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※ 本答申は、特に注記がない場合、参考資料（海外事例等）も含め、平成２９年８月末 

時点の事実に基づく。  
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諮問第３号「受信料体系のあり方について」答申 要旨 

 

（検討の背景） 

▽ ＮＨＫ受信料制度等検討委員会では、受信料体系のあり方について、本年２月、ＮＨＫ会長より

諮問を受け、検討した。 

   ●諮問第３号「受信料体系のあり方について」 

    メディア環境や社会経済状況等の変化を踏まえ、受信料の負担の公平性や財源の確保等

の観点から、世帯および事業所の契約・受信料免除の合理的なあり方等について、見解を求

める。 

 

▽ メディア環境や社会経済状況が変化するなかで、今後も受信料負担の公平性を確保し、ＮＨＫ

が公共放送としての社会的使命を果たすために必要な財源を維持していくにあたり、世帯および

事業所における契約や受信料免除のあり方等、現行の受信料体系のあり方について、その妥当

性をあらためて検討する必要がある。 

 

（世帯における契約のあり方） 

▽ 世帯における受信契約の単位については、現時点では依然としてテレビ受信機が視聴端末の

主流であり、テレビ放送を家族（世帯）で見るという視聴実態が個人視聴を上回っており、住居に

おけるテレビ受信機は世帯で設置しているものと認識されている状況は大きく変化していないこ

と等から、「世帯単位」を維持することが妥当である。 

 

▽ 世帯の定義については、放送受信規約において「同一生計かつ同一住居」と定められている。

単身世帯の増加等に鑑み、同一生計で別住居である場合の負担のあり方についても、検討の対

象となりうる。家族割引の拡大や世帯の定義の変更（同一生計のみとする）が選択肢としては考

えられるが、免除制度との整合性、負担の公平性の確保、受信料収入の減少や今後の視聴形

態の動向等を十分に考慮し、慎重に検討することが必要である。 

 

（事業所における契約のあり方） 

▽ 事業所における受信契約の単位については、現在、「設置場所単位」となっているが、海外に

おける事例を参考にすると、「施設単位」や「機器単位」も選択肢となりうる。しかし、いずれも負

担の公平性や受信料収入の減少等の観点から課題があるとともに、単位の変更は受信料体系

を抜本的に変更することであり、現行受信料体系との整合性や運用の実効性を十分に考慮する

ことが必要と考えられる。このため、事業所における契約のあり方を検討する場合でも、現時点

では「設置場所単位」を維持したうえで、メディア環境や社会経済状況の変化、事業者間の公平

性や納得性、ＮＨＫの財政状況および世帯における負担とのバランス等を十分に考慮し、慎重に

検討することが必要である。 

 

（受信料免除のあり方） 

▽ 受信料免除については、今日でも、受信料制度の基本的性格は変わっておらず、負担の公平
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性を重視し、限定的に運用するという基本的な方向性を継続することは適切と考えられる。 

 

▽ ただし、免除の対象について、社会経済状況や社会福祉にかかわる制度の変更等が生じた場

合に、あらためて検討することまで妨げるものではない。検討する際には、免除の必要性・妥当

性が他の負担者の理解を得られること、免除基準に生じた不公平性や不合理性の解消を目的と

すること、将来にわたる財政状況への影響等を十分に考慮して、真に免除が必要な経済弱者

（文化・情報弱者）に限定することが重要である。 

 

（おわりに） 

▽ 現行制度における受信料体系のあり方は、視聴者・国民の負担のあり方そのものであり、常に

公平性・合理性のあるものとして、広く視聴者・国民に受け入れられることが必要となる。そのた

め、ＮＨＫには常にメディア環境や社会経済状況の変化等を注視し、視聴者・国民の声を把握し

ながら、受信料体系のあり方について検討することが求められる。答申は、メディア環境や社会

経済状況について、可能な範囲で現時点から将来を見通したうえでとりまとめたが、それらは今

後も変化していくことが予想される。ＮＨＫには、受信料体系が常に時勢に適合したものとなるよ

う、引き続き検討することを期待する。 
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１．諮問第３号「受信料体系のあり方について」検討にあたって 

