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(17)ニュース報道はどのように 

作られるのか 

   課題設定 → 取材 → 話題選択・報道 

   フレーム → 放送 

 ・課題設定：今、何が重要な課題かの判断  

 ・取材源：政府機関に偏在していないか？ 

 ・報道フレーム：取材対象から自立してい 

  るか？ 自律的なフレームか？ 

(13)
(13)(13)
(13) マイナンバー報道 

～
～～
～(16)
(16)(16)
(16) 「そもそも総研」と比べると 

４つ目の話題として、マイナンバー報道です。インター

ネットで『NHK オンライン』に掲載されている関連バナー

（画像アイコン）を見ると、内閣府の広報と間違えるくらい

そっくりです。テレビ朝日の木曜日の『そもそも総研』があ

るのをご存知ですか？「海外ではうまくいっているの？マ

イナンバー」(10 月 29 日放送)。海外で共通番号制を採

用しているのは、日本とアメリカ、カナダだけです。アメリ

カ・カナダは本人が申告するかどうか任意という制度で

す。網をかぶせてやっているのは、結局、日本だけのよう

です。イギリスは 2005 年に、労働党政権の時代に「国民

ID カード法」というのを作ったのです。ところが、２年後の

2007 年に、2500 万人分のデータ紛失事件が起こり国民

の不信が高まりました。2010 年に保守党に変わって、結

局廃止になったのです。ドイツは、ナチスがユダヤ人に

番号を付け、番号で人を管理しました。これは個人の尊

厳を踏みにじるものだということで、戦後、ドイツでは憲法

違反の判断が出て、共通番号を使うことを禁じています。

先進国ではどうなっているかということも国民に知らせる

べきではないでしょうか？ 

 
  
 (17)
(17)(17)
(17) ニュース報道はどのように作られるのか 

NHK のニュース報道の作られ方にどういう問題がある

か。最初「何を取り上げようか」という課題の設定がまずあ

ります。話題選択ということです。課題が決まると、次は取

材です。ここでは取材源はどこなのか、政府機関に偏在

していないかが気になるところです。どういう話題を選択

しているか、それを編集するにあたってＮHK は自主・自

立で報道フレームを作っているのか、それとも、取材をし

た相手方の意向や影響に引きずられていないか、こうい

うことが問題になると思うのです。 

 

(13)マイナンバー報道 

「はじまるマイナンバー～安心して使うために 

 ～」（NHKホームページのトップページ） 

  ・通知が来たら   ・個人番号カード 

  ・導入のメリット  ・初めは 3分野から 

  ・広がる利用範囲  ・セキュリティ対策 

  サイト名を伏せたら、内閣府広報室かと・・・

(14)「そもそも総研」と比べると 

 

(15)イギリス  国民 IDカード法を廃止

 

(16)「そもそも総研」と比べると 

 

 

パワーポイントで説明の醍醐聰さん 
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(18)「要請放送」のどこが問題なのか 

・総務大臣による国際放送の実施要請（放送法、第 65条

第 1項）要請事項：国の重要な政策に関する事項 

・自民党・山崎力議員 

「…総務省からのいわゆる命令放送の中の指示に当た

る部分に従ってやっているということになれば…編集

権に対する侵害と受け止めないのがおかしいねという

ことを言っているわけでございます。」 

 

(19)「要請放送」のどこが問題なのか(続) 

「内容だけじゃないんですよ、編集権その他は。時間を

どれだけ、どの問題に使うかということも、これはもう

報道制作の中の最重要の課題ですわ、これは、考えてみ

れば。」（2006 年 12 月 5日、参議院総務委員会） 

           ↓ 

政府からの放送事項の要請＝自立的な課題設定の侵害 

 

(20)ＮＨＫの報道の自立を蝕む要因 

・政治からの干渉（外部介入） 

・右派論者・他のメディアからの攻撃（同上） 

・上層部からの干渉（内部介入） 

・番組制作者の主体内要因 

  ①独自の調査報道の衰退 

  ②自発的隷従 

・自立の砦の脆弱さ（経営委員会・番組審議会） 

 

