
インターネット活⽤業務実施基準 変更素案からの修正点 
2020.11.10 

下線は現⾏基準からの変更部分 
⾚字は変更素案からの修正部分 

現 ⾏ 変更素案  修正案 
（実施状況の公表、評価および改善） 
第８条 ＜略＞ 
２ インターネット活⽤業務の実施状況につい

て、少なくとも３年ごとに、前項の評価の結
果も踏まえて評価を⾏うとともに、その結果
に基づき必要があると認める場合には、当該
業務の改善を図るための措置（この基準の⾒
直しを含む。）を講ずる。 

 
３ ＜略＞ 

（実施状況の公表、評価および改善） 
第８条 ＜同左＞ 
２ インターネット活⽤業務の実施状況につい

て、少なくとも３年ごとに、前項の評価の結
果も踏まえて、技術の発達および需要の動向
その他の事情を勘案して評価を⾏うととも
に、その結果に基づき必要があると認める場
合には、当該業務の改善を図るための措置
（この基準の⾒直しを含む。）を講ずる。 

３ ＜同左＞ 

 

（インターネット活⽤業務審査・評価委員会） 
第９条 ＜略＞ 
２・３ ＜略＞ 
４ 審査・評価委員会は、実施計画の策定なら

びに前条第１項および第２項の評価のために
必要と認めるときは、インターネット活⽤業
務に係るサービスと同種のサービスを⾏う事
業者（以下「競合事業者」という。）および
協会が委託等によりインターネット活⽤業務
の⼀部を担わせる事業者（以下「外部事業
者」という。）に意⾒を求めることができ
る。 

５〜７ ＜略＞ 

（インターネット活⽤業務審査・評価委員会） 
第９条 ＜同左＞ 
２・３ ＜同左＞ 
４ 審査・評価委員会は、実施計画の策定なら

びに前条第１項および第２項の評価に関して
⾒解を述べるために必要と認めるときは、イ
ンターネット活⽤業務に係るサービスと同種
のサービスを⾏う事業者（以下「競合事業
者」という。）および協会が委託等によりイ
ンターネット活⽤業務の⼀部を担わせる事業
者（以下「外部事業者」という。）に意⾒を
求めることができる。 

５〜７ ＜同左＞ 

 

（業務の実施⽅法） 
第１４条 ＜略＞ 
２ ＜略＞ 
３ 次の表の左欄に掲げる放送番組等の提供期

間および時間については、同表の右欄に掲げ
るとおりとする。 
１〜６ ＜略＞  ＜略＞ 
７ 第１３条第１項

第１号エ(ｱ)の既
放送番組（地上テ
レビ⾒逃し番組配
信） 

放送⽇の翌⽇から起
算して７⽇以内に終
了する。 

８・９ ＜略＞  ＜略＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 次の表の左欄に掲げる放送番組等の提供対

象地域については、同表の右欄に掲げるとお

（業務の実施⽅法） 
第１４条 ＜同左＞ 
２ ＜同左＞ 
３ 次の表の左欄に掲げる放送番組等の提供期

間および時間については、同表の右欄に掲げ
るとおりとする。 
１〜６ ＜同左＞  ＜同左＞ 
７ 第１３条第１項

第１号エ(ｱ)の既
放送番組（地上テ
レビ⾒逃し番組配
信） 

 
 
 
 
 
 

放送⽇の翌⽇から起
算して７⽇以内に終
了する。ただし、地
⽅向け放送番組（同
⼀内容で全国向けに
再放送した番組を提
供 す る 場 合 を 除
く。）については、
放送⽇の翌⽇から起
算して１４⽇以内に
終了する。 

８・９ ＜同左＞  ＜同左＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 次の表の左欄に掲げる放送番組等の提供対

象地域については、同表の右欄に掲げるとお

 



現 ⾏ 変更素案  修正案 
りとする。ただし、提供に必要な権利が確保
できない場合等には、表の４の項の放送番組
の提供対象地域を⽇本国外に、５、８および
９の項の放送番組等の提供対象地域を⽇本国
内に限ることがある。 
１〜３ ＜略＞  ＜略＞ 
４ 第１３条第１項

第１号イ(ｶ)およ
び(ｷ)の放送中番
組 

 
 

制限を設けない。 

５〜７ ＜略＞  ＜略＞ 
８ 第１３条第１項

第１号エ(ｲ)およ
び(ｳ)の既放送番
組 

 
 

