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平成20年度の“約束”と
ＮＨＫ“約束”評価委員会の位置づけ
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平成20年度の“約束”

ＮＨＫ全体の“約束”

平成20年１月に明らかになった職員によるインサイダー取引は、これまで行ってきた数々のコンプライアンス徹底の施策が、結果的には
全役職員の心には届いていなかった、報道機関であるＮＨＫの使命が何たるかが徹底されていなかったと認めざるを得ないものでした。
ＮＨＫは新しい体制のもと今度こそ不退転の決意で、あらゆる手段を尽くして不正と決別することをお約束します。

失った“信頼”を取り戻すだけではなく、さらに“信頼”を高めていかなければなりません。放送の自主自律を堅持し、正確で公平・公正な
ニュースや、多様なジャンルで良質な番組をお届けすることこそ、ＮＨＫの使命です。全役職員は公共放送に携わる者としての高い倫理観
と使命感を胸に、長年培ってきたＮＨＫブランドという最大の財産を生かし、時代の変化にスピードをもって対応しながら、みなさまの期待
を上回るサービスの提供をめざしていきます。

評価指標

ＮＨＫ全体の“約束”の達成度を計る指標として、下記の４項目９ポイントを組み合わせていきます。平成19年度の評価結果は平成20年5
月末に公表されましたが、どのポイントも前年度比向上をめざします。

▪ 信頼されているか（放送、経営）

▪ 必要とされているか（役に立つ、親しまれる、接触の度合い）

▪ 社会に貢献しているか（質の高さ、影響力、先見性）

▪ 効率的・効果的か（コストに見合う成果）

リスクマネジメントとコンプライアンス推進体制の構築

コンプライアンス徹底を組織風土とするための役職員の意識改革

“グループ経営”の視点を取り入れた効率的な事業運営

ＰＤＣＡ（計画－実行－評価－改善）サイクルによる経営管理の仕組みの構築

時代の変化に対応した新たな公共放送の役割の明確化

約束① 経営に対する信頼性を確
立します

小項目大項目
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平成20年度の“約束”（続き）

テレビ国際放送の内容充実

テレビ国際放送の受信環境の整備

約束④ 日本やアジアの最新情報
を積極的に海外に伝え、
国際理解を促進します

若年層向け番組の拡充

若年層向けのイベントや携帯サイトサービスの充実

若年層の、公共放送への理解を促進

約束③ 次代を担う若い世代に親
しまれるＮＨＫをめざしま
す

各波の特性を生かし、幅広い世代に親しまれる多彩な番組を放送

いのちと暮らしを守り、確かな指針となる信頼される情報の発信

全国ネットワークを生かした体制を整備し、地域社会に貢献

人々が支え合い、ともに生きる社会をめざし、地球環境など様々な問題を考える公共放送キャンペーンを
展開

通信と連携し、多様なメディアに向けたサービスの充実

約束② 信頼される質の高い放送
を通じて、社会や文化の
発展に尽くします

効率的・効果的な営業体制を構築し、受信料の公平負担を徹底

より公平で合理的な受信料体系へ改定

契約収納関係経費の削減

約束⑤ 効率的な契約収納活動を
行うとともに、受信料の公
平負担の徹底を図ります

地上デジタル放送の全国“あまねく”の推進

放送の未来を創造する技術開発・研究の推進

約束⑦ 先導性を発揮し、放送の
デジタル化と高度化を推
進します

情報公開を推進し、透明性を確保

多様な回路を通じてみなさまの声を的確に把握し、事業運営に反映

公共放送への理解促進活動の充実

約束⑥ みなさまとの結びつきを
強化し、開かれたＮＨＫを
めざします

小項目大項目
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ＮＨＫ“約束”評価委員会

ＮＨＫ執行部は、第三者である独立したＮＨＫ“約束”評価委員会（以下、「当委員会」）に、 “約束”の評価を評価軸の設定も
含めて全てを委嘱した。

通常は自己点検・内部調査で終わるところ、ＮＨＫ執行部は第三者による科学的評価の実施を決定し、評価結果を公表す
ることで、自らの改革につなげようとしている。

当委員会としては、「評価」という名を冠するものの、ＮＨＫをより良いものにしていこうとする改革の指標作りの一つと受け
止めた。

ＮＨＫ“約束”評価委員会の位置づけ

経 営 委 員 会

「評価」と改善策の

報告

「評価」等に関する

意見

評価・意見を反映した予算等の策定

執行部（会長）

ＮＨＫ“約束”評価委員会

“ 約束” の遂行状況を視聴者の視点から定期

的・継続的に評価

（委員長）

辻 正次 （兵庫県立大学教授・大阪大学名誉教授）

（委員）

江上節子 （ＪＲ東日本顧問・武蔵大学教授・早稲田大学

村上輝康 （野村総合研究所 シニア・フェロー）

委員の委嘱

評価の報告

視聴者

大学院客員教授）

経 営 委 員 会

「評価」と改善策の

報告

「評価」等に関する

意見

評価・意見を反映した予算等の策定

執行部（会長）

ＮＨＫ“約束”評価委員会

“ 約束” の遂行状況を視聴者の視点から定期

的・継続的に評価

（委員長）

辻 正次 （兵庫県立大学教授・大阪大学名誉教授）

（委員）

江上節子 （ＪＲ東日本顧問・武蔵大学教授・早稲田大学

村上輝康 （野村総合研究所 シニア・フェロー）

委員の委嘱

評価の報告

視聴者

大学院客員教授）
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“約束”評価の全体方針

20年度“約束”評価の方針

視聴者視点のアウトカム重視の評価

▪ “約束”評価とは、“約束”に基づいて実施されたＮＨＫの各種活動により、ＮＨＫに対する視聴者の信頼回復がど

の程度図られたのかを、視聴者の視点から定量的・多角的に検証することを目的とする。

▪ “約束”を果たすためにＮＨＫがどのような活動を行ったのか（アウトプット）の評価にとどまらず、ＮＨＫの各種活動

が視聴者に対していかなる成果をあげたか（アウトカム）を重視して評価する。

ＮＨＫ自己評価の活用

▪ 平成20年度“約束”には目標及び評価指標がＮＨＫから明示されているので、年度末に“約束”に関わる「ＮＨＫの
主な施策」と「ＮＨＫの自己評価」をまとめて提出してもらい、それを当委員会の評価の際の判断材料とし、目標達
成の過程（プロセス）にも着目した。

▪ 但し、「ＮＨＫの自己評価」はあくまで当委員会の判断材料の一つであり、“約束”評価は「自己評価の評価」でな
いことを記しておく。

“約束”評価の方法

評価の際には、視聴者アンケート調査、ＮＨＫ職員アンケート調査、ＮＨＫ関連団体役職員・社員アンケート調査など可

能な限り客観的・定量的な測定手法を用いる。

各“約束”ごとに評価項目を設定して、項目ごとに評価をする。総合評価はつけない。“約束”の完全達成を５段階評価

の５（良い）と捉え、以下１（悪い）に至る、いわゆる減点主義の形となっている。
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“約束”評価の体系

（注）各“約束”の下の□内に書かれたものは、各“約束”の達成度を測定する際の代表的な指標。

約束①：経営に対する信頼性を確立します

約束②：信頼される質の高い放送を通じて、
社会や文化の発展に尽くします

サービスの向上

経営改革の”見える“化

ＮＨＫ全体の価値の向上
（利用価値・社会的価値）

受信料制度に支えられた
公共放送の維持・発展

約束⑤：効率的な契約収納活動を行うと
ともに、受信料の公平負担の徹底を図り
ます

約束④：日本やアジアの最新情報を積極的
に海外に伝え、国際理解を促進します

約束⑦：先導性を発揮し、放送のデジタル化
と高度化を推進します

【最終目標】

「サービスの向上」と「経営改革の可視
化」の両方がＮＨＫ全体の価値の向上
のためには重要。

経営の信頼度の向上

視聴者が感じる21の価値
の向上

職員の意識変化・態度変容

効果的・効率的な業務運営

約束③：次代を担う若い世代に親しまれる
ＮＨＫをめざします

約束⑥：みなさまとの結びつきを強化し、開
かれたＮＨＫをめざします

20代・30代の満足度、理解度

期首の「ねらい」の達成度

海外での視聴実態、満足度

視聴者の理解・納得度

地上デジタル放送に関する視聴者の理解度

契約率の向上、収納額の確保

受信料制度に対する視聴者
の理解・納得

契約・収納に関わる視聴者
の利便性
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平成20年度ＮＨＫ“約束”評価委員会の検討経緯