(21)会長人事権を濫用した介入 

・籾井体制下での官邸人事、幹部人事の通年化、 

 役員任担の恣意的変更 

・「（籾井会長）石田専務理事は、過去 2年間 

 放送総局長を担当している際に偏向放送など、 

 いろいろなことを経験し、今度は番組の考査 

 業務統括を担当していただき、コンプライア 

 ンスも統括していただきます。」（4月 22 日） 

(22)会長人事権を濫用した介入（続） 

「（美馬委員）いま会長は、『石田専務理事は 

 これまで偏向放送の中で放送総局長としてやっ 

 てきた』というように発言なさいました。会長 

 は偏向放送があったとお考えなのですか。」 

「（籾井会長）偏向放送があったと言われている、 

そういう経験も持っておられるということであり 

・・・」（同前） 

 

(23)独自の調査報道の衰退：事例 

   フランス・テロ事件の報道フレーム
フランス・テロ事件の報道フレームフランス・テロ事件の報道フレーム
フランス・テロ事件の報道フレーム 

NHK：同胞の死を悼むフランス国民の哀悼の姿 

  仏・露の連携なるか（西側サイドの視点） 

報道ステ－ション（11.20）： 

 イスラム国の原点は対テロ戦争 

 「私は君たちに憎しみというプレゼントをあげな

い」を紹介        

 

(18)
(18)(18)
(18)～

～～
～(19)
(19)(19)
(19) 「要請放送」のどこが問題なのか 

放送法の 65 条第１項で、国際放送については「こういうテ

ーマ・項目を放送してほしい」ということを政府が NHK に要

請することができる、と定められています。平成 27 年度で言

うと、「国の重要な政策に関する事項」となっています。これ

を言ったら何でもありです。65 条１項をその通り正直にやっ

たら、国際放送は極端に言えば、国策放送になってもおか

しくありません。自民党の山崎力という議員さんが質問の中

で「（命令放送）の中の指示に当たる部分に従って NHK が

放送しているということになれば、編集権に対する侵害と受

け止められないのはおかしいね、ということを言っているわ

けでございます」と言っています。編集権その他は、時間を

どれだけ、どの時間に使うかということも、これはもう報道制

作の中の最重要課題です、と言っているのです。政府か

ら、放送事項の要請を受けて「はい、やります」と言ったら、

もうこれは自立的なテーマ設定じゃない。国際放送につい

ては、政府からの指示でテーマが左右される。緊急事態に

なってきた時に、これが国内放送にまで広がってこないか、

今から警戒しなければならないと思います。 

 
  
 (20)
(20)(20)
(20)～

～～
～(22)
(22)(22)
(22) 

  
 ＮＨＫの報道の自立を蝕む要因 

政治からの干渉と同時に右派の論者や他のメディアから

NHK とか朝日新聞などが攻撃される、さらに局内の上層部

からの干渉もあります。と同時に番組制作者の主体的な要

因もあるのではないか。一つは、独自の調査報道が、最近

衰退しているのではないか。情報源を政府に偏りすぎてい

るのではないかということです。もう一つは「自発的隷従」。

最後に、本来NHK の自立の砦となるはずの、経営委員会と

か番組審議会、この砦があまりにも脆弱です。政権からの介

入を介入と受け取らない。むしろ、導き役になっている時も

ある。いろいろな要因が重なって、NHK の報道の自立、そ

の基盤が危うくなっているのではないか。「内部介入」とも言

われますが、他でもない、籾井会長自身が、自立的な番組

制作に対する脅威となっている。人事を通じてずいぶん牽

制している。特に幹部人事を、定期的な異動だけじゃなくて

通年化する。籾井さんは「石田専務理事は過去２年間、放

送総局長を担当している際に、偏向放送などいろんなこと

を経験し、・・・」と発言したことがあります。「石田放送総局

長時代に偏向放送をやった、彼はそういう経験を持ってい

るのだ」こういうことを言ったら、放送現場に対しては相当な

牽制になります。個々の番組がどうだこうだ言うより、はるか

にきついプレッシャーになります。 



8 

  

 

