自由な事業展開を行いにくい環境となっ
た結果，国際競争力のあるメディアが育って
いない。このままでは，“デジタル・IPを活
用した映像ビジネスの展開”に対して，国際
市場で競争することは困難とされた。

「困難なソフトパワー強化への貢献」では，
まずソフトパワー強化が喫緊の課題に挙げら
れた。その上で，放送事業者が重要な役割を
果たさなければならないが，文化の発掘・創
造と情報発信の担い手として存分に活躍でき
るような環境の整備が不十分と指摘された。

「NHK問題への対応」では，まずデジタル化・
IP化で通信・放送の変革が必要とされている今，
NHKが不祥事を未然に防ぐ体制を確立し，IP
時代にふさわしい公共放送として，NHKの持
つ経営資源を国民のために有効に活用すべき責
務を改めて認識しなければならないとされた。

3. 対応の方向性
2010年までに講ずるべき措置は，大きく5

項目に分けられた。そして総務省は，報告書
に沿った検討を行うための工程を具体化し，
進捗状況を定期的に公表すべきとされた。5
項目の概要は以下の通りである。
1）総論

2010年代初頭には，ブロードバンド・ア

図1　ブロードバンド・インターネットの普及

出典 : 総務省「情報通信白書」から
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クセスを全国どこでも低廉な料金で利用でき
る仕組みが確立されるべき。それを前提に通
信・放送の規制の在り方を全面的に見直し，
通信事業の公正競争の促進と放送事業者の事
業展開の自由度の拡大を図り，各事業者の競
争力を高めるべき。同時に環境整備を通じて，
事業者自らの創意工夫による新サービス実現
を容易にすべき。
2）融合を進めるための環境整備

① IP マルチキャストの著作権法上の扱い

電気通信役務利用放送全体が著作権法上も
放送と扱われるよう対応すべき。また著作権
法を伝送路の多様化に対応した包括的な規定
とし，利用者利便や技術革新に的確に対応し
た抜本改正を行うべき。
②融合的サービスの出現を促す環境の整備

通信サービスの発展形としての映像配信
や，放送番組のIPネットワークでの配信な
どの登場・普及を促すための環境整備を，利
用者利便に資する形で進めるべき。
③通信・放送の技術開発の在り方の見直し

技術標準化の在り方を抜本的に見直すべき。
また，NHKの研究とNTTの基礎研究につい
ての法律で義務付けを早急に見直すべき。
④通信・放送の法体系の抜本的見直し

法体系では通信と放送が二分され，全体で
合計9本もの法律がある。このため自由な事
業展開が阻害されているので，即座に見直し
に着手すべき。そして2010年までに，基幹
放送や放送規律を維持することを前提に，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。た
だし，これは法律・規制体系の見直しで，事
業者が垂直統合的な組織・サービスを志向す
ることを妨げない。

3）通信事業における一層の競争の促進

①事業規制の在り方の見直し

通信事業での公正競争を徹底するため，市
場支配力の濫用を防止する観点から，ドミナ
ント規制の適正な運用や，次世代網の解放を
含む接続ルールの整備等，事業規制の在り方
を見直し，早急に制度整備を行うべき。
②通信関係法制の抜本的な見直し

NTT東西のボトルネック設備について，
会計分離の徹底，接続ルール遵守のための体
制整備，アクセスの同等性確保を実現し，公
正競争を確保するための措置を行い，機能分
離を徹底すべき 7）。同時にこれを前提に，地
域規制で損なわれているポテンシャルを拡大
するために，両社に対する業務範囲規制を段
階的に緩和すべき。

またNTT持株会社の下に4つの通信会社
が置かれているが，各社が持つポテンシャル
が十分に発揮されるべく，2010年には通信
関係法制の抜本的な見直しを行い，NTT東
西の業務範囲規制の撤廃，持株会社の廃止・
資本分離等を一体として進めることを念頭
に，必要な検討を速やかに進めるべき。
4）放送事業における自由な事業展開の促進

①マスメディア集中排除原則の緩和

電波の希少性を前提としたマスメディア集
中排除原則は，ブロードバンドが普及してい
る21世紀にはそぐわない内容で，日本に必
要な“国際的に通用するメディア・コングロ
マリット”の出現を妨げている面もある。

従って同原則を，持株会社方式，キー局に
よる地方局への出資等を含む自由度の高い形
で緩和すべき。ただし，ネットワーク間の統
合は，認められるべきではない。
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②既に割り当てられている周波数帯域の

　　　　　　　　　　　　　有効利用の促進

地上波テレビ放送がデジタル化された後，
帯域圧縮技術の進歩等に伴い，割り当てられ
た周波数帯域の未利用部分が生ずることが想
定される。これを有効活用して，多様なサー
ビス提供を通じた利用者便益の増大と，収益
機会の拡大を実現できるようにすべき。その
ため，新たな免許の導入や，電気通信役務利
用放送法の地上波放送への適用を早急に実現
すべき。また，一定割合以上はハイビジョン
放送とする基準も緩和すべき。
③地上デジタル放送の

　　　　　　IPマルチキャストによる再送信

地デジをIPマルチキャストで再送信する
際には，地域限定を設けるべきでない。しか
し本来この問題は，事業者の側で判断すべき
で，行政が積極的に関与するのは適当でない。
④地上アナログ放送用の周波数帯域の有効利用

デジタル化で空く周波数については，通
信・放送融合時代にふさわしい有効活用をす
べき。例えば，携帯向け映像配信サービス
等，既存のものと異なる新サービスの登場が
期待できるが，希望者には電気通信役務利用
放送法で通信設備を活用した放送も行えるな
どで，新規参入を容易にすべき。
⑤コンテンツの流通環境の改善

日本のソフトパワーの強化を実現するた
め，放送事業者は番組の外部調達増大に努め
ることが期待される。特にNHKは，一定割
合以上を子会社以外の外部から調達すべき。
5）NHKの抜本改革