（１）検討の背景 

 ＮＨＫ受信料制度等検討委員会では、受信料体系のあり方について、本年２月、ＮＨＫ会

長より諮問を受け、検討した。 

    ●諮問第３号「受信料体系のあり方について」 

  メディア環境や社会経済状況等の変化を踏まえ、受信料の負担の公平性や財源の確保等

の観点から、世帯および事業所の契約・受信料免除の合理的なあり方等について、見解を

求める1。 

 

 受信料は、公共放送としてのＮＨＫが、その社会的使命を果たすための財政的な基盤であ

り、放送法第６４条第１項において、ＮＨＫの放送を受信することができる受信設備を設置

した者は、ＮＨＫと受信契約を締結することが規定されている。 

 ＮＨＫは、これまでも、メディア環境や社会経済状況の変化に鑑み、受信料体系のあり方

について、継続的に検討してきた。平成２３年の「ＮＨＫ受信料制度等専門調査会」報告書

（以下、「専門調査会報告書」という。）においても、その時点から見通した端末の多様化等

のメディア環境の変化に照らして、受信料体系のあり方について検討され、受信契約制度や

免除・割引のあり方について、見解が提示されている。加えて、端末の多様化した環境にお

ける「受信設備」「設置」の考え方、契約の単位等は、引き続き検討すべき留意事項として

指摘されている。 

 専門調査会報告書以降、ＰＣ（パソコン）、スマートフォン、タブレット等、多様な端末

の普及はいっそう進み、可搬性のある端末も普及してきている。そうしたなか、メディア視

聴のあり方も多様化が進行している2。 

 加えて、ＮＨＫは、常時同時配信（ＮＨＫが放送するテレビ番組を、原則としてそのまま

すべて、放送と同時にインターネットを通じて常時配信すること）の実現に向けた検討も進

めており、視聴者・国民のメディア視聴のあり方に一定の影響を与えうると考えられること

から、その動向も見据えていく必要がある。 

 社会経済状況としても、総世帯数は２０２０年前後をピークに減少することが予測されて

おり3、単身世帯が増加する4等、世帯構造の変化が進むものと考えられるとともに、生活保

護受給世帯の割合の変化や福祉関係の施設数の増加5等、社会福祉を巡る状況も変化してい

くものと考えられる。 

 このようなメディア環境や社会経済状況の変化のなかで、今後も受信料負担の公平性を確

保し、ＮＨＫが公共放送としての社会的使命を果たすために必要な財源を維持していくにあ

たり、世帯および事業所における契約や受信料免除のあり方等、現行の受信料体系のあり方

                                                   
1 本諮問において受信料体系とは、放送法の受信料制度に関わる規定の下で、ＮＨＫが、総務大臣の認

可を得て定めている「日本放送協会放送受信規約」および「日本放送協会放送受信料免除基準」の内容

を指している。本諮問は、そのうち視聴者・国民の負担のあり方の基本となる、世帯・事業所における

契約の単位の考え方および免除の対象の考え方等について見解を求められたものである。 
2 参考資料４～５ページ参照 
3 参考資料６ページ参照 
4 参考資料７ページ参照 
5 参考資料８～９ページ参照 
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が妥当であるかについて、あらためて検討する必要がある。 

 

 

（２）検討対象の論点および観点 

＜検討対象の論点について＞ 

 ＮＨＫ受信料制度等検討委員会（以下、「検討委員会」という。）では、以下の論点を対

象とし、検討を重ねた。 

・世帯における契約のあり方 

・事業所における契約のあり方 

・受信料免除のあり方等 

   