委員会の開催

平成20年6月20日に第1回委員会を開催。以降、平成21年6月12日まで都合17回の委員会を開催。

ヒアリング調査

ＮＨＫ役員ヒアリング

ＮＨＫ職員ヒアリング

ＮＨＫ地域放送局視察（２ヶ所）

アンケート調査

視聴者調査（平成21年3月実施）

ＮＨＫ職員調査（平成21年4月実施）

ＮＨＫ関連団体役職員・社員調査（平成21年4月実施）
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平成20年度ＮＨＫ“約束”評価
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ＮＨＫ全体の“約束”の評価
～“約束”小項目と４項目９ポイントの評価指標の因果関係～

当委員会は、全体の“約束”に掲げられた４項目９ポイントの評価指標（「放送の信頼性」、「経営の信頼性」、「必要性（役に立つ）」、「必要性（親
しまれる）」、「必要性（接触の度合い）」、「社会貢献（質の高さ）」、「社会貢献（影響力）」、「社会貢献（先見性）」、「効率性・効果性」）が、どの
“約束”の小項目との関係が深いかを、視聴者調査のデータから回帰分析の手法を用いて、因果関係を分析した。つまり、視聴者が当該の“約
束”を実現できたと評価することと、９つの評価指標を達成していると評価することとが、どのように結びついているか、ということを明らかにした
のである 。

（注）回帰分析で有意となった項目について、係数が0.15以上を◎、0.10以上を○、0.05以上を△とした。
（出所）視聴者調査（平成21年3月実施）よりＮＨＫ“約束”評価委員会作成

効率的・効
果的か

（１）放送
への信頼
性の確立

（２）経営
への信頼
性の確立

（３）視聴
者の役に
立つという
意味での
ＮＨＫの必

要性

（４）視聴
者から親し
まれるとい
う意味での
ＮＨＫの必

要性

（５）より多
くの視聴者
に接触さ
れるという
意味での
ＮＨＫの必

要性

（６）番組
等の質の
高さを通じ
て社会に
貢献する

（７）番組
等の持つ
影響力に

よって社会
に貢献す

る

（８）番組
等の持つ
先見性に

よって社会
に貢献す

る

（９）効率
的・効果的
に事業を

行う（コスト
に見合う
成果を上
げている

(1)リスクマネジメントとコンプライアンス推進体制の構築
(2)コンプライアンス徹底を組織風土とするための役職員の意識改革 △ △
(3)"グループ経営"の視点を取り入れた効率的な事業運営
(4)PDCA（計画-実行-評価-改善）サイクルによる経営管理の仕組みの構築 △ △
(5)時代の変化に対応した公共放送の新たな役割の明確化 △ △
(6)各波の特性を生かし、幅広い世代に親しまれる多彩な番組を放送 △ ○ △ ○ △ △ △
(7)いのちと暮らしを守り、確かな指針となる信頼される情報の発信 ○ ○ △ △ △
(8)全国ネットワークを生かした体制を整備し、地域社会に貢献 △ ○ △ ○
(9)人々が支え合い、ともに生きる社会をめざし、地球環境など様々な問題を考
える公共放送キャンペーンを展開

◎ ○ △ △ ○ ○ △

(10)通信と連携し、多様なメディアに向けたサービスの充実 △ △ △
(11)若年層向けの番組の拡充 △ △ △
(12)若年層向けのイベントや携帯サイトサービスの充実
(13)若年層の、公共放送への理解を促進 △
(14)テレビ国際放送の内容充実 △ △ ○ △ △
(15)テレビ国際放送の受信環境の整備
(16)効率的・効果的な営業体制を構築し、受信料の公平負担を徹底 △ △
(17)より公平で合理的な受信料体系へ改定 ◎ △ △ ○
(18)契約収納関係経費の削減
(19)情報公開を推進し、透明性を確保 △ △
(20)多様な回路を通じてみなさまの声を的確に把握し、事業運営に反映 △
(21)公共放送への理解促進活動の充実 ○ △ △ △ △ △
(22)地上デジタル放送の全国"あまねく"の推進
(23)放送の未来を創造する技術開発・研究の推進 △ △ △ ◎

必要とされているか 社会に貢献しているか信頼されているか



10

ＮＨＫ全体の“約束”の評価 ～４項目９ポイントの評価指標の達成度～

視聴者調査の結果をもとにして、評価指標の達成度の総括を試みることにする。当委員会が個別の“約束”評価でつけたスコアを、９つの評価
指標との関係で再配分し、平均値を求めると以下のようになる。平均値を求める際は、９つの評価指標と因果関係のある“約束”の項目につい
て、係数を重みとして評点の平均を算出した。

評価指標の達成度 （５点満点）

（注）評価指標の達成度の評点を計算する際は、９つの評価指標と因果関係のある（◎、○、△がついている）個別の“約束”の評点を、評価指標の係数を重みとして平均を算出した。
（出所）視聴者調査（平成21年3月実施）よりＮＨＫ“約束”評価委員会作成

５点満点となるようにした場合、「経営の信頼
性」が2.9点、「効率性・効果性」が3.0点と低い
評価となる。また、ＮＨＫの「必要性（親しまれ
る）」（3.1点）や「必要性（接触の度合い）」（3.2
点）も決して高い評価とは言えず、今後ＮＨＫ
が高めていくべき点として、この４つがとりわ
け重要になる。
平成19年度の４項目９ポイントの評価指標の
達成度と比較すると、「放送の信頼性」のスコ
アは横ばいで、「経営の信頼性」が0.1ポイント
向上した。しかし、「必要性（役に立つ）」、「必
要性（親しまれる）」、「必要性（接触の度合
い）」、「社会貢献（質の高さ）」、「社会貢献（影
響力）」は0.3ポイント以上の減少となっている。
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「約束①：経営に対する信頼性の確立」の評価

約束(1)：経営に対する信頼性を確立します

視聴者の経営に対する信頼は着実に回復途上にあるものの、依然として根強い不信が残っていることに留意する必
要がある。

▪ 組織や経営の信頼回復のためには、受信料の公平負担の徹底が重要。

▪ 約束（1）は「リスクマネジメントとコンプライアンス推進体制の構築」、「コンプライアンス徹底を組織風土とするた
めの役職員の意識改革」、「“グループ経営”の視点を取り入れた効率的な事業運営」、「PDCAサイクルによる経
営管理の仕組みの構築」、「時代の変化に対応した公共放送の新たな役割の明確化」の５つの小項目を実現す
ることをもって、「経営に対する信頼性を確立します」という成り立ちになっている。

▪ 不正・不祥事の根絶や、効率的な事業運営が経営の信頼回復のために必要不可欠なものであることは疑いない
ものの、視聴者にとっては受信料の公平負担の徹底や、経営の説明責任などがＮＨＫの組織や経営の信頼の上
では重要であり、上記の５項目をＮＨＫが完全に実現したからといって、「経営に対する信頼性の確立」が図られ
るというものではないという点により留意する必要がある。
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「約束①：経営に対する信頼性の確立」の評価

ＮＨＫの組織・経営の信頼回復のためには「受信料の公平負担の徹底」が重要

当委員会の視聴者調査では、ＮＨＫの組織や経営に対する視聴者からの信頼度（下記の「信頼している」という回答）は、平成18年2月の時点で
は37.1%であった。平成20年3月時点の調査では45.6%となり、３年間で着実に信頼回復している傾向が見て取れる。但し、平成21年3月時点では
44.2%となり、信頼の回復は横ばい状態となった。他方、「信頼していない」の回答を見ると、平成19年3月時点の49.0%から平成20年3月時点は
44.1%、平成21年3月時点は41.0%と一貫して減少傾向にあるものの、依然として視聴者の４割以上を占めていることには変わりなく、経営に対す
る根強い不信は払拭されていない。

現在、ＮＨＫの組織や経営を「信頼していない」と回答した視聴者にその理由を尋ねたところ、「受信料の負担において視聴者の間に不公平があ
ると思われるから」が最も多く、57.0%の回答となっている。次いで「新たな不祥事が発生していると思われるから」（45.8%）、「ＮＨＫの組織風土が
あまり変化していないと思われるから」（38.3%）と続く。

「ＮＨＫの組織や経営に対して、あなたはどの程度、信頼していますか（全体）」

（出所）ＮＨＫ“約束”評価委員会 視聴者調査

37.1

39.5

45.6

44.2

17.3

11.4

9.9

14.7

45.2

49.0

44.1

41.0

0.4

0.1

0.3

0.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成18年2月（N=2145）

平成19年3月（N=2024）

平成20年3月（N=2067）

平成21年3月（N=2210）

信頼している わからない 信頼していない 無回答

57.0

45.8

38.3

28.5

27.9

18.1

16.8

13.8

4.1

3.3

3.3

2.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

01.受信料の負担において視聴者の間に不公平があると思われるから

02.新たな不祥事が発生していると思われるから

03.ＮＨＫの組織風土があまり変化していないと思われるから

06.経費の節減が図られていないと思われるから

05.経営の説明責任が果たされていないと思われるから

07.視聴者重視の意識があまりないように思われるから

04.経営の「自主自律」が堅持されていないと思われるから

08.視聴者の声、要望に迅速に対応していないと思われるから

09.放送に関する技術開発が進んでいないと思われるから

10.その他

12.無回答

11.わからない

信頼していない（N=906）

(%)