①経営委員会の抜本的改革

一部委員の常勤化，事務局の強化，委員会
内部にコンプライアンス組織設置，メンバー

構成の再検討等を可及的速やかに行うべき。
②NHKのチャンネル削減

現行の8チャンネルは，電波の希少性，個々
のチャンネルの役割等を勘案すると，公共放
送として明らかに多過ぎる。

衛星放送は難視聴対策が適当ゆえ，1チャン
ネルを削減すべき。FMラジオ放送は，公共放
送の役割を終えたものと考えられる。衛星ハイ
ビジョンが2011年に停波されることを勘案す
ると，現行8チャンネルは5チャンネルとなる。
③NHK本体と子会社の見直し

NHKグループ全体を見直してスリム化す
る必要がある。本体に関しては，不祥事が続
発した娯楽・スポーツ等の制作部門は公共性
が高いとは言えないことから，本体から分離
して関連子会社と一体化した新子会社とし，
民間との競争にさらされるようにすべき。

地上波のデジタル化が完了した後は，未利
用周波数帯を活用して新サービスを提供でき
るようになるので，収益事業を行える体制を
整え，受信料の低減と電波の有効利用に資す
るべき。このため，伝送部門を本体から分離
して子会社とすべき。最低限，会計等を早急
に分離し，コスト構造の透明化等を図り，本
体で実施できる体制を整えるべき。

次に，子会社の抜本的な整理・統合に着手
し，子会社数を大幅に削減すべき。さらに本
体と子会社の関係見直しが必要で，外注を行
う際にも子会社に集中的に発注する現体制を
改めるべき。
④番組アーカイブのブロードバンドでの提供

過去の番組アーカイブをブロードバンド上
で公開することで，日本のコンテンツ制作力
を強化し，海外に対する映像情報発信を促進
すべき。そのために，従来の行政指導による
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制約を廃止し，ブロードバンド上で有料配信
できるようにすべき。なお当該事業を行う部
門は，本体から分離して子会社とすべき。
⑤国際放送の強化

外国人向けの映像による英語国際放送を早
期に開始すべき。伝送はテレビ放送とIP網
による番組配信の双方でやるべき。

主体は公共放送NHKが最適だが，民放の
ノウハウや番組提供も必要ゆえ，新たな子会
社を設立して実施する。その際，民間出資を
受け入れ，編集の独立性を確保しつつ，財政
支援も検討すべき。
⑥受信料制度の改革

公共放送維持のためには，受信料不払いや
受信契約の未契約は看過できない。ガバナン
ス強化，チャンネル削減，組織スリム化，受
信料徴収コスト削減，受信料の大幅引き下げ
等を前提に，支払いの義務化を実施すべき。
さらに必要があれば，罰則化も検討すべき。

   〔3〕片山小委員会での議論

以上の竹中懇報告書は，実は完成までにか
なりの紆

う

余曲折があった。例えば，報告書に
むけた議論が始まって1か月ほど経った5月
16日，第12回会合後の記者会見で，最終報
告の予定をめぐってこんなやりとりがある。

問 : 最終報告はやはり今月中を目指すとい
うふうにお考えですか。

答 : いえ，時期に関しましては未定です。次
回の開催日も未定で，目途も未定です。

これまでは，終了時の記者会見で次回の開
催日時が明示されていた。しかしこの時は，
会見で示されなかっただけでなく，その後2
週間近く総務省のホームページでも予定は示
されなかった。異例の事態と言えるが，実は

この時，自民党との意見のすり合わせで，報
告書の着地点が不透明になっていたという。
壁となっていたのは，片山虎之助参議院幹事
長を座長とする自民党電気通信調査会「通信・
放送産業高度化小委員」での議論だった。

片山小委員会は，竹中懇と並行して議論を
行ってきたが，「今後の放送・通信の在り方
について（案）」が6月2日に出された 8）。内容
としては，竹中懇と対照的な考え方が随所に
散見される。4項目から構成される同報告書
の概要は以下の通り。 

「NHK関係」
①公共放送（NHK）が担うべき公共性

NHKは国民生活を豊かにする信頼できる情
報を，全国あまねく，誰にでもどこにでも提供す
る使命を担っている。このため，災害・緊急報
道や教養・教育番組といった特定ジャンルに限
らず，良質な娯楽等を含め，民放とは異なる多
様で質の高い総合的な放送を行っていくべき。
②業務範囲

1）保有チャンネル（8波）のあり方

各チャンネルの役割を検証し，役割を終え
たと考えられるチャンネルの削減を検討すべ
き。その場合，難視聴解消目的以外の衛星チャ
ンネルおよびラジオを検討対象とするにして
も，削減後のチャンネルがこれまで以上に有
効活用されるような検討が必要。
2）国際放送のあり方

従来のテレビ国際放送（在外邦人向け）と
は別に，外国人向け新チャンネルの創設を検
討すべき。ただし，このような放送は採算性
が厳しいので，必要な国費投入の検討が必要。
3）インターネット利用のあり方

NHKのネット利用には，ガイドラインに
基づく制約があるが，アーカイブス番組など
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も視聴できるよう，本格的な利用を可能とす
べき。その場合，適正な対価徴収や適切な運
営主体のあり方についても検討すべき。
4）アーカイブスの利活用のあり方

インターネット等での配信を可能にすべ
き。さらに過去の番組の著作権処理を円滑に
進められる対策も検討すべき。
5）研究開発（放送技術研究所）のあり方

これまでも多くの成果をあげており，今後
とも国際競争力維持等の観点から必要。しか
し民間との連携，効率化を念頭に，子会社化
などの体制についても検討すべき。
6）子会社等のあり方

情報公開，業務内容の見直し，統廃合，本
体と一体の人員削減等を行うべき。ただし本
体の業務を安易に子会社化するのは，ガバナ
ンスの実効性の観点から慎重であるべき。
③受信料制度のあり方

1）基本的な財源のあり方（スクランブル化の是非を含む）
現段階で受信料に代わる最善の方法はな

い。地上波・BSともにスクランブル化や営
業広告解禁は厳に避けるべき。
2）受信料の公平負担を向上させる方法

受信料未納約3割は，公平負担の観点から
放置されることは許されない。しかしNHK
の努力だけでは限界あり。義務化や，テレビ
購入情報・住所移転情報等の外部情報の活用
が必要。導入時期は，NHKの信頼回復努力
も見極め，07年3月頃実施が適当。