(24)独自の調査報道の衰退：事例（続） 

朝日新聞（12.3 特派員レポート＠パリ） 

 ・フランス人実行犯の生い立ち（アルジェリア移

民）を取材 

 ・「イスラム教徒の若者を過激化するのは刑務所の

中だ。モスクではない。」 

 ・「ホームグロウン（国内育ち）テロ」に注目 

 → テロを宗教の教義に還元するフレームへの疑義 

   

(25)独自の調査報道の衰退：なぜ 

・メディア間の特ダネ競争 → 政府機関からの裏情 

 報・リーク情報への依存 → リークの見返りとして 

 政権寄りの課題・フレーム設定 

・官邸の威光をバックにした政治部支配 

 国会担当役員が制作現場に乗り込んで改ざん指示 

 「この人たちとは戦えないのよ」 

 （番組改ざん事件当時の伊東律子番組制作局長） 

・政治部報道 ＞ 政治報道 

(26)自発的隷従 

エティエンヌ・ド・ラ・ボエシ（ちくま学芸文庫） 

 『自発的隷従論』（1546 年／1548年） 

・「のちに現れる人々は先人たちが強制されて 

  したことを進んで行うようになる。」(35頁) 

・「人は手にしたことのないものの喪失を嘆く 

  ことは決してない。」（43頁） 

・「圧制者に近づくことは、みずからの自由から 

  遠ざかることである。」（70頁） 

(27)NHK の番組にどう向き合うのか？ 

誰に向き合うのか？ 

  → NHK の報道を「受け容れている」視聴者 

  → 「それでも」相対多数の有権者が安倍・自 

      民党を支持しているという現実こそが問題 

どう向き合うのか？  

  → 仲間内の共感から多数の視聴者との共感へ  

  → それには対話力の向上が不可欠 

          豊富な話題、身近な話題、自分の言葉 

(29)ＮＯＴ法, ＢＵＴ契約：受信料の歴史 

第２回国会（1948年）に提出された放送法案 

「日本放送協会の提供する放送を受信するこ 

 とのできる受信設備を設置した者は第 39 条に 

   定める受信料を支払わなければならない。」 

          ⇩ 

  受信設備を設置した者に自動的に 

       受信料の支払いを義務付け 

(23)(24)
(23)(24)(23)(24)
(23)(24) 独自の調査報道の衰退：事例 

自立の基盤である独自調査が弱まっているのでは

ないかを考える事例として、フランスの、同時多発テ

ロ事件のフレーム（報道の枠組み）を取り上げます。

ＮＨＫは同胞の死を悼むフランス国民の哀悼の姿を、

何度も何度も報道しました。また、これまで、必ずし

も国際関係がよくなかったフランスとロシアが ISテ

ロ対策でどこまで連携できるかが鍵を握っている、と

西側サイドの視点で報道しました。ところが『報道ス

テーション』はまるで違うのです。「『イスラム国』が

生まれた原点は、対テロ戦争であった」という見出し

で報道しました。朝日新聞は、フランス人実行犯の生

い立ちを取材し報道しました。テロを安直に、宗教の

教義に還元するようなフレームでなく、それが究極の

テロを生む温床なのかどうなのか冷静な評価を促す

判断材料が伝えられなければならないと思うのです。 

 
  
 (25) 
(25) (25) 
(25) 独自の調査報道の衰退：なぜ 

NHKで調査報道がなぜこんなに衰退したのだろう

か。思えば、番組改竄事件の時に、国会担当役員が「こ

こを、こう変えろ」と乗り込んできました。政治部が

官邸の意向をバックにして、NHKの中でいろんなと

ころに影響力を張り巡らしている。これが自立した報

道を支える調査報道を衰退させている大きな理由で

はないかと思えます。経済問題でも、予算、法律・立

法で官邸が絡んでくるニュースは、ほとんど全部、政

治部が影響を行使しています。 

 
  
 (26)
(26)(26)
(26) 