「あなたがＮＨＫの組織や経営を信頼していない理由は何ですか」（複数回答）

（出所）ＮＨＫ“約束”評価委員会 視聴者調査（平成21年3月）
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「約束①：経営に対する信頼性の確立」の評価

リスクマネジメントとコンプライアンス推進体制の構築

推進体制の構築

内部統制計画が策定され、各種ルールの厳格化等も進んでいる。コンプライアン
ス委員会によって指摘された関連団体への展開やＩＴ統制についても取り組みが
見られ、とりわけ関連団体役職員・社員にもかなりの程度浸透していることが確認
された。但し、グループ全体でシステムが十分連携しているとは言えない状況であ
り、情報システムの全体最適化が望まれる。

不正・不祥事の発生

ＮＨＫ職員の意識においては不正・不祥事が根絶しているとの認識を持つように
なっているものの、平成20年度になっても金銭にまつわる不正が公表された。但し、
本件の発覚に際しては通報制度が機能したことが報告されており、コンプライアン
ス違反を看過しない意識が組織内に浸透してきたと見られる。

コンプライアンス徹底を組織風土とするための役職員の意識改革

研修や役員対話等の組織風土改革、コンプライアンス強化に関する施策
は平成17年度以降、様々な形で実施されている。役員層・部局長の改革
意欲も、全局的に浸透してきている。また、部局を越えた人事異動をはじ
め、職場の縦割り意識の解消に向けた人事交流が進められている。但し、
組織の縦割りの弊害を払拭するような抜本的な組織・人事改革の実施と
いうレベルには至っていない。

“グループ経営”の視点を取り入れた効率的な事業運営

“グループ経営”の推進

子会社の再編・統合や関連団体との取引の透明性確保については、計画どおり
に進捗が見られたことは評価できる。但し、事業運営の効率化の議論はなされて
いるようであるが、ＮＨＫグループ全体として視聴者に提供する付加価値をいかに
向上させていくかという道筋に至る議論はまだ見られていない模様である。

効率的な事業運営

事業支出は対前年度比で増加した。増加分は基本的には放送サービス強化に活
用され、また営業活動の効率化も進展している。但し、職員から見て「効率的な業
務体制の構築と事業運営」が「実現している」という意見は半数にとどまり、番組の
質や視聴者サービス低下への懸念が増加している。

「約束①：経営に対する信頼性の確立」の評価
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5
推進体制の構築(3)

不正・不祥事の発生（2）

コンプライアンス徹底を組織風土
とするための役職員の意識改革

(3)

“グループ経営”の推進（3）

効率的な事業運営（3）

PDCAサイクルによる経営管理の
仕組みの構築（3）

中長期経営計画の策定(3)

環境経営の推進(3)

PDCA（計画－実行－評価－改善）サイクルによる経営管理の仕組
みの構築

PDCAサイクルはある程度組織内に定着し、職員個人のレベルにまで落ち
ていると判断できる。但し、その成果が組織全体の業務効率化や、番組
や視聴者サービスの質の向上につながっているという職員の確信にまで
至っているとは言いがたい。

時代の変化に対応した公共放送の新たな役割の明確化

中長期経営計画の策定

「平成21～23年度ＮＨＫ経営計画」は、ＮＨＫとして初めて３年後のアウトカム目標
を掲げるなど意欲的なものであるが、視聴者にきちんと理解されているとは言いが
たく、期待度と実現度にも大きなギャップがある。

環境経営の推進

電力消費量の削減については、計画に則った地道な努力しかありえない。平成20
年度は、アクションプランに基づいた電力量縮減の他、教育テレビの放送時間短
縮という思い切った方策に取り組んだ。但し、｢ＮＨＫ環境報告書2008｣の中の第三
者所見で、数値目標の設定や透明性の確保の課題が指摘されている。
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「約束②：信頼される質の高い放送」の評価

約束（2）：信頼される質の高い放送を通じて、社会や文化の発展に尽くします

ＮＨＫテレビの視聴時間や接触者率は平成20年度に向上が見られたが、満足度は横ばいであった。

▪ ＮＨＫの放送に関する視聴者の満足度の変化は、平成18年度から19年度にかけての著しい向上に比べると、19年度から20年度に
かけては比較的緩やかなものにとどまった。

ＮＨＫの放送（番組）を信頼している人は視聴者の８割近くにのぼるが、30代男性は傾向が異なる。視聴者の放送（番
組）への信頼を更に高めるためには、「医療・介護・子育て・食の安全・食の健康などに関する生活情報の提供」が求
められている。

（出所）ＮＨＫ“約束”評価委員会 視聴者調査

「あなたはＮＨＫのテレビ番組について、どの程度、満足していますか（全体） 」

8.1

6.3

8.2

9.0

39.3

39.1

45.4

43.0

35.7

33.0

30.6

33.8

8.4

9.2

6.1

6.6

3.1

3.9

2.4

1.9

5.4

8.3

7.3

5.6

0.0

0.1

0.1

0.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成18年4月（N=2018）

平成19年3月（N=2024）

平成20年3月（N=2067）

平成21年3月（N=2210）

大変満足している やや満足している どちらともいえない
やや不満である 大変不満である わからない
無回答

（出所）ＮＨＫ“約束”評価委員会 視聴者調査（平成21年3月）

「ＮＨＫの放送（番組）が視聴者から信頼されるためには、どのようなことが重要だとお考えですか」（複数回答）

32.4

27.4

23.9

20.7

19.8

17.7

15.0

13.2

12.0

11.5

8.8

8.7

7.6

7.4

7.1

5.8

5.1

5.0

3.2

1.6

1.4

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

07.医療・介護・子育て・食の安全・食の健康などに関する生活情報を提供すること

06.災害報道だけでなく、防災や減災などに関する情報提供も積極的に行うこと

03.事実の紹介にとどまらず、背景や原因に踏み込んで解説すること

02.テーマによっては、継続して取材する長期的な視点があること

01.時代の先を読むという先見性があること

14.不偏不党、政治的公平を貫くこと

05.キャスターなど出演者が本音で語ること

04.問題提起にとどまらず、解決策に踏み込んで提言すること

13.世界の多様な意見を国内に紹介すること

10.地域社会の課題を全国に向けて発信すること

08.情報のやりとりを通じて人と社会をつなぐ役割を果たすこと

12.全国的な課題を地域の視点で取り上げること

11.地域社会の課題を掘り下げて伝えること

20.わからない

16.公序良俗に反さないこと

17.取材先のプライバシー、肖像権などに配慮すること

15.少数派の意見を紹介すること

09.視聴者が参加できる番組を増やすこと

18.インターネットや先端的なデジタル技術を積極的に取り入れること

21.無回答

19.その他

全体（N=2,080）

(%)

（注）上記の回答者数は、「ＮＨＫの放送（番組）について、あなたは、どの程度信頼していますか」
の設問に対して「わからない」と回答した人及び無回答者を除く。
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「約束②：信頼される質の高い放送」の評価

各波の特性を生かし、幅広い世代に親しまれる多彩な番組を放送

視聴者の接触

番組視聴の拡大について短期的な変化を期待するのは困難ではあるが、ＮＨＫテ
レビの視聴時間、接触者率は対19年度比で向上が見られた。平成20年度はドラマ
番組の充実、北京オリンピックの放送などにより、結果として高い視聴率を獲得し、
視聴が拡大した。

視聴者の満足度

期首の狙いは一応の達成を見たが、各波ごと・番組ジャンルごとで見ると視聴者
の満足度には低下したものがいくつか見られ、平成20年度のテレビ番組の満足度
は全体で対前年度比で横ばいだった。

いのちと暮らしを守り、確かな指針となる信頼される情報の発信
ＮＨＫの災害報道・緊急報道については、従来から視聴者からの評価が
高く、信頼されるものとなっている。平成20年度はそれらに加えて視聴者
の「安心・安全」に貢献するような情報の発信がなされているかに注目した
が、医療・年金・税金等の課題についての情報発信に対する幅広い支持
が見られた。

全国ネットワークを生かして体制を整備し、地域社会に貢献
ＮＨＫには、地域社会が抱える諸問題を全国に紹介していく役割にも大き
な期待が寄せられている。平成20年度は、「地域発全国向け」という視点
をより重視して地域放送を見たところ、ＮＨＫが「地域社会が抱える課題を
全国の人に理解してもらうよう全国向けの番組として発信している」という
点について、多くの世代に支持されていることがうかがわれる。