なお効果が不十分な場合，将来的な課題と
して，強制徴収・罰則導入も検討すべき。
3）ワンセグ，サーバー型放送等

　　　   新規サービスにおける財源のあり方

NHKに先導的役割が期待されるが，当面
一部の利用に限られるサービスの財源は，受

益者負担による有料サービスとすべき。
④ガバナンスのあり方

1）経営委員会のあり方

執行部への監督機能を一層強化すると共に，
一部委員の常勤化・地区代表委員定数の削減
を検討すべき。また経営委員会に会長も加え
たワンボード化も検討すべき選択肢の1つ。
2）情報公開のあり方

これまで以上に説明責任を果たす観点か
ら，経営委員会等の議事録，役職員給与支給
基準，番組制作費などを詳細に公開すべき。
3）コンプライアンス等内部統制のあり方

外部の有識者中心に常設の第三者機関を設
置すると共に，過去の経理を徹底的に調査し，
結果と対応策を速やかに明らかにすべき。
⑤組織形態のあり方

組織形態については，当面特殊法人の形態
を維持することが適当。

「民放，放送全般関係」
①地上放送における

　　　  いわゆるハード・ソフト一致のあり方

緊急災害時における迅速・的確な情報提供
を行う上で必要不可欠で，堅持すべき。
②放送対象地域（県域免許）のあり方

地域住民に不可欠な情報を提供する上で重
要な意味があり，原則は維持すべき。
③マスメディア集中排除原則のあり方

経営基盤の強化・効率化と，放送の多元性・
地域の独自性に配慮しつつ，純粋持株会社方
式または直接出資によるグループ経営も選択
可能となるよう，原則の緩和が適当。
④地上テレビ放送のデジタル化

　　　　　完全移行にむけての取組のあり方

中継局等の整備が地域により難航するの
で，税制上・財政上必要な公的支援のあり方
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を検討すべき。
⑤放送番組の適正確保と質の向上

各民放の番組が画一的になっているなどの
批判を真摯に受け止め，正確公正な報道と，
青少年の健全育成に資する番組の提供に，放
送事業者は一層努めるべき。

「通信関係」
①通信事業（NTTのあり方）について

NTTの組織問題については拙速に結論を
出すべきでない。ブロードバンドの普及や
中長期経営戦略の動向などを見極めた上で，
2010年頃に関係法令の改正を検討すべき。そ
れまでは，行為規制により対応するのが適当。

「通信・放送の連携等全般」
①総合的な検討

デジタルインフラの構築及び活用，先端的
な通信放送サービスの提供，デジタルデバイ
ドおよび研究開発のあり方等について，総合
的・横断的な議論を行う必要がある。
②コンテンツ流通促進のための

　　　　　　著作権及び著作隣接権のあり方

放送番組のインターネット上の二次利用を
促進するため著作権制度を抜本的に見直すべ
き。特にIPマルチキャストによる地デジ再
送信は，著作権法上ケーブルテレビと同様に
放送として扱われるような措置が必要。

なお，この再送信が地上放送事業者の区域
外にも送信されることについては，著作権な
どの諸問題が解決されない限り実施は困難。
③映像配信サービスにおけるコンテンツ規制のあり方

通信での映像配信サービスには，放送番組
規律のような視聴者保護はない。当面は業界
の自主的な規制などに委ねるが，将来は社会
的影響力を勘案しつつ，規律のあり方を検討
する必要がある。

 〔4〕両議論をめぐる様々な議論

以上のように，同じ時期に対照的な見解を
示した竹中懇と片山小委員会の報告書につい
ては，各方面から様々な意見が出された。通
信・放送の関係企業を初め，業界団体，市民
団体，さらには別の政府検討会などである。
本稿では，紙幅が限られているので，主な意
見だけを整理しておきたい。

竹中懇に近い見解
“通信と放送の融合”を推進する立場の竹

中懇と当初から同じ方向を目指してきたの
が，宮内義彦オリックス会長が議長を務める
規制改革・民間開放推進会議である 9）。同会
議は，竹中懇が始まる前に「規制改革・民間
開放の推進に関する第2次答申」（05年12月
21日）を発表した。そして竹中懇が報告書を
発表した直後にも，「緊急対応すべき規制改
革の重要課題」（06年6月7日）を表明してい
る。さらに「規制改革・民間開放の推進のた
めの重点検討事項に関する中間答申」（06年
7月31日）も出しており，一貫して“通信と放
送の融合”を推進する考え方を示している。
同会議の発言の概要は以下の通りである。
①規制改革・民間開放の推進に関する第2次答申

「通信と放送の融合等に対応した競争環境
等の整備」という項目を設け，以下4項目に
わけて意見を表明した。

「NHKの改革」で，子会社や内部部局の統
廃合，管理部門の縮小，外部取引での競争契
約比率の向上，受信料の支出使途の公表，保
有チャンネル数のあり方やデジタル放送スク
ランブル化の是非等の検討を求めた。

「地上波放送における競争の促進」で，地
上波放送局の再免許手続きの厳格化，複数局



23OCTOBER 2006

支配規制の一層の緩和，放送の伝送路の多様
化，放送事業者の電波利用料の見直し，地デ
ジの普及促進と電波利用方式の設定・実施過
程の透明化を求めた。

「情報通信ネットワークインフラ整備の一
層の促進」では，高速電力線搬送通信設備に
使用する周波数帯の拡大 10）と，超広帯域無
線方式の導入を求めた 11）。

「NTTのあり方」では，NTT東西の保有
する加入者系光ファイバー等のネットワーク
のオープン化，公正競争確保のための諸施策
の徹底などに言及した。
②緊急対応すべき規制改革の重要課題