＜検討の観点について＞ 

 検討にあたっては、視聴者・国民の理解、現行の受信料制度との整合性、負担の公平性、

ＮＨＫが公共放送の使命を果たすために必要な財源の確保、運用の実効性等の観点を重視し

た。 
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２．世帯における契約のあり方 

＜世帯における契約の単位＞ 

 ＮＨＫの受信契約単位については、放送法第６４条第３項に基づき総務大臣の認可を受け

た日本放送協会放送受信規約（以下、「受信規約」という。）第２条において「放送受信契約

は、世帯ごとに行なうものとする」と規定されている。 

 世帯における受信契約の単位を検討する場合、現行の「世帯単位」を維持する、もしくは

「世帯単位」を変更し「個人単位」や「機器単位」とする、またはそれらの組み合わせとす

る等が選択肢となる。 

 世帯での契約単位は、受信料制度の発足直後において「機器単位」であったものを、受信

機の普及状況、契約締結の確実性、視聴者感情等を考慮し、社会的納得性の高い契約単位と

して定められたものと考えられる。 

 視聴者・国民の理解という観点では、多様な端末が普及している状況にあっても、現時点

において、テレビ受信機の普及率は約９５％6と極めて高く、依然としてテレビ受信機が視

聴の主流であるといえる。また、視聴者・国民の視聴実態としても、ＮＨＫの実施した世論

調査によると、単身を除く世帯において、「家族と見ることが多い(家族視聴)」が「ひとり

だけで見ることが多い(個人視聴)」を上回っており7、住居に設置されたテレビ受信機は、個

人ではなく世帯で設置しているものと認識されている状況が大きく変化しているとまでは

いえないと考えられる。 

 総世帯数の減少によって収入が減少することも、長期的にはＮＨＫの財源の確保に影響を

与えると考えられるが、その傾向はゆるやかであると想定されており、現時点で契約単位を

変更する必要があるとまではいえないと考えられる。 

 加えて、受信料（国によって性格が異なる）を財源として運営されている主な海外（イギ

リス・フランス・ドイツ・イタリア・韓国）の公共放送（以下、「主な海外の公共放送」と

いう。）においても、日本と同様のメディア環境の変化や社会経済状況の変化があるなか、

現時点においても住居における支払単位について世帯を採用しており、個人や受信機・端末

に着目した事例はないことも参考となる8。 

 このような観点に加え、これまで「世帯単位」については、視聴者・国民に違和感なく受

け止められていることからも、現時点では「世帯単位」を維持することが妥当であると考え

られる。 

 

＜考慮すべき事項および今後の検討課題＞ 

（「世帯」の考え方） 

 契約単位として「世帯」を維持した場合においても、世帯の定義については検討の対象と

なりうる。 

 具体的には、現在の世帯の定義は、受信規約において「同一生計かつ同一住居」と定めら

れており、国内における他の規定や一般的な言葉の定義等に照らすと、現時点では妥当であ

                                                   
6 内閣府「消費動向調査」。平成２９年３月末現在の調査結果では、総世帯におけるカラーテレビの普及

率は９５.２％であり、うち二人以上世帯は９６.７％、単身世帯は９２.１％となっている。 
7 参考資料１１ページ参照 
8 参考資料１２ページ参照 
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ると考えられる。 

 一方で、今後、単身赴任等の配偶者がいる単身世帯の増加が想定されることや、視聴者・

国民の間においては、住居が異なっていても同一生計であれば同一世帯と認識するケースが

あること等に鑑みた場合、同一生計で別住居である場合の負担のあり方についても検討の対

象になりうると考えられる。この場合の選択肢としては、家族割引の割引率のさらなる拡大

や世帯の定義の変更（「同一生計」のみとする）が考えられる。 

 ＮＨＫでは、家族割引について、同一生計で別住居のため、複数の契約が必要となる場合

を対象として、平成２０年度から割引率を５０％まで拡大し、負担の軽減に努めている。さ

らなる負担の軽減のみを目的として、割引率を拡大することは、社会福祉的見地から実施し

ている半額免除の制度との整合性の観点や、割引はあくまで他の負担者の支払いにより成り

立っており、いわゆる内部補助であること等からも、慎重に検討することが必要と考えられ

る。 

 世帯の定義について、現在の「同一生計かつ同一住居」を「同一生計」のみに変更した場

合、同一生計ならば別住居に受信機を設置しても新たな受信契約は不要となる。 

 ただし、こうした変更については、確実な対象の把握と証明ができなければ負担の公平性

を確保できないことや、受信料収入の大幅な減少が見込まれること等について、十分に考慮

する必要がある。 

 また、受信料を財源として運営されている主な海外の公共放送においては、フランス以外

は「同一住居」を世帯の定義に含めており9、これらの状況も十分に考慮しながら、同一生計

で別住居である場合の負担のあり方については、慎重に検討することが必要と考えられる。 

 なお、今後、常時同時配信が実現された場合には、世帯における受信機の設置や視聴形態

のあり方も変化することが想定される。具体的には、常時同時配信の視聴について、端末に

ＩＤを入力等することにより可能とした場合、複数の住居において同一のＩＤを利用するこ

とが容易に想定されることになる。検討にあたっては、こうした視聴形態の動向等を考慮す

ることが必要である。 

 