人々が支え合い、ともに生きる社会をめざし、地球環境など様々な
問題を考える公共放送キャンペーンを展開

公共放送キャンペーンは、公共放送の新たな役割を創り、価値を向上さ
せるものとして高く評価できる。とりわけ、視聴者の身近な「安心・安全」に
焦点を当てたものについては、社会的意義も大きく、かつ実際に成果をあ
げている。キャンペーン関連イベントは、参加者の満足度が高いこともさる
ことながら、大学生などの若い世代、問題意識を持った対象者に参画して
もらうという狙いが明確である。

「約束②：信頼される質の高い放送」の評価
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視聴者の接触（4）

視聴者の満足度（3）

いのちと暮らしを守り、確かな指針となる信頼
される情報の発信（4）

全国ネットワークを生かした体制を整備し、地
域社会に貢献（4）

人々が支え合い、ともに生きる社会をめざし、
地球環境など様々な問題を考える公共放送

キャンペーンを展開（4）

通信と連携し多様なメディアに向けたサービ
スの充実（3）

通信と連携し、多様なメディアに向けたサービスの充実
通信と連携したサービスに関しては、ＮＨＫは放送業界の中では最も積極
的に取り組んでおり、その先導的な役割は高く評価できる。但し、ＮＨＫオ
ンラインへのアクセスを除くと、いまだ期待されたほどの成果をあげている
とは言いがたく、とりわけＮＨＫオンデマンドの認知状況・利用状況につい
ては、期待を大きく下回っている。通信と連携したサービスについて展開
の方向性は概ね妥当と考えられるが、十分な成果が伴っているとは言い
がたい。
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「約束③：若い世代に親しまれるＮＨＫ」の評価

約束（3）：次代を担う若い世代に親しまれるNHKをめざします

若年層の中でも依然として男性30代が課題。

▪ 視聴者調査結果を通じて分かることは、男性30代はＮＨＫのテレビ番組に対する視聴や満足度が低いだけでなく、ＮＨＫの経営や
受信料制度などに対しても厳しい見方をしていることである。もともと日常生活の繁忙感が強くＮＨＫとの接点が少ない層であり、か
つ昨今の社会情勢から経済的なゆとりが少なくなっていることなどが影響していると考えられるが、男性30代といえば社会の中核
層であり、ＮＨＫの番組や経営に対して信頼感を持ってもらうことが、今後のＮＨＫを考えた場合、必要となろう。

▪ いずれにしても、番組、イベント、受信料収納など既存のＮＨＫの様々な回路を駆使して男性30代との接触を増やす努力を続けるこ
とと、特に若年層に対するパブリックコメントの聴取など新たな回路の構築も検討する必要がある。

若年層向けの番組の拡充

平成20年度は若年層のＮＨＫ番組の視聴や満足度は増加したものの、若
年層向けに開発した番組がまだ十分な成果をあげているわけではない。
その意味で、「量」はある程度確保できたものの、まだ満足度という「質」が
十分に伴ったものになっていないと見られる。

若年層向けのイベントや携帯サイトサービスの充実
若年層向けのイベントについては、その目的や狙いが明確であり、かつ当
初掲げた目標を上回る成果を概ね達成できていると評価できる。他方、携
帯サイトを活用した新たな広報展開については、その取り組みについて
ターゲットとなる20代・30代からの評価が低い。

若年層の、公共放送への理解促進

ＮＨＫの若年層向けの理解促進活動については、若年層向け番組情報誌
をイベント等で配布するなど様々な取り組みが行われている。但し、ター
ゲット層のＮＨＫに対する理解はいまだ十分ではない状況がうかがわれる。
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若年層向けの番組の拡充(2)

若年層向けのイベントや携帯サ
イトサービスの充実(3)

若年層の、公共放送への理解を
促進(2)

「約束③：若い世代に親しまれるＮＨＫ」の評価
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「約束④：国際理解の促進」の評価

テレビ国際放送の内容充実

ＮＨＫワールドＴＶの内容充実

ＮＨＫワールドＴＶが大幅に刷新され、番組の狙いや目的は明確になり、今後の展
開に期待が持てるものとなった。また、従来は必ずしも明示的ではなかった国際放
送のＰＤＣＡサイクルについても、現地の視聴者からの評価を編成や制作の改善
につなげる経路や姿勢が鮮明となり、大きな進展が見られている。

ＮＨＫワールドＴＶの認知・理解

ＮＨＫワールドＴＶの認知度や視聴経験は、香港においては比較的良好な結果が
見られ、ワシントンDCにおいても向上している。BBC、CNNには及ばないが、その
他の国の国際放送と比べると一定の存在感を示すようになった。

テレビ国際放送の受信環境の整備

テレビ国際放送の受信環境整備が計画通り進展し、かつケーブルテレビ
やIPTVでの配信など従来の衛星放送による直接受信以外の経路での普
及も始まりつつあるが、グローバルな普及は緒についたばかりである。今
後の受信環境整備について、より大きなビジョンでの取り組みが望まれる。

「約束④：国際理解の促進」の評価
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ＮＨＫワールドＴＶの内容充実（4）

ＮＨＫワールドＴＶの認知・理解（3）テレビ国際放送の受信環境の整備（3）

約束（4）：日本やアジアの最新情報を積極的に海外に伝え、国際理解を促進します

国際放送の編成、制作においてＰＤＣＡサイクルが鮮明になった。

▪ テレビ国際放送「ＮＨＫワールドＴＶ」が平成21年2月から大幅に刷新され、番組の狙いや目的は明確になり、今後の展開に期待が
持てるものとなった。また、従来は必ずしも明示的ではなかった国際放送のＰＤＣＡサイクルについて、現地の視聴者からの評価を
編成や制作の改善につなげる経路や姿勢が鮮明となり、大きな進展が見られている。
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「約束⑤：受信料の公平負担の徹底」の評価

約束（5）：効率的な契約収納活動を行うとともに、受信料の公平負担の徹底を図ります

視聴者の受信料に対する考え方は、社会の環境変化に応じて揺れている。受信料制度について理解を深めるための
的確なメッセージをＮＨＫから更に提示し、視聴者の評価・納得を得ていくことが期待される。

▪ 平成20年度は、訪問集金の廃止や、未収者に対する民事手続きを全国展開するなど、受信料収納において大きな変化のあった年
であった。

▪ 現在は経済情勢の悪化等もあって、視聴者の間に公的な負担を忌避する意識が増し、受信料体系や受信料制度に対する不満が
募るという構図に陥りつつある。受信料についての的確なメッセージをＮＨＫから更に提示し、受信料体系に関する一層の視聴者の
評価・納得を得ていくことが期待される。
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「約束⑤：受信料の公平負担の徹底」の評価

受信料について視聴者の「遵法意識」や「対価意識」は低下し、公的負担を忌避する意識
が増している

視聴者の受信料に対する考え方について時系列で見ていくと、「受信料を支払わないことで、ＮＨＫに反省を促したいと思う」という意識は平成
18年以降一貫して低下傾向にあるので、平成16年の不祥事をきっかけに生じた受信料支払い拒否・保留のような視聴者の懲罰的な意識は薄
まってきている。

平成19年度（平成20年3月）調査と平成20年度（平成21年3月）調査の結果を比較しみると、「国民のための公共放送だから、みんなでその経費
を負担する必要がある」という受信料制度に関する基本的な考えについて、「そう思う」という回答が67.5%（平成19年度）から64.0%（平成20年度）
に減少した。対して「公共的な放送なのだから、経費は全て国の予算でまかなえばよい」（43.1%→49.7%）が大きく増加している。また、「ＮＨＫの
番組を見る料金として、受信料は払う必要があると思う」、「法律で決められていることだから受信料は払う必要がある」という昨年度大きく上昇
した「対価意識」や「遵法意識」は低下した。

「あなたはＮＨＫの受信料について、どのようにお考えですか」

（出所）ＮＨＫ“約束”評価委員会 視聴者調査（平成18年4月、19年3月、平成20年3月、平成21年3月実施）
NHK調査（平成13年、14年、15年実施）
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を促したいと思う

そう思う そう思わない わからない・無回答

平成13年 平成14年 平成15年 平成18年4月 平成19年3月 平成20年3月 平成21年3月

57% 54% 54% 63.3% 66.2% 67.5% 64.0%

平成13年 平成14年 平成15年 平成18年4月 平成19年3月 平成20年3月 平成21年3月

58% 55% 57% 59.1% 56.5% 64.1% 56.7%

平成13年 平成14年 平成15年 平成18年4月 平成19年3月 平成20年3月 平成21年3月

45% 43% 43% 57.4% 63.0% 70.0% 65.2%

平成18年4月 平成19年3月 平成20年3月 平成21年3月

36.7% 44.8% 40.9% 38.8%

平成18年4月 平成19年3月 平成20年3月 平成21年3月

56.9% 47.5% 50.7% 52.8%
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36% 37% 37% 43.5% 38.1% 43.1% 49.7%
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44.1% 35.4% 36.2% 31.7%