  
 自発的隷従 

『自発的隷従』という本は著者（エティエンヌ・ド・

ラ・ボエシ）は 16歳の時に書かれたと知り、人類の

知性は進化しているのかなと、読んでみてショックを

受けました。ものすごいことを言っていたものですか

ら。（中略） 

(28)
(28)(28)
(28) 受信料義務化をめぐる動き 

受信料の義務化について。自民党の小委員会で「受

信料支払いの義務化を検討するように」という要請

が、NHKと総務省にありました。 

それを受けて、籾井さんが「マイナンバーを使って

前向きに検討する」という発言を、定例会見でやりま

した。総務省は、この検討会を立ち上げました。 

 
  
 (29
(29(29
(29)

))
) ＮＯＴ法, ＢＵＴ契約：受信料の歴史 

そもそも受信料の義務制はどうだったかというと、

1948 年に提出された「放送法案」には「受信するこ

とのできる受信設備を設置した者は、受信料を払わな

ければならない」と義務規定が盛り込まれていまし

た。 

 

(28)受信料義務化をめぐる動き 

・9月 24 日：自民党小委員会、受信料の支払い義務化の

検討を NHK、総務省に提言 

・10 月 1 日：籾井会長、マイナンバーの活用に前向き発言 

・10 月 19日：NHK，インターネットの同時配信、検証実験開始 

・11 月 2 日：総務省「放送を巡る諸課題に関する検討会」を発足 
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(34)督促を受けたら？～3つの質問を～ 

①受信契約締結義務は放送法で、受信料支払い義務

は受信規約で、分けて定められているわけは？ 

②受信料支払い義務は税金と同じ無条件の義務です

か？ 

➂私は、NHK会長が信用失墜行為をしたり、NHKが

放送法に反する偏向放送をしたら、それを改める

まで支払いを凍結できる抗弁の権利を含んでいる

と考えていますが、間違いですか？   

 

(30
(30(30
(30)

))
) ＮＯＴ法, ＢＵＴ契約：受信料の歴史 

しかし翌年の国会に出された法案では「受信するこ

とのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送

の受信についての契約をしなければならない」と契約

締結義務が明記される代わりに、受信料支払い義務

は消えました。 

解説書を読むと、設備を設置したことからストレート

に支払い義務を導くのを避けた。その間に「受信契約」

を介在させて「私的契約・民民契約に基づいて受信料

は受払されるもの」に改めたと説明されています。 

(31
(31(31
(31)

))
) 受信料支払いをなぜ契約に？ 

「受信料の支払いを、放送法で直接書き込まないで

『受信契約』という契約に委ねたのはなぜか」、放送法

制の専門家の方が書かれています。「もし、義務化を

すれば NHK に完全な特権的、徴税的な心理を生み

出す、そういう方向には絶対進むべきではない、という

考え方があった。そのためにも、受信契約の締結という

行為を介して育成される相互信頼関係、これを基礎に

置こうと。」 

(32
(32(32
(32)

))
) 受信料義務化挫折の歴史 ① 

過去に受信料義務化を盛り込んだ放送法改正法案

が３度国会に出されました。１回目は、1966 年３月受信

料の支払い義務を放送法で定めようとしたが、野党の

強い反対で廃案になりました。２回目が 1980 年。橋本

元一会長時代、現在の二段階を一本化して、分かりや

すくしたいと提案したが、これも廃案になりました。 

(33
(33(33
(33)

))
) 受信料義務化挫折の歴史 ② 

そして 2007 年３月にも、放送法改正法案が国会に

出ました。紆余曲折がありまして、義務化規定は結局、

盛り込まれなかった。その理由は、経営委員会と政府

が、受信料を義務化し、収入が増える分を原資にし

て、受信料の２割値下げをせよと迫った。しかし NHK

は「義務化はありがたいけれど、受信料の値下げは困

る」と抵抗したのです。国会は「義務化だけでは、国民

の理解は得られない」と義務化規定を入れるのを見送

ったのです。 

 
  
 (34)
(34)(34)
(34) 督促を受けたら？～3 つの質問を～ 

「NHKから督促が来たらどうしましょうか」NHK

から電話がかかってきたり、訪問をされた時には、こ

んなやり取りをされたらいかがでしょうか、「実践的」

な私のアイデアを申し上げます。 

 