これは竹中懇の報告書が公表された翌日に
開催された第14回経済財政諮問会議で，宮
内議長から提出・説明されたものである。

06年12月に地デジが全都道府県に広まり，
全世帯の80%以上が視聴可能になること，そ
してインターネットでテレビ番組を楽しむ人
が国民の1割近くになった状況を踏まえ，通
信・放送の概念・規律を速やかに整理しない
と大混乱を招く可能性が大きいと指摘した。
そしてNHKの在り方，NTTの在り方，放送・
通信の融合・技術革新等に対応した制度の構
築など，規制の抜本見直しが必要として，「骨
太の方針2006」など政府決定を通じて，実現
を担保すべきとした。
③規制改革・民間開放の推進のための

　　　　　　重点検討事項に関する中間答申

当答申は，後に詳述する「政府与党合意」（6
月20日）や「骨太の方針2006」（7月7日）な
どが発表された後に公表されている。放送・
通信分野に関しては，概ね竹中懇報告書の線
に沿っているが，特筆すべき内容としては，
以下のものがある。

「NHKの在り方の見直し」の「保有チャン
ネル数の削減等」では，現在の衛星3チャン
ネルのうち，難視聴解消を除く2チャンネル
を2011年度までに停波し，その後の民間事
業者への割当てではオークションを行い，真
に必要とする者が利用できるような方法を工
夫すべきとした。

「放送事業に関する規制の見直し」の「視聴
者による多様なコンテンツへのアクセスの改
善に資する施策の展開」では，多様なコンテ
ンツへの視聴者のアクセスを可能にする観点
から，民放各社に割り当てられている周波数
を，帯域単位あるいは時間単位での他事業者
へリースすることを認めるべきとしている。

さらに「通信・放送の融合に対応した制度
の整備」の「インターネット配信の著作権法上
の位置付けの明確化」では，IPマルチキャス
トによる地デジの同時再送信のみに限らず，
自主放送も速やかに対応すべきとした上で，
さらに放送コンテンツの二次利用およびオン
デマンド方式などネット配信全般の著作権法
上の取扱いについても引き続き検討し結論を
得るべきという点にまで踏み込んでいる。

片山小委員会に近い見解
以上のように，規制改革・民間開放推進会議は，

先行したり後から補強したりの関係を保ちつつ，
竹中懇の主張と同様に“通信と放送の融合”を推
進することを強く求めている。これに対し，竹中
懇には異を唱え，片山小委員会と近い見解を示
した企業・団体がある。主に竹中懇で改革すべ
き対象に挙げられた，通信や放送の関係団体で
ある。主な意見の概要は以下の通りである。
①NTT

NTTの和田紀夫社長は，竹中懇が“最終と
りまとめ”議論に入った後の05年度決算発表
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の席上（5月12日），記者に懇談会の議論への
見解を問われて，次のように答えている。

「現在の枠内で中期経営戦略の実現に全力
を尽くしていく」と，まず大枠は現状維持で
いく考えを示した。さらに竹中懇が求める“ア
クセス回線の分離”については，「正直に言って
具体的にどういうことが提案されるのかよくわ
からない」と，全く想定外とした。懇談会では
英国のBT12）との比較で，構造分離や機能分離，
さらには資本分離などの議論がなされたが，こ
れらについては「法的に規制されるものかどう
かということが，私にはよくわからない。それ
は，やはり事業責任を負う企業の経営側の責任
においてやることではないかと考えている」「一
言で申し上げると，これは受けられませんとい
うことである」ときっぱり反対の意を表明した。
②民放連

竹中懇の議論の中で，「放送事業における
自由な事業展開の促進」の部分で対象となっ
た民放連は，「報告書案」が公表された翌日
に連盟としての見解を，そして「報告書」が
公表された同日に広瀬道貞会長の見解を発表
している。趣旨は以下の通りである。
民放連意見（6 月 2 日）

報告書案に賛同できる部分もあるが，「民
間放送事業の将来に不安を感じさせられると
ころ」もあるとして，以下4項目について見
解を述べた。

「通信・放送の法体系の抜本的見直し」に
ついては，基幹放送たる地上放送について

「ハード・ソフト一致原則」を堅持する旨を
明記することを求めた。

「IPマルチキャストによる地デジ再送信」
については，以下4点を挙げて反対の意を表
明した。一，このやり方は地方局にとって大

きな障害となり，国全体の制作力・情報発信
力を上げることにおいて有効な政策とは思え
ない。一，報告書案は「再送信に地域限定を
設けるべきではない」としているが，地域の
置局政策や地域放送免許との整合性と，放送
番組に係る著作権・放送権の保護の観点から，
地域に厳に限定すべき。一，この方法は「2011
年完全デジタル化」に向けた補完措置として，
条件不利地域における難視聴解消を第一義と
して行われるものである。一，「地方局が希
望する場合は自主制作番組のIPマルチキャ
ストによる発信エリアを拡大できるようにす
べき」とあるが，これは「番組の二次利用」で
あり，現行制度でも実施可能で，放送の「再
送信」との混同は避けるべき。

「未利用周波数帯の有効利用の促進」につ
いては，「電気通信役務利用放送法の地上波
放送への適用」とあるが，地上放送に「ハード・
ソフト分離型」の役務利用放送法を適用する
ことには反対。基幹放送として国民に安定的
かつ恒常的にサービスを提供する役割を担う
地上放送に，役務利用放送の規律を持ち込む
ことは不適当と反論している。

「コンテンツの流通環境の改善」について
は，これまでも多くの外部制作者の協力を得
ながら制作してきた実績があり，優越的地位
の濫用と言われない仕組みも整備してきたの
で，外部調達のあり方について特段の見直し
の必要はないと報告書案を否定した。
民放連会長コメント（6 月 6 日）

報告書が，「通信放送サービスの向上」「ソ
フトパワーの強化・拡充」をあげ，その対応に「地
上波放送事業者が重要な役割を果たす」「放送
事業者が文化の発掘・創造と情報発信の担い
手として存分に活躍できるような環境を整備す
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ることが必要」という認識を示した点は同感。
通信・放送の法体系の見直しは，「現行制