Ｎ=2,210
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「約束⑤：受信料の公平負担の徹底」の評価

効率的・効果的な営業体制を構築し、受信料の公平負担を徹底

契約総数、支払数、支払率の増加

受信料支払い拒否・保留件数は着実に減少しており、ピーク時の４割程度の水準
に低下した。衛星契約数の増加は目標を達成したものの、契約総数の増加は障
害者免除の適用範囲拡大、未収件数の削減は長期未収の認定基準を見直したこ
となどの要因で、目標を達成できなかった。結果として、支払数の増加は47万件と
目標の55万件を下回った。

受信料収入の増加

平成20年度の受信料収入は6,386億円となり、予算時の目標6,350億円を5.7%上

回った。不祥事以前の受信料収入の水準への回復まであと一歩に迫った。

より公平で合理的な受信料体系へ改定
受信料体系改定の取り組み
家族割引の拡大、事業所割引の導入、障害者免除の適用範囲拡大等の施策に
ついては平成20年度で円滑に実施され、事業所契約増加等の成果が一部に現れ
てきている。

受信料体系をめぐる視聴者の理解・納得
実質的には「公平負担」は進展しているのであるが、それが視聴者に実感されて
いない。ＮＨＫは的確な情報を伝達して、視聴者に正しい理解を促し、納得してもら
う必要が更にある。

契約収納関係経費の削減
営業の効率化と同時に収納額確保を推進する姿勢は評価できる。平成20
年度は「訪問集金の廃止」という画期的な方針転換を図り、スタッフ削減と
いう大きな変化がありながら、クレジットカード払いやインターネットの活用、
そしてアウトソーシングの推進などで経費節減を図り、営業経費率は予算
目標通り11.9%を達成した。効率化された体制で、支払率の向上や収入増

が達成できた。

「約束⑤：受信料の公平負担の徹底」の評価
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契約総数、支払数、支払率の増加
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受信料収入の増加（4）

受信料体系改定の取り組み（3）
受信料体系をめぐる視聴者の理解・

納得（2）

契約収納関係経費の削減（4）
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「約束⑥：視聴者との結びつきの強化」の評価

約束（6）：みなさまとの結びつきを強化し、開かれたNHKをめざします

ＮＨＫ職員の視聴者志向は高まった。

▪ 一つの例をあげれば、「視聴者の声を聞かなくてはいけない、という意識を全部署の職員が持つようになった」というＮＨＫ職員の回
答は56.0%と過半数にのぼる。「視聴者サービスに反映されるようになった」（39.7%）、「視聴者の声が報道や制作の現場によく届くよ
うになった」（35.7%）という回答も比較的多く、１年前と比べても組織における視聴者志向が強まっているという認識が持たれている。

この１年間、視聴者のＮＨＫに対する接触や理解は深まったとは言いがたい。

情報公開を推進し、透明性を確保
情報公開や経営の透明性については、視聴者からの期待は高いものの、
公開されている情報の内容の面でＮＨＫと視聴者の間で認識の相違が見ら
れ、視聴者にはＮＨＫの努力が十分に伝わっていないことが推察される。

多様な回路を通じてみなさまの声を的確に把握し、事業運営に反映
視聴者の意見・要望の収集体制や業務効率化は更に進展し、関連部局と
の連携も一層図られるようになっているが、現状の活動の延長では期待さ
れるほどの効果をあげにくくなっている。視聴者との間の新たな回路の構築
が急務となっている。

公共放送への理解促進活動の充実

地域放送局の活動紹介などは、ＮＨＫへの理解促進という趣旨に叶ったも
のであり一定の成果をあげた。しかし、イベントや広報番組を通じて「ＮＨＫ
への理解促進・信頼回復」という大きな目標を達成できたかという視点から

見ると、期待された成果をあげられたとは言いにくい。
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多様な回路を通じてみなさまの声を
的確に把握し、事業運営に反映(3)

公共放送への理解促進活動の充実
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「約束⑥：視聴者との結びつきの強化」の評価
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「約束⑥：視聴者との結びつきの強化」の評価

この１年間で視聴者のＮＨＫに対する理解が深まったとは言いがたい

視聴者調査で経年変化が確認できる指標として５つ（ＮＨＫ視聴派の割合、ＮＨＫのテレビ番組の満足度、ＮＨＫ総合テレビの重要度、受信料制
度に対する理解度、ＮＨＫの組織や経営の信頼度）を設定し、平成19-20年度の変化を見た。視聴者全体の回答をみると、設定した５つの指標
のいずれもが対前年度比でマイナスであり、この１年間で視聴者のＮＨＫに対する接触や理解が深まったとは言いがたい。

若年層についてみると、この1年間で、20代においては「ＮＨＫ総合テレビの重要度」、「ＮＨＫの組織や経営の信頼度」が高まった。30代では「Ｎ
ＨＫ総合テレビの重要度」、「受信料制度に対する理解度」、「ＮＨＫの組織や経営の信頼度」が高まっているが「ＮＨＫ視聴派の割合」、「ＮＨＫの
テレビ番組の満足度」が下がっている。いずれにしても、20代・30代の若年層のＮＨＫ視聴及びテレビ番組の満足度は高まっていない。

平成19-20年度の変化
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（注１）「ＮＨＫ視聴派」とは、視聴者調査において、テレビ番組の視聴に関して「ＮＨＫのほうをずっと多く見る」と「どちらかといえば、ＮＨＫのほうを多く見る」と回答した人。
（注２）「受信料制度に対する理解度」とは、視聴者調査において「国民のための公共放送だから、みんなでその経費を負担する必要がある」という問いに対して「そう思う」と回答した比率。
（出所）ＮＨＫ“約束”評価委員会 視聴者調査（平成20年3月、平成21年3月実施）
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「約束⑦：放送のデジタル化と高度化」の評価

約束（7）：先導性を発揮し、放送のデジタル化と高度化を推進します

「地上放送を視聴できなくなっても構わない」という理由で、アナログ放送停波後も地上デジタル放送対応をしない視
聴者が、地上デジタル放送未視聴者の3.6%存在することに留意する必要がある。

▪ 地上デジタル放送の全国“あまねく”の推進に際し最大の課題となっているのが受信機の普及である。平成20年度末のデジタル受
信機の世帯普及率は総務省調査によると60.7%であり、依然として目標に到達していない。放送事業者の責任に帰すべき問題ばか
りではないものの、“あまねく”普及の実現に至るまでには相当多くの課題が依然として多いことを認識する必要がある。

先導的な技術の開発・普及における国際連携・国際協力は前進した。

▪ 日本発の技術標準を確立し、日本の国際的地位の向上に貢献することもＮＨＫの役割として、積極的な取り組みが期待されている。
過去の教訓を踏まえ、スーパーハイビジョンの分野では、国際標準化の確立に向けて、欧州の公共放送の研究機関との交流・協
力が進みつつある点は評価できる。

▪ また、南米のブラジル（平成19年12月より放送開始）に引き続き、平成21年4月にはペルーにおいてもISDB-Tの採用が決定した。こ
うした技術の国際普及については官民あげた取り組みの成果であり、ＮＨＫが開発した技術の優位性が国際的に評価された側面
は大きい。
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「約束⑦：放送のデジタル化と高度化」の評価

アナログ放送停波後も地上デジタル放送対応をしないと回答した視聴者が、地上デジタル放送未視
聴者の3.6%存在

当委員会が平成21年3月に実施した視聴者調査（回答者数2,210人）によると、「既に地上デジタル放送を視聴している」と回答した人は41.4%（回
答者数915人）であった。そして、まだ地上デジタル放送を視聴していない人（「わからない」回答を除く1,226人）に対し、2011年のアナログ停波ま
でに地上デジタル放送への対応を完了させるかどうか尋ねたところ、3.6%（44人）が「地上放送を視聴できなくなっても構わないので、2011年の
アナログ放送停波後も対応させる予定はない」と回答した。

44人からの回答なので数値はあくまで参考であるが、「地上デジタル放送への対応には費用がかかるから」という理由をあげた人が27.3%おり、
これらの人に対してはクーポン配賦等の政策が奏功すると考えられる。但し、「テレビを見ないから」という理由をあげた人が29.5%（13人）と最も
多い。この回等者数を視聴者全体の回答（2,210人）で割ると0.6%となり、テレビ放送の内容が現在のものから大きな変化がないとすると、2011
年の地上デジタル放送完全移行後は、現在の視聴者全体の0.6%程度がテレビ視聴を完全にやめてしまう可能性が考えられる。
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（出所）ＮＨＫ“約束”評価委員会 視聴者調査（平成21年3月実施）
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「約束⑦：放送のデジタル化と高度化」の評価