(30)ＮＯＴ法, ＢＵＴ契約：受信料の歴史 

第７回国会（1949年）に提出された放送法案 

 「協会の標準放送を受信することのできる受信設備 

  を設置した者は、協会とその放送の受信についての 

  契約をしなければならない。」 

                ⇩ 

  受信設備の設置から直ちに受信料の支払いを義務化 

  するのではなく、その間に受信契約を介在させ、私 

  的契約にもとづいて授受される料金 

    

(31)受信料支払いをなぜ契約に？ 

「NHK に完全な特権的、徴税的な心理を育成する方 

向には絶対に進むべきではなく、そのためにも NHK と

受信者が受信契約の締結という行為を介して形成さ

れ、育成された相互信頼関係はその範囲で価値あるも

のであり、現行放送法 32条は、それなりに評価に価す

る規定であるといえよう。」（河野弘矩「NHK 受信契約」

遠藤浩・林良平・水本浩監修『現代契約法大系』第７

巻、サービス・労務供給契約）』1984 年、有斐閣、241

ページ。） 

    

(32)受信料義務化挫折の歴史 ① 

・1966 年 3月 受信料義務化を明記した放送法改正案 

 「契約」という語は実際の法律関係に誤解を生む  

 → 野党の反対で廃案 

・1980 年 3月 受信料義務化を盛り込んだ放送法改正案 

 「現在の 2段階を一本化してわかりやすくする。」 

 （橋本会長・当時） 

→ 廃案。受信料値上げを盛り込んだ予算案の承認を

優先 

    

(33)受信料義務化挫折の歴史 ② 

・2007年 3月 放送法改正案に盛り込む予定だった義 

 務化規定見送り 

 →経営委員会と政府は受信料の 2割値下げとセット 

  にするよう要請 

 →義務化だけ先行するのでは国民の理解が得られな

い。 



10 

  

 

(39)NHK との想定問答 No.3 

Ｎ：「受信規約も放送法の定め（注：第 64条第 3項） 

  に従って、総務大臣の認可を受けています。」 

視：「だったら、どうして戦後 3 回、そして今回、 

    受信料の支払い義務を放送法に入れる改正をし 

  ようとした（する）のですか？」「しかも 2回は 

  廃案に、1回は法案に盛り込み見送りですよ。」 

(35
(35(35
(35)

))
) NHKとの想定問答 No.1 

スライドの「Ｎ」は NHK、「視」は視聴者です。

Ｎ「お客様、私どもは、受信料をお支払いいただい

ている方との不公平がないように、公平負担のため

に、支払いをお願いしております」と。その時には

私はいつもこう答えます。視「お客様ではありませ

ん。NHK の主権者の一人です」と。続けて、「あな

たが言われたのは、視聴者と視聴者の関係。私が言

っているのは、NHKと視聴者との関係。すり替えな

いでください。」こう突っぱねます。しかし、「突っ

ぱねるだけでは何だから、もうちょっと何か材料が

ないの？」と言われると思います。そこで、こうい

うのはいかがでしょうか？ 

 
  
 (36)
(36)(36)
(36) 「公平負担」と言うけれど 

2005年の世論調査ですから、古いのですけれども、

NHKが不払い者に対して「民事督促をやるよ」と言

い出した時の、NHK自身が世論調査をやった、その

集計結果があります。 

(37)
(37)(37)
(37) 「公平負担」と言うけれど ② 

裁判所を通じた民事督促をやることに対して、

NHK が賛成かどうかを視聴者に尋ねました。する

と、２ポイントの差ですが「やるべきではない」と

いう人の方が多かった。NHKは払っていない人に対

して、「払っている方に対して不公平だから放置でき

ない」と言わんばかりの口ぶりです。しかし、この

調査結果を見ると、「民事督促をやるべきではない」

と考えている人の方が多いのです。何で NHK から

払っている人の心境を忖度して、いかにも払ってい

ない人が肩身の狭い思いをさせるようなトークをす

るのでしょうか？「法律で決まっているから」の 18％

は誤解です。この間違いを取ったら、賛成はもう少

し減るかもしれません。ＮＨＫが電話で「公平負担

のため」と話して来たら、この調査結果を使って、「信

頼回復が先決と考えている人がこれだけいる」と反

論してはどうでしょうか。 

 
  
