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『法と民主主義』2009 年 11 月 

放送を国民のものとするために 

――視聴者運動と放送の民主化―― 

 

醍醐 聰 

（NHK を監視・激励する視聴者コミュニティ・共同代表） 

 

１．番組劣化の負の循環を断ち切るために 

 NHK か民放かを問わず、放送局はしきりに「視聴者第一主義」を口にする。NHK は視聴者を「お

客様」と呼んではばからない。しかし、言葉と現実の隔たりは依然として大きい。「視聴者と放送界を

結ぶ回路」となるべく設立された「放送倫理・番組向上機構」（BPO）の 2008 年度年次報告会記録に

収録された放送と青尐年に関する委員会の各委員の発言録を読むと、放送界（特に民放）への各委員

のあきらめにも近い苦言が随所に記されている。 

   

  「勝手に『番組制作者は、本当は質の良い番組を作りたいのに、視聴率の確保や予算の制約、毎

週毎週追われるように時間枠を埋めなくてはならない時間の制約の中で、やむなく視聴者から安易、

低俗等々と批判されるような番組を作らざるを得ないのだろう』と思い込んでおりました。ところ

が、驚いたことに委員会に来られた担当者の方々は、どなたも自信に満ち満ちていて、BPO に“た

またま”（？）寄せられる視聴者意見がどうであれ、現に視聴率が取れているということは、多くの

視聴者に支持されているということであり、それが即ち“良い番組”なのだと言わんばかりで、私

は想像していた苦悩など、微塵も感じられませんでした。その繰り返しの中、正直なところ、青尐

年委員でいることに虚しささえ感じるようになりました。」（山田由紀子委員。『BPO 報告』2008 年

度年次報告会特集号、2009.4.25 所収） 

 

視聴率の追求が番組の質にもたらす負の影響は民放だけではない。NHK も 2008 年にまとめた 3

ヶ年（2009～2011 年度）経営計画で経営目標の一つとして「接触者率」（１週間にテレビ、インター

ネット、携帯端末、DVD 等で 5 分以上、NHK の番組を見たり聞いたりした人の割合）を 2011 年に

は 80％に引き上げるという目標を掲げた。そして、この目標達成に向け NHK は、民放で人気を博し

たタレントを起用したバラエティ番組枠を増やすだけでなく、3-Screens と銘打って放送、録画に加

え、NHK オンラインなど放送外の NHK の媒体へのアクセスも含めた接触者率の目標達成に向け、

時間帯ごとにターゲット世代を定めたゾーン番組編成を組んでいる。特に、NHK への接触率が低い

若者世代を対象に、携帯などで撮影した映像を投稿してもらう『特ダネ投稿 DO 画』や、放送前に携

帯にミステリー小説が配信された放送でトリックを明かす『探偵 X からの挑戦状』、簡単レシピや便

利グッズなどを紹介する情報番組「ワンセグ ランチボックス」、大河ドラマ「天地人」のダイジェス

ト番組、「ダ－ウインが来た！」から派生したスピンオフ番組「ケータイ大自然」など、あの手この手

の新企画を繰り出している（「平成 21 年度第 1 四半期業務報告」参照）。 

 

年代ごとに興味、関心に差があり、ライフ・ステージの違いに応じて視聴者が期待する放送番組に
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違いがあることは否めない。しかし、公共放送には世代ごとの縦割りの関心に応じた多様性ばかりで