度のような基幹放送の概念の維持や放送規律
の確保等を前提に」行うとしている点，「ロー
カル局の経営基盤の強化を促す政策の一環と
してマスメディア集中排除原則の緩和」を打
ち出した点も評価する。

しかし「報告書ではいくつかの点において
明確さを欠いている」として，以下の点につ
いて報告書を批判している。例えば，「（地デ
ジの）一定割合以上はハイビジョン放送とす
る基準を緩和すべき」とあるが，現在進めて
いるデジタルハイビジョンを基本とする放送
のデジタル化計画との整合性を欠き，我が国
の基本政策に合致しないと批判した。また，

「NHKの伝送部門を本体から分離し，新たな
事業主体に未使用帯域を活用した第三者への
貸し出しや融合サービスを認めよう」とある
が，置局政策との整合性を欠く可能性もある
ので，受信料の低減や公共放送による電波の
有効活用といった限られた目的だけで判断す
べきものではないと反対の意を表明した。

また「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」とあるが，解釈次第では基幹放送の
ハード・ソフトの分離にもつながりかねない
ので容認できないとした。

さらに，IPマルチキャストの著作権問題
でも，「電気通信役務利用放送を著作権法上
も放送と同等の扱いにすべき」とあるが，充
実したコンテンツを安定的に提供するには権
利者と事業者との良好な関係が不可欠であ
り，関係方面に十分な配慮を求めたいとした。
③新聞協会

新聞協会のメディア開発委員会も，竹中懇

報告書が出た後に見解を発表した。「通信・
放送のみならず，今後のわが国報道界全体の
在り方に深くかかわる内容であり，当委員会
としても重大な関心を持っている」とした上
で，報告書への危惧の念を表明した。

まず挙げたのは，「NHKや民間放送の報道
機関としての社会的使命や役割」という観点
から，慎重に議論を進めるべきという点。「こ
うした観点からの議論が乏しく，過度に市場
原理，経済合理性に重点を置いた結論につな
がったとの印象が拭えない」とした。

NHKのあり方については，「これまでの経
緯，現行制度の持つ意味，放送サービスの今
後の展開と影響等を十分に分析・検討し，明
確な根拠を示したうえで，そのあるべき姿を
提案すべき」とし，「民間事業者との公正競争，
運営主体や財源の在り方などについて慎重に
検討が加えられなければならない」とした。

ハード・ソフト一致に対しては，「基幹放
送であり，報道機関である地上波放送局に
とって必要不可欠のものである。その分離を
前提に法律，規制体系の見直しが行われ，ま
た，それに伴って通信分野にもコンテンツの
内容規制が導入されるということになれば，
きわめて重大な問題」と警戒感を示した。

さらに今後の検討にあたっては，「わが国
の民主主義の根幹にかかわる重要事項でもあ
り，拙速は避けなければならない」として，
直接の当事者である放送事業者等はもちろ
ん，一般視聴者をはじめ多方面の関係者から
幅広く意見を求め，開かれた形で，慎重に議
論を進めるべき」と締めくくった。
④NHK

竹中懇や片山小委員会の報告書で，多く言
及されたNHKも，民放連と同様に竹中懇「報
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告書」公表の日に見解を発表した。さらに，
後に詳述する「政府与党合意」が発表された6
月20日にも，もう1度見解を発表している。
通信・放送の在り方に関する懇談会の
　　　　　　　 報告書について（6 月 6 日）

「報告書は『一般利用者』の観点を強調し
てはいるものの，それが提言にどのように結
びついているのかが判然としない」

「情報の多様化が進む中で，放送の公共的
な役割，とりわけ公共放送の果たすべき文化
的役割や社会的使命は，いっそう重要になる
ものと考えているが，提言は，視聴者の期待
するNHKの役割やサービスを制約する内容
になっている」

「懇談会の議論の過程は，必ずしも公開さ
れておらず，報告書を見ても，主張されている
提言の意図や合理性についても明らかになっ
ていないが，結論を得るにあたっては，放送政
策としての整合性や検討過程の透明性が必要」
改革提案に関する NHK 見解（6 月 20 日）

「経営委員会のあり方」については，「経
営委員会の監督機能をより強化することに基
本的に賛成」としている。ただしその検討に
あたっては，「公正な報道と創造的な表現活
動を担う公共放送機関にふさわしい監督・執
行体制のあり方」が追求されるべきで，「監
督と執行の分離を明確にして，監督機能をさ
らに強化し，執行に適切な緊張感を持たせる
ことなどが必要」としている。

「保有チャンネル数」については，「数が先
にありきで単純にチャンネルを削減し，放送
サービスの低下を招くような施策」には反対の
意を表明している。「各チャンネルには，公共
放送にふさわしいそれぞれの役割」がある点，

「現行の放送サービスの停止は，受信者に多

大の影響を及ぼす」こと，そして「チャンネル
削減によるコスト圧縮の効果」がそれほど大き
くない点などを勘案し，視聴者の要望も含め
て総合的に検討する必要があるとした。

「受信料の支払い義務化等」については，
義務化に対してはポジティブ，罰則の導入に
対しては慎重姿勢を示した。義務化について
は，「『支払い義務化』によって，受信料の性
格自体は何も変わりませんが，この二段構え
の仕組みが一本化されることになり，受信料
支払いの根拠が視聴者の皆さまから見てわか
りやすくなる」とプラス面に言及した。ただ
し罰則の導入については，「よりいっそう慎
重に検討すべき課題」と触れるに留まった。

「NHKのアーカイブス番組のインター
ネット配信」については，今ある制限を見直
す方向に賛成の意を示した。

「国際放送のあり方」については，NHKの
国際放送についてと，新たな枠組みでの国際
放送について，2通りで言及している。NHK
の国際放送では，「平成20年度までに英語化
率100%を目指す」方針で進んでいるが，「受
信環境の整備のために多額の経費が必要」で，

「その財源をどう確保し，世界に安定的に情
報を発信する体制を築くかという点は，目下
の大きな課題」とした。また新たな枠組みで
の国際放送については，「実施主体の編集権
の独立が保障され，財源の確保という直面す
る課題が解決されるのであれば，これに応分
の協力をしていくことは可能」とした。