 (38
(38(38
(38)

))
) NHKとの想定問答 No.2 

次に、私の２つ目。こちらからこう話しかけてみたらどう

でしょうか。「『政府が右と言う時、NHK は左とは言えな

い』と言った籾井会長の発言は、放送法３条、放送ガイド

ラインの前文に反していますよ」と。こう言ったら、応対者

は必ず「私はお答えする立場にございません」と言いま

す。 

上司に替わったとき、私は「NHKの職員の方です

よね？」と言ったら「違います」と言うのです。「NHK

の職員なんて、１人もここにおりません」と、何か

威張って言うのです。そばで聞いていた連れ合いは、

「ＮＨＫふれあいセンターというけど、全然ふれあ

ってないじゃないの」とつぶやきました。なるほど、

そういう言い方があるんだと思いました。 

 

(35)NHK との想定問答 No.1 

Ｎ：「お客様、私どもは受信料をお支払いいただいている

方との不公平がないよう、支払いをお願いしていま

す。」 

視：「お客様ではありません。NHK の主権者の一人です。」

「あなたが言われたのは視聴者と視聴者の関係。私が

言っているのは NHK と視聴者の関係。受信規約が扱っ

ているのは後者だけ。話をすり替えないで下さい。」 

(36)「公平負担」と言うけれど ① 

 ・実施すべき 22％ 

 ・どちらかといえば実施すべき 19％ 

 ・どちらかといえば実施すべきでない 18％ 

 ・実施すべきでない 25％ 

 ・無回答 9％ 

(37)「公平負担」と言うけれど ② 

民事督促を「実施すべき」の理由 

 ①説得だけでは限界 30％ 

 ②法律で決まっているから（誤解） 18％ 

「実施すべきでない」の理由 

 ①NHKは信頼回復の努力をしていない 20％ 

 ②払っていない人への効果がない 15％ 

 ➂公共放送にふさわしくない 13％ 

(38)NHK との想定問答 No.2 

視：「政府が右と言う時、NHKは・・・」という籾井 

  会長の発言は『放送法』第 3条、自主自律の堅 

  持を定めた『NHK放送ガイドライン』の前文に 

  違反していますよね。」 

Ｎ：「私はお答えする立場にございません。」 

視：「放送法に違反した発言を繰り返す会長を放免 

  している NHKが視聴者に向かって放送法を持ち 

  出す資格がありますか？」 
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(40)NHK との想定問答 No.4 

視：「かつて海老沢会長は国会（1999年 3月）で、

NHKの受信料は罰則付きの BBCの場合と違って

国民との信頼関係の上に成り立つ、世界に例の

ない理想的な制度」と発言しました。NHKはこ

の考え方を変えましたか？ 

Ｎ：「いいえ」 

視：それなら信頼を失墜させた会長を辞めさせるの

が先決です。籾井さんが辞めたら払います。」 

 

(41)NHK との想定問答 No.5 

視：「籾井会長の下で信頼関係が壊れたところへ受

信料の義務化などもってのほかです。 

Ｎ：「私どもはよい番組を作って放送するのが信頼

をいただく一番の条件だと考えています。」 

視：「その番組についても、夏のドキュメンタリィ

番組は好評でしたが、報道系の番組は不信が大

多数です。」 

 

(42)安保関連番組に対する意見の分布  

「視聴者対応報告」より 好評 厳しい 

ニュース７（2015年 7月） 11 710 

ニュースウオッチ９（7月） 14 655 

ニュース（9月 16～18日） 199 5,956 

日曜討論（9月 27日） 28 283 

 

(43)今夏のドキュメンタリー番組  

「視聴者対応報告」より 好評 厳しい 

きのこ雲の下で何が（8月 6日） 81 52 

あの日、僕らは戦場で（8月 11 日） 94 75 

一番電車が走った（8月 10 日） 45 35 

 