（設置場所の考え方） 

 受信規約において、「放送受信契約は、世帯ごとに行うものとする。ただし、同一の世帯

に属する２以上の住居に設置する受信機については、その受信機を設置する住居ごととす

る。」（受信規約第２条第１項）と定められている。このため、「世帯単位」を維持した場合、

メディア環境の変化等に伴い、受信機の設置場所の概念について、あらためて検討すること

が必要と考えられる。 

 具体的には、現在、携帯端末の場合、その常置場所を設置場所として取り扱っており、現

時点においてこの取り扱い自体は妥当と考えられるが、今後、常時携帯し移動して利用する

ことを目的とした携帯端末の普及が進展することに鑑み、設置場所をより分かりやすく定義

しておくことが重要となる。 

 加えて、今後、常時同時配信が実現した場合、その必要性はより高まるものと考えられる。 

 現在、自家用自動車等の移動体に設置された受信機については、受信規約第２条第３項に

                                                   
9 参考資料１３ページ参照 
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おいて、「自家用自動車等の移動体に設置された受信機については、住居の一部とみなす」

ことが規定されており、住居に既に受信契約がある場合、新たな受信契約の締結は不要とな

っている10。 

 こうした規定を参考としつつ、携帯端末等の設置場所について、受信機自体の所在に着目

するのではなく、使用する「人の所在」に着目すること等を含め、あらためて検討すること

が必要と考えられる。 

 なお、新たに規定を検討する場合においては、設置場所に関する携帯端末等の取り扱いと

「据え置き型」の受信設備の取り扱いとの整合性や、適切な移行時期等についてもあわせて

検討すべきと考えられる。 

 

（契約単位の再検討の必要性） 

 「個人単位」や「機器単位」という考え方も、理論的には採りうる選択肢であり、携帯端

末等の個人所有を基本とする端末による視聴とは一定の親和性もある。 

 専門調査会報告書においても「多様な端末の普及という観点からは、理論的には、個人単

位・端末単位の契約締結ないし受信料徴収という方式も考えられる11」との指摘があり、今

後も長期的にメディア環境や社会経済状況のさらなる変化に応じて「世帯単位」の妥当性を

再検討することが必要となる場合も考えられる。その際には「個人単位」や「機器単位」の

考え方も視野に入れることが想定される。 

 将来的に「個人単位」や「機器単位」の考え方について検討する場合には、「世帯単位」

の場合における負担と「個人単位」や「機器単位」の場合における負担を比較し、そのバラ

ンスを十分に考慮して受信料体系や受信料額を再設計することも含めた検討が必要になる

が、世帯構成や機器の台数を正確に把握することが困難であることにも留意する必要がある。 

  

                                                   
10 参考資料１４ページ参照 
11 平成２３年「ＮＨＫ受信料制度等専門調査会」報告書２７ページ 
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３．事業所における契約のあり方 