「約束⑦：放送のデジタル化と高度化」の評価デジタル放送の全国“あまねく”の推進

地上デジタル放送受信環境の整備

地上デジタル放送の世帯カバー率は目標を超えて達成できたが、最大の課題は
地上デジタル放送対応受信機の普及である。放送事業者の責任に帰すべき問題
ばかりではないものの、“あまねく”普及の実現に至るまでには依然として課題が
山積していることを認識する必要がある。

地上デジタル放送の理解促進

地上デジタル放送の視聴層は昨年度と比較すると大幅に増加し、視聴者に対する
地上デジタル放送の理解促進においてＮＨＫは先導的な役割を果たしていると言
える。但し、地上放送のデジタル化の意義やメリットについては十分に伝えきれて
いない状況がうかがわれる。

放送の未来を創造する技術開発・研究の推進

技術開発の成果

先導的な技術開発により放送文化の新たな発展に貢献していく道筋が見られ、研
究者一人当たりの技術開発の生産性が向上している。

国際連携・国際協力の推進

スーパーハイビジョンの国際標準化に向けた取り組みに一定の成果が見られ、ま
たISDB-Tの海外での普及もある程度進展した。
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公共放送の価値の向上
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視聴者が考える「公共放送の価値」は多様である

視聴者が考える「公共放送」の価値は多様である。「バラエティ、アニメなど娯楽性が高く人気のある分野の番組を提供すること」も50％近い視
聴者が「そう思う」と回答している。

現在のＮＨＫは、公共放送の価値の多くを実現していると視聴者から認識されているが、「従来の放送番組の枠にとらわれない新しい形式の番
組を創造すること」、「放送と通信を融合した新しいタイプのサービスに積極的に取り組むこと」、「競技人口が多くないようなスポーツを積極的に
取り上げて放送すること」などには、期待度と実現度のギャップが比較的大きく見られる。

注）視聴者調査で「そう思う/実現している」、「どちらかというとそう思う/どちらかというと実現している」と回答した比率をプロット。

（1）広告主・スポンサーに左右されず、番組を制作し提供すること
（2）国民の間に存在する情報格差を解消するように努めること
（3）政治等で意見の対立する課題について、多様な意見を公正・中立な立場で紹介すること
（4）日本社会に散らばる課題を幅広くとりあげ、国民の間で共有し、互いが議論できる素材を提供すること
（5）多様な社会のあり方・価値観を紹介し、互いに寛容の精神や連帯感を持つことに役立つこと
（6）従来の放送番組の枠にとらわれない新しい形式の番組を創造すること
（7）ていねいに時間をかけて取材・制作した番組を放送すること
（8）国際的に評価されるような番組を提供すること
（9）放送と通信を融合した新しいタイプのサービスに積極的に取り組むこと
（10）政治、経済や犯罪などに関する情報をいち早く正確に報道すること
(11)災害に関する情報をいち早く正確に報道すること
(12)過去の貴重な映像記録を次世代のために蓄積・保管し、国民が利用できるようにすること
(13)映像・音声を通じて、日本の伝統・文化を継承すること
(14)日本の出来事や歴史・文化、アジアの情報を世界に積極的に発信すること
(15)あらゆる世代の視聴者に、学習の機会を提供すること
(16)文化的、芸術的な価値の高い番組を制作することで、日本の芸術文化の発展に貢献すること
（17）自然・環境・医療・科学技術などの分野にわたって、信頼できる科学番組を提供すること
(18)バラエティ、アニメなど娯楽性が高く人気のある分野の番組を提供すること
(19)オリンピックなど世界的に関心の高いスポーツの番組を放送すること
(20)競技人口が多くないようなスポーツを積極的に取り上げて放送すること
(21)人々の心に残る、質の高いドラマ番組を提供すること

視聴者からみた公共放送の価値

（出所）ＮＨＫ“約束”評価委員会 視聴者調査（平成21年3月実施）
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公共放送の価値の「実現度」を総合的に見ると平成20年度は低下した

平成20年度は、視聴者から見たＮＨＫによる公共放送の
価値の「実現度」評価が下がった項目が目立った。

実現度評価が高まったのは、「（7）ていねいに時間をかけて
取材・制作した番組を放送すること」、「(11) 災害等に関する
情報をいち早く正確に報道すること」、「（19）オリンピックなど
世界的に関心の高いスポーツの番組を放送すること」、「（21）
人々の心に残る質の高いドラマ番組を提供すること」である。

平成19年度に比べてＮＨＫによる実現度が低下している価値
は、「（5）多様な社会のあり方・価値観を紹介し、互いに寛容
の精神や連帯感を持つことに役立つこと」（3.3ポイント減）、
「（4）日本社会に散らばる課題を広く取り上げ、国民の間で共
有し、互いが議論できる素材を提供すること」（3.2ポイント減）、
「（14）日本の出来事や歴史・文化、アジアの情報を世界に積
極的に発信すること」（2.8ポイント減）、「（20）競技人口が多く
ないようなスポーツを積極的に取り上げて放送すること」（2.8
ポイント減）、「（12）過去の貴重な映像記録を次世代のために
蓄積・保管し、国民が利用できるようにすること」（2.6ポイント
減）、「（6）従来の放送番組の枠にとらわれない新しい形式の
番組を創造すること」（2.0ポイント減）、「（17）自然・環境・医
療・科学技術等の分野にわたって信頼できる科学番組を提供
すること」（1.4ポイント減）などである。
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（10）政治・経済、事件・事故に関する情報をいち早く正確に報道すること

（9）放送と通信を融合した新しいタイプのサービスに取り組むこと

（8）国際的に評価されるような番組を提供すること

（7）ていねいに時間をかけて取材・制作した番組を放送すること

（6）従来の放送番組の枠にとらわれない新しい形式の番組を創造すること

（5）多様な社会のあり方・価値観を紹介し、互いに寛容の精神や連帯感を持つことに役立つこと

（4）日本社会に散らばる課題を広く取り上げ、国民の間で共有し、互いが議論できる素材を提供すること

（3）政治等で意見の対立する課題について、多様な意見を公正・中立な立場で紹介すること

（2）国民の間に存在する情報格差を解消するように努めること

（1）広告主・スポンサーに左右されず、番組を制作し提供すること

（10）政治・経済、事件・事故に関する情報をいち早く正確に報道すること

（9）放送と通信を融合した新しいタイプのサービスに取り組むこと

（8）国際的に評価されるような番組を提供すること

（7）ていねいに時間をかけて取材・制作した番組を放送すること

（6）従来の放送番組の枠にとらわれない新しい形式の番組を創造すること

（5）多様な社会のあり方・価値観を紹介し、互いに寛容の精神や連帯感を持つことに役立つこと

（4）日本社会に散らばる課題を広く取り上げ、国民の間で共有し、互いが議論できる素材を提供すること

（3）政治等で意見の対立する課題について、多様な意見を公正・中立な立場で紹介すること

（2）国民の間に存在する情報格差を解消するように努めること

（1）広告主・スポンサーに左右されず、番組を制作し提供すること
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（19）オリンピックなど世界的に関心の高いスポーツの番組を放送すること

（18）バラエティ、アニメなど娯楽性が高く人気のある分野の番組を提供すること

（21）人々の心に残る質の高いドラマ番組を提供すること

（20）競技人口が多くないようなスポーツを積極的に取り上げて放送すること

（17）自然・環境・医療・科学技術等の分野にわたって信頼できる科学番組を提供すること

（16）文化的、芸術的な価値の高い番組を制作することで、日本の芸術文化の発展に貢献すること

（15）あらゆる世代の視聴者に、学習の機会を提供すること

（14）日本の出来事や歴史・文化、アジアの情報を世界に積極的に発信すること

（13）映像・音声を通じて、日本の伝統・文化を継承すること

（12）過去の貴重な映像記録を次世代のために蓄積・保管し、国民が利用できるようにすること

（11）災害等に関する情報をいち早く正確に報道すること

（19）オリンピックなど世界的に関心の高いスポーツの番組を放送すること

（18）バラエティ、アニメなど娯楽性が高く人気のある分野の番組を提供すること

（21）人々の心に残る質の高いドラマ番組を提供すること

（20）競技人口が多くないようなスポーツを積極的に取り上げて放送すること

（17）自然・環境・医療・科学技術等の分野にわたって信頼できる科学番組を提供すること

（16）文化的、芸術的な価値の高い番組を制作することで、日本の芸術文化の発展に貢献すること

（15）あらゆる世代の視聴者に、学習の機会を提供すること

（14）日本の出来事や歴史・文化、アジアの情報を世界に積極的に発信すること

（13）映像・音声を通じて、日本の伝統・文化を継承すること

（12）過去の貴重な映像記録を次世代のために蓄積・保管し、国民が利用できるようにすること

（11）災害等に関する情報をいち早く正確に報道すること

視聴者から見た公共放送の価値の実現度（経年比較）

（出所）ＮＨＫ“約束”評価委員会 視聴者調査（平成20年3月、21年3月実施）
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４年間でＮＨＫはどのように変わったか
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視聴者から見た４年間のＮＨＫの変化