(40
(40(40
(40)

))
)(41)
(41)(41)
(41) NHKとの想定問答 

  
 

「信頼を失墜させた会長を辞めさせるのが先決、そうした

ら受信料を払います」はその通りだと思います。籾井さんの

ことを持ち出して「私は払えない」と言ったら、ＮＨＫは、良

い番組を作って放送するのが、信頼をいただく一番の条件

だと考えています」と言います。「じゃあ、その番組で信頼を

得ているのですか」というふうに、皆さんぜひ聞いてくださ

い。 

 
  
 (42)
(42)(42)
(42) 安保関連番組に対する意見の分布 

  
 

ドキュメンタリー番組は良い番組もありました。しかし、報

道番組はどうでしょうか？NHK は視聴者から寄せられた意

見の集計結果を「視聴者対応報告」としてまとめ、定期的に

経営委員会に提出しています。この出し方・まとめ方が、ま

た非常に恣意的なのですけが。「好評意見」「厳しい意見」

というふうに分けています。左の表は、最近提出された７・

８・９月の集計を抽出したものです。「好評意見」199、「厳し

い意見」5,956。こうなっていても「寄せられた意見の例を紹

介する時は「好評意見」２つ、「厳しい意見」２つです。『日曜

討論』。「好評」28、「厳しい」283 となっています。これで本

当に、番組を通じて信頼を得る努力をしているといえるので

しょうか？ 

(43)
(43)(43)
(43) 今夏のドキュメンタリー番組 

  
 

ドキュメンタリー番組で、毎夏、良い番組もありますので、

紹介しておきます。しかし、意見の数が少ないですね。良い

番組には、もっとたくさんの意見を寄せたいと思います。 

 
  
 (44
(44(44
(44)

))
) 各国の受信料制度 ① 

  
 

「日本以外の国では受信料はどうなっているのか」という

制度比較を総務調査室でまとめた資料の中にあります。 

支払い義務を設けているかどうか。日本以外では４つの

国とも、支払い義務を設けています。日本を△にしているの

は、放送法のレベルで見るのか、受信契約のレベルで見る

のかをあいまいにしたからかもしれません。「強制徴収をや

っているか」というのは、民事督促のことです。フランス・ドイ

ツ・韓国はやっていますが、イギリスはやっていません。 

「罰則規定があるのか」というと、英仏独はあります。受信

料収入が放送局の収入全体のどれぐらいを占めているか。

圧倒的に日本が多く、96.6％です。今も変わっていないと

思います。韓国の KBSは、38.2％です。広告料収入が結構

ある。イギリス・ドイツでも、70％をちょっと切っているので

す。日本がいかに受信料に依存しているか。その徴収率は

他国と比べて日本は 71.1％、今では 75％ぐらいです。しか

し、この回収率でも、全体の収入の 97％を賄っているの

です。 

 

(44)各国の受信料制度 ①  

 
支払義務 強制徴収 罰則 対総収入 徴収率 

英 

〇 × 〇 69.2% 95.3% 

仏 

〇 〇 〇 65.9% 94.2% 

独 

〇 〇 〇 83.1% 91.8% 

韓国 

〇 〇 × 38.2% 96.7% 

日本 

△ × × 96.6%  71.1% 
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(46)ドイツの新しい放送負担金制度 

・2013年 1月 放送受信料から放送負担金へ 

・徴収根拠の転換 

   受信機の設置 → 住居・従業員 

   → 個人（住居）1件分（これまでと同水準） 

   → 事業所（従業員数） 

  0～8人     1/3 件分   9～19人    1件分 

  250～499人  20件分  20,000 人～180件分 

 

(47)独 移行による徴収方法の変化 

・委託訪問の廃止 

 スタッフ 1,000 人 → 930 人（2016年 2月予定） 

 経費   200億円 → 2割削減（同上） 

・住民票基本台帳の個人（18 歳以上全員）データ 

・データ管理業務 

① アウトソーシング（外部委託)はしない 

  ②全データの閲覧権限を本部に限る 

 