＜事業所における契約の単位＞ 

 事業所における受信契約単位については、受信規約第２条第２項において「事業所等住居

以外の場所に設置する受信機についての放送受信契約は、受信機の設置場所ごとに行なうも

のとする。」と規定され、同条第４項において「設置場所の単位は、部屋、自動車またはこ

れらに準ずるものの単位による」とされており、設置場所ごとに１契約として定められてい

る。 

 事業所の契約単位については、受信料制度発足直後において、世帯と同様に「機器単位」

であったものを、「構内」、「聴取施設」、「受信設備」と適時に改定し、昭和３７年より「設

置場所」とされている。事業所の契約単位は、世帯と同様に、受信機の普及状況、契約締結

の確実性、放送サービスの受益の態様等を考慮し設定されたものと考えられる。 

 事業所における受信契約の単位を検討する場合、現行の「設置場所単位」を維持する、も

しくは「施設単位」や「機器単位」とする、またはそれらを組み合わせる等の選択肢が考え

られる。 

 主な海外の公共放送においては、世帯の場合と異なり、事業所における受信料の支払単位

は各国で共通したものとはなっておらず、国ごとに、施設単位または機器単位を基本としな

がら、他の要素も考慮した複雑な体系となっている12。 

 ＮＨＫが現在採っている「設置場所単位」については、「施設単位」となっている国と比

較して、事業所の負担が大きいとの指摘もある。 

 「施設単位」については、大規模事業所と小規模事業所の間の負担の公平性の観点や、世

帯における負担とのバランス、受信料収入の大幅な減少、視聴者・国民の理解等が課題とな

る。 

 「機器単位」については、多くの事業者にとって負担増となる可能性があることや、機器

の正確な台数を把握することができず、負担の公平性の確保が困難であること等が課題とな

る。 

 また、契約単位を変更する場合は、受信料体系を抜本的に変更することになるため、現行

受信料体系との整合性等について、慎重な検討が必要となる。また、公正かつ実効性のある

仕組みとするためには、運用面についても十分な検討が必要となる。 

 こうした観点から、事業所における契約のあり方については、現時点では「設置場所単位」

という考え方を維持したうえで、メディア環境や社会経済状況の変化、常時同時配信の検討

状況等を注視しながら、事業者間の公平性やＮＨＫの財政状況および世帯における負担との

バランスを十分に考慮し、慎重に検討することが必要と考えられる。 

 

 

＜考慮すべき事項および今後の検討課題＞ 

（設置場所の考え方） 

 事業所において、「設置場所単位」を維持した場合、メディア環境の変化や事業所におけ

る設置場所の多様化等に伴い、受信機の設置場所の概念について、あらためて検討すること

                                                   
12 参考資料１６ページ参照 
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が必要と考えられる。 

 具体的には、現在、携帯端末の場合、その常置場所を設置場所として取り扱っており、現

時点においてこの取り扱い自体は妥当と考えられるが、今後、常時携帯し移動して利用する

ことを目的とした携帯端末の普及が進展することに鑑み、設置場所をより分かりやすく定義

しておくことが重要となる。 

 加えて、今後、常時同時配信が実現した場合、その必要性はより高まるものと考えられる。 

 これらを踏まえ、事業所においても携帯端末等の設置場所について、受信機自体の所在に

着目するのではなく、使用する「人の所在」に着目すること等を含め、あらためて検討する

ことが必要と考えられる。 

 さらに、事業所における設置場所の多様化や視聴環境の多様化が進展することに鑑み、設

置場所について、より分かりやすく一義的に観念できるよう、現在の「部屋または部屋に準

ずるもの」をあらためて定義することについても検討の対象となりうる。 

 

（契約単位の再検討の必要性） 

 今後も、長期的にメディア環境、社会経済状況の更なる変化や事業所の多様化が想定され

るとともに、常時同時配信が実現された場合には、世帯の場合と同様に事業所における受信

機の設置や視聴形態のあり方も変化することが想定される。こうした変化に応じて、「設置

場所単位」の妥当性を再検討することが必要になる場合も考えられ、その際には「施設単位」

や「機器単位」も採りうる選択肢として、検討することが想定される。 

 検討にあたっては、事業所の負担を増大させないことや、受信料収入への影響等を十分に

留意した制度設計とすることが重要であり、多様な事業所間の公平性や納得性を考慮した場

合、「設置場所単位」、「施設単位」、「機器単位」等の複数の基準の組み合わせが必要となる

ことも考えられる。その場合、結果として複雑な受信料体系になると想定されることから、

制度・実務面への十分な配慮が必要と考えられる。 
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４．受信料免除のあり方等 