放送の分野で平成17年度と20年度を比較すると、「ＮＨＫの各波接
触者率（6月）」は向上し、「ＮＨＫ総合テレビの視聴率（ゴールデンタ
イム：関東）」も向上した。ＮＨＫの番組は、以前と比べて多くの人に
視聴されるようになっている。

そして視聴者の放送に関する意識について平成17年度末と平成20
年度末を比較すると、視聴者の「ＮＨＫのテレビ番組の満足度」、「Ｎ
ＨＫ総合テレビの重要度」は明らかに向上しているので、視聴者視
点に立った番組改革の努力は着実に成果を出していたことが分か
る。

また、受信料収入も平成17年度の6,024億円から20年度は6,386億
円に増加し、平成14～16年度の実績値である6,400億円台に迫る水
準にまで回復した。逆にピーク時（平成17年10-11月期）には128.0
万件に達した受信料支払い拒否・保留件数は平成20年度末で３分
の１以下の48.9万件まで減少した。視聴者の受信料に対する考え
方の中でも、「他の人が受信料を支払わないのであれば自分も支
払いたくない」、「受信料を支払わないことでＮＨＫに反省を促した
い」は低下してきており、ＮＨＫに対して懲罰的な考え方は収まって
きている。

「ＮＨＫの組織や経営の信頼度」も、平成17年度からは向上し、着実
に回復途上にある。

他方、「ＮＨＫ視聴派の割合」と「国民のための公共放送だから、み
んなでその経費を負担する必要がある」という考え方には、この４年
間であまり変化がない。ＮＨＫにおいては、視聴層の拡大と、受信
料制度に対する理解促進が依然として重要な課題として残されて
いることになる。

ＮＨＫに関する各種指標の変化（平成17年度－20年度）

（注）「ＮＨＫ視聴派」とは、視聴者調査において、テレビ番組の視聴に関して「ＮＨＫのほうをずっと多
く見る」と「どちらかといえば、ＮＨＫのほうを多く見る」と回答した人。

（出所）「ＮＨＫの各波接触者率」、「ＮＨＫ総合テレビの視聴率」、「受信料収入」、「受信料支払い拒
否・保留数」はＮＨＫ、「ＮＨＫ総合テレビの視聴率」はビデオリサーチ、その他はＮＨＫ“約束”
評価委員会 視聴者調査（平成18年4月、平成21年3月実施）

平成17年度 平成20年度

放送 73.3% 74.0%

12.1% 13.1%

18.9% 18.2%

47.4% 52.0%

67.9% 73.9%

50.3 56.8

受信料 6,024億円 6,386億円

128.0万件
（ピーク時）

48.9万件
（年度末）

国民のための公共放送だから、みんなで
その経費を負担する必要がある

63.3% 64.0%

他の人が受信料を支払わないのであれ
ば自分も支払いたくない

56.9% 52.8%

受信料を支払わないことでＮＨＫに反省を
促したいと思う

44.1% 31.7%

経営 37.1% 44.2%

ＮＨＫの各波接触者率（6月調査）

ＮＨＫ視聴派の割合

受信料収入（決算額）

ＮＨＫ総合テレビの視聴率
（ゴールデンタイム：関東）

受信料支払い拒否・保留数

受信料に対する視聴者の考え方

ＮＨＫの組織や経営の信頼度

ＮＨＫのテレビ番組の満足度

ＮＨＫによる公共放送の価値の実現度
（19の公共放送の価値の実現度総合指標）

ＮＨＫ総合テレビの重要度
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視聴者から見たＮＨＫのイメージの変化

視聴者が抱くＮＨＫのイメージとしては、「官僚的である」、「伝統的である」というものが非常に強く、３度の調査とも40%以上の視聴者が回答して
いる。また、このイメージは年々強まる傾向にある。

但し、平成20年度に関して言うと、「文化・スポーツ・イベント活動に熱心である」、「環境に気を配っている」、「新分野進出に熱心である」、 「視聴
者ニーズへの対応に熱心である」などのイメージが大きく上昇している。北京オリンピックの中継や環境キャンペーンなど、主要な放送コンテン
ツに視聴者のイメージが左右されている点が大きいものの、ＮＨＫの視聴者志向が高まり、前向きになってきたというイメージが視聴者にも共有
されるようになったと言える。
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（29）官僚的である

（18）伝統がある

（06）文化・スポーツ・イベント活動に熱心である

（30）縦割り意識が強い

（08）技術力がある

（19）信頼性がある

（17）安定性がある

（13）社会の変化に対応できる

（01）視聴者ニーズへの対応に熱心である

（20）環境に気を配っている

（29）動き出すまでに時間がかかる

（14）優秀な人材が多い

（03）親しみやすい

（07）研究開発力が旺盛である

（05）個性がある

平成19年3月(N=2,024)

平成20年3月(N=1,855)

平成21年3月(N=2,083)

ＮＨＫのイメージ ＮＨＫのイメージ（つづき）

：昨年より5ポイント以上変化

視聴者がＮＨＫに対して感じているイメージ（複数回答）

（出所）ＮＨＫ“約束”評価委員会 視聴者調査（平成19年3月、平成20年3月、平成21年3月実施）
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４年間のＮＨＫ内部の変化

具体的かつ定量的な組織目標・個人目標の設定 ～ＰＤＣＡサイクルの定着～

当時のＮＨＫの最大の課題は、厳密な経営管理の仕組みが組織内にあまり見られないことであった。そのため、業務改善等は個々の職員の努力の範疇にとどまって
おり、組織間で著しいバラツキがあった。それが度重なる不正や不祥事を引き起こす一因となっていたことは否めない。

当委員会では、視聴者視点の「アウトカム目標・指標」や「ＰＤＣＡサイクル」という経営管理においては一般的な考え方をＮＨＫに移入し、共通の組織目標を設定する
ことを動機づけた。現在では、視聴者視点に基づく改革運動が組織内で進み、とりわけＰＤＣＡサイクルを意識した業務の進捗管理が職員の個人レベルにまで定着
するなど、ＮＨＫの業務マネジメント力が向上してきている。“約束”評価が開始された頃と比べると、隔世の感がある。

管理会計導入への取り組み

当委員会では平成17年度に、ＮＨＫの事業運営に関する透明性・説明責任をより一層高め、事業のポートフォリオ管理が可能になるような、セグメント別情報管理の
発想を取り入れた管理会計の導入を提言した。

現在、ＮＨＫにおいては、厳密な管理会計というところまでは至らないものの、放送総局のみを対象に、放送総局長を座長とした「トータルコスト検討プロジェクト」で、
「トータルコストの実体化」を目的とした検討が進められている。具体的な取り組みとしては、ヒト・モノ・カネの一体把握と全体最適化の取り組みとして、“「番組制作フ
ロー＆プランニング表」（仮称）の試行運用”等を行っている。また、多様な制作体制実現のための取り組みとして、本体番組のリソース外部化の試行や要員把握等
についても検討をしている。

ＮＨＫの事業運営の透明性確保は視聴者からの信頼回復のためにも必要なことであるため、上記の取り組みについては、着実な実施が期待されるが、それに加えて
ＮＨＫ全体を対象とした管理会計の発想を取り入れた経営管理体制の速やかな構築が望まれる。

長期的な視点からの番組改革 ～多様な世代の価値観を前提とした番組開発～

当委員会では、視聴者の生活・行動の変化に合わせて番組に関する「イノベーション」を起こす必要があるという観点から、長期的な視点からの番組改革の必要性を
訴え、とりわけ若年層の視聴や接触を増加させるための番組の開発・制作・編成を平成17年度に提言した。

若年層のＮＨＫ離れは、平成16年の不祥事をきっかけに生じたという短期的な現象ではなく、少なくとも10年以上前から顕在化していたことは、放送文化研究所の個
人視聴率調査などの結果からも明らかであった。

現在では、若年層対策はＮＨＫにおいて最重要の経営課題として共通認識となっており、ここ１～2年は若年層をターゲットとした意欲的な番組開発が目立つように
なった。但し、まだ十分な成果をあげるには至っていない。

放送媒体に限定されない番組配信、アーカイブスの活用

当委員会では、番組のイノベーションは内容にとどまるものではなく、番組の提供手段についても多様な対応が求められるものと考え、平成17年度に「放送媒体に限
定されない通信インフラストラクチャーを活用した番組配信やアーカイブスの一層の活用」を提言し、「放送と通信の融合」を進めることを示唆した。