(48)独 支払う側の反応は？ 

世帯・個人（加入者全体の 9 割） 

   目立った反応・反対の動きはなし 

   1件（月額約 2,500円）当たり据え置きのため 

事業所   新制度への不満が多発 

➀ロスマン社（大手ドラッグストア）2013年 1月 

違憲訴訟  5 倍に増加（年額 2,800万円） 

②Sixt社（独最大のレンターカー会社）も提訴 

  年間負担額（2013年度）4億 2,000万円超 

 

(49)マイナンバー使って受信料徴収？ 

内閣府番号制度担当室に尋ねると・・（12 月 4日） 

 ・「会長が言ったという話を報道で知っている程 

   度ですが・・・」 

 ・「受信料は契約ですよね。民民の契約には使え 

  ません」→ 放送法に書き込んだら、できる？ 

 ・「そんなことをしたら国営放送になりますよ」 

(45
(45(45
(45)

))
) 各国の受信料制度 ② 

次は「受信料を集める時の外部情報の利用」です。イ

ギリスは郵便局の住民ファイルを使っている。電器店と

かレンタル店でも、購入者を放送局に通報する義務があ

る。フランスも同様です。ドイツは、後でお話しします

が、住民票登録データを使っています。韓国は電力公社

に電気料金と一緒に集金しています。 

日本は外部情報を使っていませんが、郵便局に転居届を

出したら、３枚綴りの一番下を NHK に送ることにしています。

小さく「ご本人の承諾が得られれば」と書いてありますが、複

写が NHK に回っていることを知っている方はどれくらいでし

ょうか？ 

 
  
 (46
(46(46
(46)

))
) ドイツの新しい放送負担金制度 

一番参考にできるのがドイツです。2013 年に「放送受信料」

を「放送負担金」に変えた。なぜ変えたか、負担金を集める根

拠が変わったのと、集め方が変わったから。これまでは「受信器

を設置した人」ということで、日本と同じだったが。個人は住居１

件分で、これまでと変わりません。変わったのは事業所です。

従業員数比でテレビの有無は関係ないのです。 

(47
(47(47
(47)

))
) 独 移行による徴収方法の変化 

ドイツは2013年から委託訪問をやめてスタッフが減った。「経

費も２割ぐらい減る」と言われているが、実際は分かりません。

住民基本台帳の個人 18 歳以上全員のデータを使って、放送

負担金を集めることにした。情報セキュリティ管理が大事だか

ら、住民基本台帳のデータはアウトソーシング（外部委託）しな

い。日本のマイナンバーは「委託・再委託もいいですよ」となっ

ている。ずいぶん違います。ドイツは「全データを閲覧するのは

本部に限る」と一応しています。 

 
  
 (48
(48(48
(48)

))
) 独 支払う側の反応は？ 

世帯の場合は、１件あたり月額約 2,500 円で据え置かれたた

め、目立った反対の動きはない。ところが、事業所は不満が多

い。ドイツ最大のレンタカー会社などは違憲訴訟を起こしてい

る。2013 年度の年間負担金４億 2 千万円で悲鳴を上げました。 

(49
(49(49
(49)

))
) マイナンバー使って受信料徴収？ 

内閣府の番号制度担当室に行った時、「NHK の会長が番号

制度を使ってと言っているが」と尋ねると、担当官は「会長の発

言は報道で知っている」と言うので、「やれるのですか？」と聞く

と、「受信料は契約ですよね。民と民の契約にはマイナンバー

は使えませんよ」と、はっきり言いました。私の聞いたことには、

のらりくらりだったのですが、NHK に関しては断定的に言いまし

た。「そんなことをしたら国営放送になりますよ」とまで言いまし

た。内閣府の担当職員が、よくぞ言うなあと思いました。 

 

(45)各国の受信料制度 ②  

 
外部情報の活用 

英 郵便局の住所ファイル、電気店等に通報義務 

仏 郵便局の住所ファイル、電気店等に通報義務 

独 住民票登録データ 

韓国 電力公社が電気料金とともに徴収 

日本 ×（郵便局の転居届・本人承諾？） 

 

 