「娯楽・スポーツ制作部門の子会社化」につ
いては，番組の分野で公共性の高低が決まる
わけではないと，竹中懇の考え方に異を唱えた。
また本体制作か委託かについては，「個々の番
組の特性や事情に応じて柔軟に決める必要が
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あり，行政の規制で縛るのではなく，NHKと
して業務の効率性などを確保しつつ，自主的
に判断したい」とした。また子会社等のあり方
については，経営計画の「子会社等の統合を進
め，スリムで効率的な体制を構築する方針」に
沿って，「改革を進めたい」という考えを示した。

「技術研究のあり方」についても，竹中懇
の見解に反対している。放送法で「放送及び
その受信の進歩発達に必要な業務を行うこと」
がNHKの目的と定められていること，「放送
を充実・発展させていくためには，番組を制作・
放送するNHK自身が技術研究を行うことが欠
かせない」というのが根拠として挙げられた。
⑤デジタル時代のNHK懇談会

NHK橋本会長の諮問機関として公共放送の
あるべき姿を話し合ってきた「デジタル時代の
NHK懇談会」は，6月19日に「公共放送NHK
に何を望むか―再生と次代への展望―」とい
う最終報告をまとめた。この中で“通信と放送
の融合”議論については，「放送と通信の接近
による『伝送容量の拡大』と『端末機器の多様
化・高機能化』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」「デジ
タル時代の公共放送を，産業政策や政争の具
に使ってはならない」とした上で，NHK問題
については次のように発言している。

受信料については，「個々の番組の対価では
なく，公共空間の形成と育成につながる社会的
コストの意味合いがある」ゆえ，罰則導入には
反対。「支払いの義務化は視聴者の信頼を得る
ことが前提」とした。また保有波問題では，「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
視聴者ニーズの広がりに応じて検討されるべ
き」とした。そしてNHKのあり方については，「公

共放送の意義を市場原理にゆだね，相対的多
数者の関心と嗜好のみにおもねるようなものに
変質させてはならず，NHKの民営化や番組の
スクランブル化はすべきではない」と主張した。

 〔5〕新たな議論へ

以上，“通信と放送の融合”をめぐる議論は，
竹中懇と片山小委員会を軸に，多くの組織を巻
き込んで，様々な分野に及んで議論された。そ
してその結末は，6月20日に発表された「政府
与党合意」と，7月7日の「骨太の方針2006」へ
とつながり，新たな議論のステージへと展開し
ていった。両報告書の概要は以下の通りである。
「政府与党合意」（6月 20 日）

「政府与党合意」は，竹中懇と片山小委員
会の相違点を調整する形で，4項目について
触れられている。
NHK 関連

「NHKのガバナンス強化」については，両
者の見解は大きく異なっていたわけではな
い。合意は，「経営委員会の一部委員の常勤化」

「事務局の抜本的強化」「コンプライアンス組
織の設置」「メンバー構成の再検討」となった。

「保有チャンネルの削減」については，5チャ
ンネルへの削減を主張していた竹中懇と，削減
を明示しなかった片山小委員会とでは，見解は
大きく異なっていた。合意では，「難視聴解消
のためのチャンネル以外の衛星放送を対象に，
削減後のチャンネルがこれまで以上に有効活
用されるよう，十分詰めた検討を行う」となっ
た。より片山小委員会に近い文言となった。

「NHK本体」については，子会社を全体の
整理・統合を図ることを前提として以下3つ
が挙げられた。「音楽・芸能・スポーツ等の
制作部門の一部を本体から分離して，関連子
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会社と一体化した上で，新たな子会社とする
ことを検討する」「伝送部門において，会計
の 峻

しゅん

別等を行う」の2つについては，竹中懇
の結論をマイルドにした形となっている。竹
中懇は「音楽・芸能・スポーツ等の制作部門」
全体に言及していたが，合意では「一部」と
なり，しかも「検討する」となった。「伝送部
門」も，竹中懇は本来「本体から分離」を目指
し，「最低限，会計等を分離」するとしていた。
合意では「峻別等を行う」と表現され，実際
の変更点は明示されていない。3つ目の「番
組アーカイブ」については，竹中懇の主張通
り，「ブロードバンドを通じて有料で公開」の
方向とされた。しかし「本体から分離して子
会社」で行うとまでは明示されなかった。

「国際放送」については，「新たに外国人
向けの映像による」放送が開始されることに
なった。担当するのは新たに設立される子会
社である。「民間の出資等を積極的に受け入
れるとともに，必要な国費を投入する」となっ
た。もともと両者の見解は大きく異なってい
たわけではないが，1点，「テレビ放送とIP
網による番組配信の双方でやるべき」という
竹中懇の主張は，表現から消えていた。

「受信料制度」については，「受信料の引
き下げのあり方，受信料の支払いの義務及び
外部情報の活用についての検討を早急に行
い，必要な措置を取る。その後，更に必要が
あれば，罰則化も検討する」となった。ここ
でも「現行の受信料を大幅に引き下げ」るこ
とが前提だった竹中懇の主張は，「安易な引
き下げにより番組の質の低下につながらない
よう十分注意が必要」と主張していた片山小
委員会との意見のすり合わせの結果，かなり
柔らかなものになっていた。

放送関連
この問題については，2点が合意として記

述された。1つ目のマスメディア集中排除原
則については，「自由度の高い形で早急に緩
和する」となった。もともと竹中懇と片山小
委員会，さらには業界との間で意見の食い違
いはあまりなかった問題で，合意の文言も両
者の主張がほぼ反映されている。

2つ目の放送事業者による外部調達につい
ては，そもそも片山小委員会はほとんど言及
していなかった。「増大に努めることを期待
する」「コンテンツ市場の形成を進める」「特
にNHKは，実情を踏まえつつ，番組制作の
外部調達を今以上とするよう努める」の表現
は，ほぼ竹中懇の考えに沿ったものとなった。
融合関連