放送と通信の融合サービスについて当時のＮＨＫには一部に抵抗感があったが、その後の放送法改正に後押しされる形で、現在では「ＮＨＫオンデマンド」の事業化
や、携帯電話を活用した番組情報やニュースの配信など、全放送局の中でＮＨＫがこの分野に最も積極的に取り組むようになった。
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ＮＨＫの更なる改革のために
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潮目が変わった平成20年度下期

当委員会の視聴者調査は毎年度末に実施しているため、平成20年度の評価は平成21年3月時点での視聴者の回答に基づいているものが多
いが、この時期はまさに日本経済の底のタイミングと重なったと言えるだろう。経済環境が厳しい中で、対価的な観点も含め、視聴者のＮＨＫに
対する率直でシビアな考え方が現出したものと判断している。

視聴者調査において経年変化を見る上で代表的な指標の推移を見ると、多くが平成17年度から19年度にかけて順調に向上していたものの、平
成20年度は横ばいないしは低下という結果となっている。

公共放送の価値（21の価値）のＮＨＫによる実現度であるが、４年間で比較可能な19の価値に限定してＮＨＫによる実現度の総合指標を算出し、
その推移を見てみた。すると、50.3（平成17年度）、52.5（平成18年度）、57.6（平成19年度）と、実現度の総合指標は３年間着実に上昇していた
が、平成20年度は56.8とやや低下した。視聴者が感じる公共放送の価値の実現度は、その向上が頭打ちになっている。
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ＮＨＫ視聴派の割合

ＮＨＫのテレビ番組の満足
度

ＮＨＫ総合テレビの重要度

受信料制度に対する理解
度

ＮＨＫの組織や経営の信
頼度

ＮＨＫに対する視聴者の理解度の推移（平成17年度～平成20年度）

（注１）「ＮＨＫ視聴派」とは、視聴者調査において、テレビ番組の視聴に関して「ＮＨＫのほ
うをずっと多く見る」と「どちらかといえば、ＮＨＫのほうを多く見る」と回答した人。

（注２）「受信料制度に対する理解度」とは、視聴者調査において「国民のための公共放送
だから、みんなでその経費を負担する必要がある」という問いに対して「そう思う」と
回答した比率。

（出所）ＮＨＫ“約束”評価委員会 視聴者調査（平成18年4月、平成19年3月、平成20年3月、
平成21年3月）

ＮＨＫによる公共放送の価値（19の価値）の実現度（総合指標）の推移
（平成17年度～平成20年度）

（注）平成17年度、18年度は21の価値のうち「自然・環境・医療・科学技術等の分野にわ
たって信頼できる科学番組を提供すること」、「人々の心に残る質の高いドラマ番
組を提供すること」の２項目について視聴者調査の対象としていない。

（出所）ＮＨＫ“約束”評価委員会 視聴者調査（平成18年4月、平成19年3月、平成20年
3月、平成21年3月実施）
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ＮＨＫにおいては、視聴者から放送（番組）が信頼されているからといって、必ずしも経営が
信頼されているとは限らない

視聴者調査の結果を分析してみると、ＮＨＫの放送（番組）を「信頼している」のに組織や経営を「信頼していない」と回答した視聴者が全体の
26.5%にのぼることが分かった。

一方、民放の場合は、放送（番組）を「信頼している」けれども、経営・組織について「信頼していない」視聴者が、16.8%であり、ＮＨＫの場合と比
べて少数にとどまる。民間企業の場合は、商品・サービスの信頼度が経営の信頼度に直結している傾向がより顕著である。その辺りが、公共事
業体であるＮＨＫが民間企業に対するのとは異なる目線で視聴者から見られていることの本質であろう。

良い放送さえしていればＮＨＫの組織や経営に対する視聴者からの信頼度も自然に高まってくるという考えは当を得ていないのであり、経営改
革の成果も視聴者に的確に伝えていかなければ、視聴者からの真の信頼回復はありえない。

視聴者調査の結果から、視聴者が抱くＮＨＫのイメージと、ＮＨＫの「組織・経営の信頼度」に関する回答との相関を分析したところ、ＮＨＫに対し
て「動き出すまでに時間がかかる」、「官僚的である」、「縦割り意識が強い」というイメージを抱いている視聴者ほど、ＮＨＫの経営に対して厳しい
評価をしていることが分かった。経営改革の成果を視聴者に的確に伝えるに当たっては、こうした点を意識して、発信のルートやメッセージの内

容を検証していくべきと考えられる。

放送の信頼度と経営の信頼度の関係

（注１）「信頼している」は「大変信頼している」と「どちらかといえば信頼している」の回答計、「信頼していない」は「あまり信頼していない」と「まったく信頼していない」の回答計。
（注２）「わからない」回答を除いて表記しているので、表の中の数値は合計で100％にならない。
（出所）ＮＨＫ“約束”評価委員会 視聴者調査（平成21年3月調査）
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36

公共性の概念の再構築

今後のＮＨＫは、更に踏み込んで「公共性」の概念を再構築する時期に差し掛かっていると言える。

視聴者調査において、平成20年度に公共放送の価値の実現度が下がった項目として、「多様な社会のあり方・価値観
を紹介し、互いに寛容の精神や連帯感を持つことに役立つこと」、「日本社会に散らばる課題を広く取り上げ、国民の
間で共有し、互いが議論できる素材を提供すること」などがあがっているが、これらは公共放送の価値の中でも本質中
の本質と見なされるものであり、それらの視聴者からの評価が下がったことを、視聴環境の構造的な変化も含め、もっ
と深刻に受けとめるべきである。

平成20年度は「振り込め詐欺防止キャンペーン」等が奏効したが、こうしたことも公共放送の新しい役割として確立して
いくべきものを指し示す萌芽ではないかと思われる。更に論を進めていけば、昨今の世界的な新聞・放送業界の不況・
危機を乗り越えた先にある、ＮＨＫ独自の新たな放送ジャーナリズム論の展開等も期待される。

職員のモチベーション向上を目的とし、放送産業の特性に合ったＰＤＣＡサイクルの開発・活用

自己評価を中心としてPDCAサイクルを回す考え方がＮＨＫの組織内に徹底されてきており、その更に進化・定着が求
められる。併せて具体的な数値目標等を設定し、目標を共有する努力も一層求められよう。

現在のＮＨＫ内部で、早くも一部に「PDCA疲れ」という意識が職員の中に出始めているという話も聞かれだが、それは
PDCAサイクルを形式的に回すことにとらわれ、その成果を十分に実感できないところに起因するものと推察される。
PDCAサイクルが機能し、改善結果が番組や視聴者サービスの質の向上につながっているという実感を各職員が得ら
れるとしたら、それはモチベーションにつながることであり、決して「疲れる」という事態には陥らないはずである。

PDCAの「P」は上から与えられるだけのものではなく、経営と現場の双方向で作り上げるものであり、それこそがマネジ
メントである。PDCAサイクルは、経営管理・業務管理のためだけに存在するのではなく、上手に活用することで職員の
モチベーション向上につなげることができるツールなのである。そうした点を理解し配慮した、メリハリのついた運用が
求められる。

放送には先導性・創造性が必須であるので、そうした放送産業の事業特性に合ったPDCAサイクルの仕組みを作り出
してほしい。

ＮＨＫの更なる改革のための所見（その１）
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経営改革の成果の的確な発信

当委員会が一貫して指摘しているものの、依然として解決の道筋が十分に見えていない以下の経営課題については、
現在の中期経営計画実施期間中に更なる検討を重ね、その成果を速やかに視聴者に向けて発信していくことが求め
られる。

公平で納得できる受信料体系の確立

▪ 視聴者のＮＨＫ受信料に対する「対価意識の高まり」と「公平負担を求める意見の高まり」は同時に進んでいるので、経営２目標の
「ＮＨＫへの接触者率」と「受信料の支払率」の向上の意図することなどについても、ＮＨＫからのより丁寧な説明が必要となろう。

▪ 「平成21～23年度ＮＨＫ経営計画」にも示された受信料体系の議論に当たっては、受信料収納という技術論にとどまるのではなく、
視聴者が納得できる新たな姿を提示できるよう、経営の舵取りが重要になる。

組織の縦割り・横割り問題の解消

▪ ＮＨＫの組織の縦割り・横割りの問題は、組織内でも強く認識されているものの、職員調査の結果等を見ると、依然として抜本的な
解決策に取り組めていないと結論づけざるを得ない。

▪ こうした問題の解消のためには、やはり抜本的な人事異動など、従来の慣習に捉われない人事制度の見直しが必要になる。報道
局や一部の地域放送局での試行をはじめ、部局を越えた人事異動や、若手の放送局長の誕生など、職種・職場の広がりをもった
人事交流が始まっているが、影響の範囲は限定的である。

▪ 組織の「変わった感」は、人の異動・顔ぶれの変化をもってしか発信されないのであり、交流人事の活発化など、踏み込んだ施策が
求められる。

ＮＨＫの更なる改革のための所見（その２）