＜受信料免除について＞ 

 受信料免除は、放送法第６４条第２項に基づき、総務大臣の認可を受けた日本放送協会放

送受信料免除基準（以下、「免除基準」という。）において、対象および適用される制度（全

額免除・半額免除）が規定されている。 

 受信料免除は、ＮＨＫの放送の普及という使命に照らして、教育的な見地や社会福祉的見

地等に立脚しながら運用しており、他の負担者の負担のうえに成り立つ制度であることから、

その対象を限定しており、実際に近年は逐次、対象を縮小してきた13。 

 主な海外の公共放送においても、免除については、教育的見地や社会福祉的見地等に立脚

し、限定的に運用されている14。 

 免除のあり方について、平成２３年の専門調査会報告書においては、以下の方向性が示さ

れた15。 

「『公平・中立・簡素』の原則を踏まえることが肝要であり、とりわけ公平性の維持を重

視すべき」 

「一般企業における料金割引等のような、トータルの収支改善を優先させるような施策

を追求すべきではない。免除については、公共放送の根幹となる受信料の性格から見て

例外として位置づけられ、また『契約』『義務対象』単位の負担の公平性を重視すべき」 

「免除・割引はあくまで他の負担者による内部補助であるということも、あらためて留

意されるべき」 

「経済弱者すなわち文化・情報弱者に限って、受信料免除を運用すべき」 

 今日でも、受信料制度の基本的性格は変わっておらず、負担の公平性等は引き続き重視さ

れるべきものである。 

 このため、免除の基本的な考え方について、専門調査会報告書で示された方向性やＮＨＫ

のこれまでの考え方と同様に、負担の公平性を重視するとともに、他の負担者による内部補

助であることに留意して限定的に運用するという基本的な方向性を継続することは適切で

あると考えられる。 

 

（免除の対象について） 

 免除を限定的に運用するという基本的な方向性が適切であったとしても、今後、社会経済

状況の変化や社会福祉にかかわる制度の変更等が生じた場合、その対象について、あらため

て検討することまで妨げるものではない。 

 免除対象を検討する際には、真に免除が必要な経済弱者（文化・情報弱者）に対象を限定

し、的確に対象を画定することが重要である。 

 具体的には、基本的な方向性を前提としたうえで、免除の必要性・妥当性が他の負担者の

理解を得られること、状況の変化等を踏まえて免除基準に生じた不公平性や不合理性の解消

を目的とすること、将来にわたるＮＨＫの財政状況への影響を十分に考慮すること等が検討

                                                   
13 参考資料１８～１９ページ参照 
14 参考資料２０ページ参照 
15 平成２３年「ＮＨＫ受信料制度等専門調査会」報告書２９ページ。参考資料２１ページ参照 
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の観点となる。また、公平な運用等を担保するため、免除の条件について的確かつ簡素に確

認・証明できるものを対象とする必要がある。 

 

＜その他＞ 

 受信料の負担のあり方を検討するにあたって、受信機を設置した場合の支払期間の算定に

ついても、検討の対象となりうる。 

 具体的には、受信機を設置した月の受信料の支払いの考え方として、受信機の設置月の受

信料は必要となっている一方で、受信機の廃止月の受信料は不要となっている。この取り扱

いについては、設置月と廃止月の支払いをあわせて考えた場合、全体としての公平性が担保

されていると考えられる。 
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５．おわりに 

  

本答申では、平成２３年の専門調査会報告書以降のメディア環境や社会経済状況の変化を

踏まえ、受信料体系の基本となる受信契約の単位や受信料免除のあり方について、あらため

て検討し、見解を示した。 

現行制度における受信料体系のあり方は、視聴者・国民の負担のあり方そのものであり、

常に公平性および合理性のあるものとして、広く視聴者・国民に受け入れられることが必要

となる。受信料体系は、放送法に基づき「日本放送協会放送受信規約」および「日本放送協

会放送受信料免除基準」に定められている。いずれの規定もＮＨＫが総務大臣に認可を申請

することによって、変更される仕組みとなっている。そのため、ＮＨＫには常にメディア環

境や社会経済状況の変化等を注視し、視聴者・国民の声を把握しながら、受信料体系のあり

方について検討することが求められる。 

また、本答申は、メディア環境や社会経済状況について、可能な範囲で現時点から将来を

見通したうえでとりまとめたが、それらは今後も変化していくことが予想される。ＮＨＫに

は、本答申で指摘した課題や留意事項を踏まえるとともに、常時同時配信の検討状況も注視

しながら、受信料体系が常に時勢に適合したものとなるよう、引き続き検討することを期待

する。 
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