これについては，「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」となった。これについて
も，片山小委員会では明確な言及はなかった。
いっぽう竹中懇では，法体系の見直しについ
て「2010年までに」「必要な法制的手当てを
措置」するとなっていた。「2010年までに結
論を得る」とは若干ニュアンスが異なるが，
ほぼ竹中懇の言う通りとなった。
通信関連

通信については，「ネットワークのオープ
ン化など必要な公正競争ルールの整備等を
図る」「NTTの組織問題については，ブロー
ドバンドの普及状況やNTTの中期経営戦略
の動向などを見極めた上で2010年の時点で
検討を行い，その後速やかに結論を得る」が
合意となった。そもそも竹中懇は「2010年に
は，通信関係法制の抜本的な見直しを行い，
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NTT東西の業務範囲規制の撤廃，持株会社
の廃止・資本分離等を一体として進める」「そ
のために必要な検討を速やかに始めるべき」
と主張していた。これに対して片山小委員会
は，「NTTの組織問題については拙速に結論
をだすべきでなく」「2010年頃NTT法・電
気通信事業法等の関係法令の改正を検討すべ
き」としていた。合意文章は，竹中懇が片山
小委員会に歩み寄る形になっている。
「骨太の方針 2006」（7月 7日）

以上の議論は，7月7日に開かれた第19回
経済財政諮問会議の場で，国の方針として採
択された。日本の成長力・競争力を強化する
取組みの中の1つとして，「生産性の向上（IT
とサービス産業の革新）」という項目が設け
られ，その中の1項目として「世界最先端の
通信・放送に係るインフラ・サービスの実現」
が謳われた。そして「『通信・放送の在り方
に関する政府与党合意』に基づき，世界の状
況を踏まえ，通信・放送分野の改革を推進す
る」と表現されたのである。つまり「政府与
党合意」に基づき，今後政府は通信・放送分
野の改革を進めていくことになるのである。

しかし，「政府与党合意」や「骨太の方針
2006」に記された内容への受け止め方は，ま
たしても竹中懇と片山小委員会では温度差が
あったようだ。竹中総務大臣は，6月22日の
記者会見で，「政府与党合意」が大きな前進
であるという評価を示した。「（合意の）意義
は，私は大きいと思います」「一つの合意を
基にこれからいろいろな政策をやっていける
ということの意義は大きいと思っておりま
す。しっかりと対応していきます」

一方，竹中懇とは対照的な考え方を示して
きた片山小委員会の座長を務めた片山虎之助

自民党参院幹事長は，竹中大臣とは異なる発
言をしている。「『政府与党合』で合意したの
は，検討するということだけで，何も具体的
には決まっていない。政策を決めるのは政府
と与党で，最終的に法律を変えるには国会，
つまり国会議員が責任をとること。竹中懇は
単に意見を言う場に過ぎない」
始まった新たな議論

「政府与党合意」と「骨太の方針2006」で一
区切りついた“通信と放送の融合”議論は，8月
以降に新たなステージへと入った。8月30日に，
総務省「通信・放送の総合的な法体系に関する
研究会」の第1回会合が開かれ，9月1日には同
じく総務省から，「通信・放送分野の改革に関
する工程プログラム」が発表されたのである。

新しい研究会は，「政府与党合意」において，
「『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。』とさ
れたことを踏まえ，通信・放送の融合・連携
に対応する法制度の在り方に関して専門的見
地から調査研究を行い，通信・放送の融合・
連携に対応した法体系の検討の方向性を具体
化することを目的」として開催された。

通信と放送に関する法体系は，現在9本の
法律が存在している。「有線電気通信法」「電
波法」「電気通信事業法」「有線放送電話に関
する法律」「日本電信電話株式会社等に関する
法律（NTT法）」「有線テレビジョン放送法」「放
送法」「有線ラジオ放送業務の運用規正に関
する法律」「電気通信役務利用放送法」である。
研究会では，インフラ，プラットフォーム，コ
ンテンツなど，レイヤー区分の新しい法体系
に作り変えることを視野に入れている。今後1
年半程度で取りまとめを行う予定だという。
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「通信・放送分野の改革に関する工程プロ
グラム」も，「政府与党合意」に基づき，通信・
放送分野の改革を着実に推進する観点から，
2010年までの5年間に取り組むべき具体的施
策を，以下のように示した。
1. NHK 関連

経営委員会の抜本的改革については，法案
を次期通常国会に提出し，法案成立後，08
年から実施する。

保有チャンネル数の削減については，検討
会を9月に設置し，その報告を踏まえ制度整
備を行い，2011年までに再編成する。

NHK本体の見直しについては，子会社全体
の整理・統合，音楽・芸能・スポーツ等制作
部門の一部分離，伝送部門の会計峻別等につ
いて，9月にNHKとの間で協議を開始し，そ
の結果を踏まえ，07年以降早期に実施する。

番組アーカイブスに係る対応は，法案を次期
国会に提出し，法案成立後，08年から開始する。

国際放送の強化については，情報通信審議
会で所要の検討を開始し，法案を次期通常国
会に提出し，法案成立後，09年度から新た
な組織による放送開始を目指す。

受信料支払いの義務化等については，法案
を次期通常国会に向け検討を行い，来春に結
論を得る。
2. 放送関連

マスメディア集中排除原則の緩和について
は，放送持株会社等について検討し，法案を
次期国会に提出し，成立後07年中に実施する。

コンテンツの外部調達については，情報通
信審議会で検討を行い，その結果を踏まえ，
07年度に所要の措置を講ずる。
3. 融合関連

「通信・放送法制企画室」を設置し，新たな

研究会を設置する（8月30日に第1回開催）。研
究会の報告，情報通信審議会の諮問・答申を
経て，2010年の通常国会へ法案提出を目指す。
4. 通信関連

「IP化の進展に対応した競争ルールの在り
方に関する懇談会」13）報告書を踏まえ，各種
ルール・制度の見直しを検討し，結論が得ら
れたものから順次実施する。NTTの組織問
題については，市場の競争状況の評価に係る
レビューを毎年実施するとともに，2010年時
点で検討を行い，その後速やかに結論を得る。