制限を設けない。 

９ ＜略＞  ＜略＞ 
５ ＜略＞ 

りとする。ただし、提供に必要な権利が確保
できない場合等には、表の４の項の放送番組
の提供対象地域を⽇本国外に、５、８および
９の項の放送番組等の提供対象地域を⽇本国
内に限ることがある。 
１〜３ ＜同左＞  ＜同左＞ 
４ 第１３条第１項

第１号イ(ｶ)およ
び(ｷ)の放送中番
組 

 
 

(ｷ)のうち邦⼈向け
協会国際衛星放送の
放送番組に係るもの
を⽇本国外に限るほ
か 、 制 限 を 設 け な
い。 

５〜７ ＜同左＞  ＜同左＞ 
８ 第１３条第１項

第１号エ(ｲ)およ
び(ｳ)の既放送番
組 

(ｳ)のうち邦⼈向け
協会国際衛星放送の
放送番組に係るもの
を⽇本国外に限るほ
か 、 制 限 を 設 け な
い。 

９ ＜同左＞  ＜同左＞ 
５ ＜同左＞ 

（業務実施に要する費⽤） 
第１７条 実施に要する費⽤については、各年

度の受信料収⼊の２.５％を上限とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 前項の費⽤については、実施しようとする

業務が真に必要で有効なものか、受信料財源
により賄うことが妥当かなどの観点から検討
し、抑制的な管理に努めるとともに、区分経
理の考え⽅に則った⼗分な説明と、参考とな
る情報の提供に努めるものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、⼤規模災害な
ど国⺠の⽣命、⾝体および財産の保護が必要
な緊急事態の発⽣や、想定を⼤きく超える利
⽤者の増加等により配信経費等が増⼤したと
きは、前項の上限を超過して国内インター
ネット活⽤業務を実施することがある。その
場合、他の項からの予算の流⽤について、予
算総則の定めに従い経営委員会の議決を経る
こととし、当該超過した⾦額とその理由を協
会のウェブサイトおよび当該年度の業務報告
書に掲載して公表する。 

４ 前項の想定に係る利⽤⾒込み等の根拠につ
いては、毎年度の実施計画において明らかに
するものとする。 

（業務実施に要する費⽤） 
第１７条 実施に要する費⽤については、実施

しようとする業務が真に必要で有効なもの
か、受信料財源により賄うことが妥当かなど
の観点から検討して抑制的な管理に努めるも
のとし、放送法第７１条の２第１項に基づき
策定し公表する中期経営計画に記載する。 

 
 
 
 
２ 前項の費⽤については、区分経理の考え⽅

に則った⼗分な説明と、参考となる情報の提
供に努めるものとする。 

 
 
 
３ ⼤規模災害など国⺠の⽣命、⾝体および財

産の保護が必要な緊急事態の発⽣や、想定を
⼤きく超える利⽤者の増加等により配信経費
等が増⼤したときは、第１項に基づく費⽤を
超過して国内インターネット活⽤業務を実施
することがある。その場合、他の項からの予
算の流⽤について、予算総則の定めに従い経
営委員会の議決を経ることとし、当該超過し
た⾦額とその理由を協会のウェブサイトおよ
び当該年度の業務報告書に掲載して公表す
る。 

４ ＜同左＞ 

（業務実施に要する費⽤） 
第１７条 実施に要する費⽤については、放送

法第７１条の２第１項に基づく中期経営計画
の策定または変更に当たって協会の業務およ
び収⽀の⾒通しとあわせて検討するものと
し、実施しようとする業務が真に必要で有効
なものか、受信料財源により賄うことが妥当
かなどの観点から不断に点検して抑制的な管
理に努める。 

２ 実施に要する費⽤は、年額２００億円を超
えないものとする。 

３ 実施に要する費⽤については、第４２条第
６項による費⽤明細表の作成・情報開⽰をは
じめ、区分経理の考え⽅に則った⼗分な説明
と、参考となる情報の提供に努めるものとす
る。 

 
４ 第２項の規定にかかわらず、⼤規模災害な

ど国⺠の⽣命、⾝体および財産の保護が必要
な緊急事態の発⽣や、想定を⼤きく超える利
⽤者の増加等により配信経費等が増⼤したと
きは、第２項の⾦額を超過して国内インター
ネット活⽤業務を実施することがある。その
場合、他の項からの予算の流⽤について、予
算総則の定めに従い経営委員会の議決を経る
こととし、当該超過した⾦額とその理由を協
会のウェブサイトおよび当該年度の業務報告
書に掲載して公表する。 