 おわりに

以上，今年前半に行われた“通信と放送の融
合”議論を，竹中懇と片山小委員会を中心に振
り返った。両者の議論の結果生まれた「政府与
党合意」や「骨太の方針2006」については，前
項で触れたように，両者の受け止め方には温
度差があった。しかし実際には，総務省が新
たな議論を開始するとともに，「政府与党合意」
で挙げられた項目の検討を，「工程プログラム」
という形で，具体的に作業を進め始めている。

“通信と放送の融合”議論は，実はほぼ5
年前に大きく取り上げられたことがある。01
年12月，IT戦略本部のIT関連規制改革専門
調査会に，「IT分野の規制改革の方向性」と
いう資料が提出された時である。これは「宮
内リポート」といわれ，今回一連の議論の中
で3度見解を表明した規制改革・民間開放推
進会議の宮内議長が作成したものだった。

その内容は，通信と放送の制度を，事業毎
の縦割りの規制体系から，機能毎の横割り
の競争体系に転換し，競争の促進と“通信と
放送の融合”を促進しようというものだった。
つまり通信と放送の法体系を，デジタル化・
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IP化の方向に沿った競争促進体系へと抜本
的に転換しようというものだったのである。

しかし「宮内リポート」は，放送界や関連業
界の反対で，具体的な検討の場を作ることは
できなかった。それから5年，趣旨としては類
似の内容が，今年は状況の変化を背景に議論
が進み，5年後の“完全デジタル元年”に向けて
新たな検討が始まろうとしているのである。

IT・デジタルがもたらす変化は，年々その
度合いを増しているという見方がある。一方
で，枠組みの変更を経て内実を固め始めると，
変化の度合いは少なくなるという見方もある。
しかし“通信と放送の融合”議論については，
これまでの5年と今後5年を見渡してみると，
従来とは大きく異なる部分が出てくると感ずる
人が徐々に増えているようだ。いずれにしても，
融合が進むにしても，あまり進まないにしても，
開かれた場での十分な議論を経て，しっかり
としたグランドデザインを作り，新たな世界を
構築することが望まれる。       （すずき ゆうじ）

注 :
1）旧郵政省は 1994 年 7 月に「21 世紀に向けた通

信・放送の融合に関する懇談会」を発足させ，
96 年 6 月に「情報環境の変化と通信・放送の
融合 背景と論点－社会経済の構造変化と情報
通信産業の展望－」と題するとりまとめを発表
した。続いて同年 10 月に「通信・放送の融合
と展開を考える懇談会」，2000 年 6 月に「通信・
放送融合時代の情報通信政策の在り方に関する
懇談会」を開催している。また総務省は 2001
年 6 月に「通信・放送融合技術の開発の促進に
関する法律」（通称「通信・放送融合法」）を成
立させている。さらに 2002 年度の「情報通信
白書」以来 06 年度版まで毎年，「通信と放送の
融合」という項目を設けている。

2）05 年 12 月 27 日に報道発表された「通信・放
送の在り方に関する懇談会」開催要綱

3）05 年 12 月 6 日の閣議後に行われた竹中総務大
臣の記者会見

4）竹中懇の構成員は，大学教授・弁護士・評論家・

シンクタンク理事長からなり，業界関係者は
入っていない。業界の考え方を議論に反映すべ
く，第 6 回に NHK・日本ケーブル連盟・スカ
パー・日本芸能実演家団体協議会，第 7 回に民
放連・NTT・KDDI・ソフトバンクへのヒアリ
ングが行われた。

5）アクセス網の普及や価格低落を妨げる要素があ
る，の意。「瓶の首のように細く，詰まりやすい」
という意味に由来する。

6）独占的な存在が出現し，健全な競争が保たれな
い可能性の意

7）NTT 東西が保有する加入者回線のシェアが高
過ぎる事実をもって，竹中懇ではボトルネッ
クと指摘していた。例えば銅線のシェアは
99.9%，光ファイバーで 78.1% と圧倒的となっ
ている。しかもサービスでのシェアにおいても，
ADSL こそ当初の 6 割以上が 4 割ほどまでに低
落していたが，FTTH は 6 割を占めるに至っ
ていた。十分な競争が生じ難いので，アクセス
回線でのボトルネックを解消すべきという発想
で，竹中懇の報告書は書かれている。

8）片山小委員会が 6 月2日に発表した「今後の放
送・通信の在り方について（案）」は，6月20日に
最終報告書として発表された。内容としても，項
目の分け方が変更されたり，「総合的な検討」の項
が加えられたりしている。

9）規制改革を推進するため，04 年 4 月に内閣総
理大臣の諮問に応じ，民間有識者 13 名から構
成される会議が内閣府に置かれた。規制緩和委
員会（98 年 1 月～），規制改革委員会（99 年 4
月～），総合規制改革会議（01 年 4 月～）の流
れを汲み，宮内義彦氏は規制緩和委員会委員，
規制改革委員会以後はトップを務めてきた。

10）高速電力線搬送通信とは，オフィスや一般家庭
に引き込まれている商用電源ラインに，電力の
供給だけでなく，データ信号を載せて，電力線
を通信回線として共用する技術。ただし使用す
る帯域が既存の無線通信と干渉する危惧があり，
現状では実用化が進んでいない。この議論では，
使用できる周波数帯域を拡大すべきとしている。

11）データを 1GHz 程度の極めて広い周波数帯域に
拡散して送受信を行う技術。各周波数帯で伝送
されるデータは，ノイズ程度に微弱なため，同
じ周波数帯で行われている通信と干渉すること
がない。消費電力が少ないという利点もある。

12）英国最大手の通信事業者British Telecommunications
13）05 年 10 月に設置された総務省の懇談会。通

信網が回線交換網から IP 網へと転換していく
2010 年代初頭を念頭に，対応した競争ルールの
あり方を整理し，接続・料金政策に係る検討の
方向性を明確化することを目的に設置された。