５ ＜同左＞ 

（業務実施に要する費⽤） 
第３２条 実施に要する費⽤は、年額１億円を

上限とする。 
 

（業務実施に要する費⽤） 
第３２条 実施に要する費⽤は、年額１億円を

超えない額とする。 

 

附 則 附 則 附 則 
（施⾏期⽇等） （施⾏期⽇等） （施⾏期⽇等） 



現 ⾏ 変更素案  修正案 
第１条 この基準は、総務⼤⾂の認可を得た⽇

から施⾏する。 
２ 平成２９年９⽉１３⽇に総務⼤⾂の認可を

得た基準（次項において「旧基準」とい
う。）は、前項に規定する⽇の前⽇をもって
廃⽌する。 

３ ２号有料業務に係るサービスに関する旧基
準第３部１③の「⾒逃し番組サービス」およ
び「過去番組サービス」の別については、第
１３条第１項第１号イ(ｱ)および(ｲ)の放送中
番組の提供を開始するまでの間、なお従前の
例による。 

第１条 この基準は、令和３年４⽉１⽇から施
⾏する。 

２ 令和２年１⽉１４⽇に総務⼤⾂の認可を得
た基準は、令和３年３⽉３１⽇をもって廃⽌
する。 

 
 ＜削除＞ 
 

第１条 ＜同左＞ 
 
２ 令和２年１⽉１４⽇に総務⼤⾂の認可を得

た基準（次項において「旧基準」という。）
は、令和３年３⽉３１⽇をもって廃⽌する。 

 
３ 旧基準附則第５条に則り、令和２年度のイ

ンターネット活⽤業務を旧基準第１７条第１
項に定める上限を超えて実施した場合、旧基
準附則第５条に定める費⽤の公表について
は、なお従前の例による。 

 
（地上テレビ常時同時配信の段階的実施） 
第２条 第１３条第１項第１号イ(ｱ)および(ｲ)

の放送中番組の提供については、令和元年度
の実施計画において定める当該提供の開始の
⽇から令和２年３⽉３１⽇までの間、第１５
条第２項の措置の円滑な実施に資するよう、
設備への負荷や利⽤の状況を確認するため、
総合テレビジョン放送および教育テレビジョ
ン放送の放送番組を⼀⽇に各１７時間程度
（災害時等においてはこれを超えることがあ
る。）連続的に提供するものとし、それらを
地上テレビ常時同時配信とみなす。 

２ 令和２年４⽉１⽇から当分の間、第１３条
第１項第１号イ(ｱ)および(ｲ)の放送中番組の
提供については、それぞれ提供時間を限定し
て⾏うものとし、それらを地上テレビ常時同
時配信とみなす。具体的な提供時間等につい
ては、当該事業年度の実施計画において明ら
かにする。当該限定の終了については、２号
受信料財源業務に係る実施費⽤の⽀出状況、
利⽤者等の意向・利⽤状況等を勘案して判断
したうえで、実施計画においてその計画を明
らかにする。 

（地上テレビ常時同時配信の段階的実施） 
第２条  
 ＜削除＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 当分の間、第１３条第１項第１号イ(ｱ)およ

び(ｲ)の放送中番組の提供については、それ
ぞれ提供時間を限定して⾏うことがあり、そ
れらを地上テレビ常時同時配信とみなす。具
体的な提供時間等については、当該事業年度
の実施計画において明らかにする。当該限定
の終了については、２号受信料財源業務に係
る実施費⽤の⽀出状況、利⽤者等の意向・利
⽤状況等を勘案して判断したうえで、実施計
画においてその計画を明らかにする。 

 

 

（地⽅向け放送番組の提供に係る計画） 
第３条 令和３年度以降の地⽅向け放送番組の

提供に係る取り組みについては、令和２年度
中にその計画を明らかにする。 

 
 ＜削除＞ 
 

 

（オリンピック・パラリンピック東京⼤会に係
る取り組み） 

第４条 令和２年に開催されるオリンピック・
パラリンピック東京⼤会（以下「⼤会」とい
う。）にあたっては、⽇本で開催されるナ
ショナルイベントに関する情報提供に対する
視聴者・国⺠の期待に応えるため、他の放送
事業者との連携・協調関係に配慮しつつ、契
約により確保した権利を活⽤してインター
ネット活⽤業務を実施する。 

２ 前項に係る業務として、⼤会の競技・聖⽕
リレー中継番組および関連番組に係る理解増
進情報の提供を⾏うこととし、その具体的な
内容については、令和２年度の実施計画にお
いて明らかにする。 

３ 前項の業務のうち専⽤ウェブサイト・アプ
リケーション等を通じた⼤会に関する情報の
提供（本項および次項において「対象業務」
という。）に要する費⽤については、第１７

（オリンピック・パラリンピック東京⼤会に係
る取り組み） 

第３条 令和３年に開催予定のオリンピック・
パラリンピック東京⼤会（以下「⼤会」とい
う。）にあたっては、⽇本で開催されるナ
ショナルイベントに関する情報提供に対する
視聴者・国⺠の期待に応えるため、他の放送
事業者との連携・協調関係に配慮しつつ、契
約により確保した権利を活⽤してインター
ネット活⽤業務を実施する。 

２ 前項に係る業務として、⼤会の競技・聖⽕
リレー中継番組および関連番組に係る理解増
進情報の提供を⾏うこととし、その具体的な
内容については、令和３年度の実施計画にお
いて明らかにする。 

 ＜削除＞ 
 
 
 

 



現 ⾏ 変更素案  修正案 
条第１項の費⽤の上限とは別に、令和２年度
の実施計画において対象業務の内容および実
施予定額を明⽰する。 

４ 前項の対象業務の内容および実施予定額を
定めるにあたっては、第１項の趣旨を踏まえ
つつ費⽤の効率的な管理に努めることとし、
令和２年度の実施予定額は２０億円以下とす
る。 

５ 令和２年度に係る第４２条第６項の費⽤明
細表には、前項の実施予定額に係る費⽤の内
訳をあわせて表⽰する。 

６ ⼤会に際しては、第１４条第４項に定める
提供対象地域において、競技中継番組および
関連番組について、第１５条第２項第１号の
メッセージを表⽰しないで地上テレビ常時同
時配信を⾏うことがある。 

 
 
 
 ＜削除＞ 
 
 
 
 
 ＜削除＞ 
 
 
３ ⼤会に際しては、第１４条第４項に定める

提供対象地域において、競技中継番組および
関連番組について、第１５条第２項第１号の
メッセージを表⽰しないで地上テレビ常時同
時配信を⾏うことがある。 

（令和２年度における業務実施費⽤の取り扱
い） 

第５条 令和２年度に⾏うインターネット活⽤
業務については、次の各号に掲げる新規業務
を円滑に実施するため、第１７条第１項の規
定にかかわらず、予算執⾏時に同項に定める
上限を超過することがある。その場合、他の
項からの予算の流⽤について、予算総則の定
めに従い経営委員会の議決を経ることとし、
次の各号に掲げる業務に要した費⽤を協会の
ウェブサイトおよび令和２年度の業務報告書
に掲載して公表する。ただし、当該超過する
額は、次の各号に掲げる業務に要した費⽤の
合計または３億円のいずれか⼩さい額を超え
ないものとする。 
⼀ 第１０条の業務のうち、地上テレビ⾒逃

し番組配信による地⽅向け放送番組の提供
に係るもの 

⼆ 第１２条の業務のうち、⾃動翻訳技術に
よる字幕を⽤いて、国際放送および協会国
際衛星放送の放送番組の英語以外の⾔語に
よる理解増進情報を提供するもの 

 
 
 ＜削除＞ 
 

 
 
※ 関連規定（上限超過の場合の公表措置）を

附則第１条第３項に追加 

（令和元年度の実施計画の届出等） 
第６条 第７条の規定にかかわらず、令和元年

度の実施計画については、この基準の施⾏の
⽇以後、遅滞なく総務⼤⾂に届け出るととも
に、協会のウェブサイトに掲載して公表す
る。 

 
 ＜削除＞ 

 

（第１５条の受信契約の範囲） 
第７条 ＜略＞ 

（第１５条の受信契約の範囲） 
第４条 ＜同左＞ 

 

（区分経理等に係る経過措置） 
第８条 第４２条に定める費⽤の整理は、令和

２年４⽉に始まる事業年度に係る経理から実
施する。なお、平成３１年４⽉に始まる事業
年度に係る経理については従前の例による
が、附則第３条の規定により地上テレビ常時
同時配信とみなす業務および地上テレビ⾒逃
し番組配信に係る業務に要する費⽤について
は、第４２条第６項の趣旨を踏まえ、第８条
第１項に定める実施計画の実施状況に記載
し、同条第３項の規定により公表する。 

 
 ＜削除＞ 
 

 

（実施基準の⾒直し） （実施基準の⾒直し）  



現 ⾏ 変更素案  修正案 
第９条 ＜略＞ 第５条 ＜同左＞ 

 