なく、世代を超えて有権者たる市民が政治への参加に必要な多様な知見を涵養する使命を負っている。

また、不特定の視聴者に異なる意見、思想、文化との出会いの場を設け、各自の思考の固定化、教養

の一面化を防ぐ言論の公共空間、放送文化の担い手としての役割も負っている。また、不特定の視聴

者に異なる意見、思想、文化との出合いの場を設け、各自の思考の固定化、教養の一面化を防ぐ言論

の公共空間、放送文化の担い手としての役割も負っている。定期的な視聴率調査をにらみながら、な

りふり構わぬ手法で週 5 分以上の接触者率の目標達成に躍起になることで、こうした公共放送の使命

がなおざりにならないか、番組の内容を二の次にして、若者世代の好みに合うかどうかを尺度に番組

を評価し、編制替えすることが公共放送に求められる視聴者第一主義なのか？ 

翻って考えると、放送に求められる公共性とは大衆の好奇心を充足することではないし、制度とし

てのメディアの表現の自由は番組制作者に与えられた自然権ではない。権力の介入を受けることなく

公共情報を行きわたらせるという使命を遂行するために与えられた自由である（奥平康弘「放送の自

由をめぐるパラダイム転換」日本民間放送連盟研究所編『「放送の自由」のために～多チャンネル時代

のあり方を探る』1997 年所収を参照）。にもかかわらず、放送メディアが視聴者に対し、自分の興味・

関心だけから断片的な情報を選択してアクセスできるコンテンツ・メニューを揃えるのに腐心したの

では趣味の「たこつぼ化」を助長することになってしまう。受信料制度とは市民誰もが共有すべき政

治的経済的文化的教養を低廉なコストで視聴できるよう財源をプールする社会連帯のシステムではな

かったか？（醍醐聰「公共放送における受信料制度の意義」『現代思想』2006 年 3 月、参照）このよ

うに考える私は「接触者率」を経営目標に掲げたことが目に見えない形で NHK の公共性を蝕んでい

く危険性を感じざるを得ない。こうした危うさを放送界はもとより、視聴者自身が直視し、「この視聴

者にしてこの番組」といった劣化の負の循環を断ち切る努力が求められている。 

そこで以下では、このような問題意識を前提にして視聴者と放送局をつなぐ回路をどのように充

実・強化していけばよいのか、視聴率を注視しながらも、それによって番組の質、放送の公共的使命

を腐食されない放送メディア、そのための経営環境を確立するために視聴者は何ができるのか、何を

なすべきなのかを検討してみたい。 

 

２．視聴者と放送局をつなぐ回路の充実・強化 

視聴者による番組の監視・激励 

 基本的なことは視聴者一人一人が優れた番組には激励を、問題を感じた番組には批判・注文を直接

放送局へ送るなり、様々な媒体（BPO や新聞の投書欄など）に送るなりする番組監視活動に取り組む

ことである。 

まず、BPO についていうと、機構内の 3 つの委員会のうち、放送倫理検証委員会は様々なルートか

ら対象番組を選定して放送番組の取材・制作のあり方や番組内容などに関わる問題を審議することに

なっている。このうち視聴者から指摘された番組について審理の結果、虚偽の放送により、視聴者に

著しい誤解を与え放送倫理上の問題があった場合は「勧告」または「見解」としてとりまとめ、当該

放送事業者および放送番組審議会に書面により通知し、公表することになっている。また、放送と青

尐年に関する委員会は、視聴者から寄せられた意見について審議し、委員会の見解を機構の構成員で

ある NHK、民放連および同加盟社に連絡するとともに公表し、放送事業者の自主的検討を要請する。

そして、各放送局に検討結果または具体的対応についての報告を求め、これを公表することになって
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いる（委員会運営規則第 2 条（1））。さらに、運営規則の第 3 条では視聴者から寄せられた意見（放

送のあった日から 3 ヶ月以内に寄せられたもの）の取り扱い基準が定められ、委員の 3 分の 2 以上の

賛成で委員会の「見解」とする（同第 6 条）。さらに、委員会は、審議結果を当該放送事業者に速や

かに伝えるとともに、視聴者から寄せられた意見の概要、審議結果、当該放送事業者の対応等を月報

等にまとめ、構成員、青尐年関係機関等に配布する。また、機構が発行する「BPO 報告」や、ホーム

ページへの掲載、記者会見等適宜の方法により、公表することになっている（同第 8 条）。 

近年、BPO に寄せられた視聴者意見を種別にみると以下のようになっている。 

 

表 1 BPO に寄せられた視聴者意見の種別件数の推移 

 
番組全般 人 権 青尐年 

BPO に関 

するもの 
その他 合 計 

2005 年度 3,165 190 211 145 79 9,671 

2006 年度 4,724 211 1,319 621 3,157 11,032 

2007 年度 7,554 145 2,214 983 6,097 16,993 

2008 年度 8,765 79 1,496 736 4,845 15,923 

（出所）BPO「2008 年度の視聴者意見に関する統計データ」より。 

 

次に、NHK は視聴者コールセンターや本部各部局、全国各放送局に寄せられた視聴者の意見、そ

れへの対応報告を 2 ヶ月ごとにまとめた「視聴者対応報告」を刊行し、NHK 経営委員会に報告する

とともに、NHK オンラインに掲載している。毎回の報告は、まず「視聴者の声」の内容別（意見・

要望、問い合わせ、その他・不明）・分野別（放送番組、受信料、受信相談、経営、上記以外）等の集

計結果、意見への NHK の対応状況（受け付けた一次窓口で対応を完了する一次対応と該当部局へ転

送する二次対応の区分）、各期間のピックアップ（反響が多かった番組に寄せられた好評意見と厳しい

意見の件数とそれぞれの意見の摘記、反響の多かった上位 10番組のリストと各番組への意見の摘記、

再放送希望が多かった 10 の番組、意見や要望への対応）といった構成になっている。 

2009 年 7・8 月分の報告に掲載された視聴者の意見をみると、反響が多かった番組のひとつとして、

初めての裁判員裁判の報道が挙げられ、反響の詳細が次のように報告されている。 

 

表 2 初の裁判員裁判の報道に関する視聴者意見（2009 年 8 月 3 日～8 月 6 日） 

好評意見（計 81 件） 厳しい意見（計 426 件） 

番組内容への要望 78 放送過剰 103 

わかりやすい・勉強になる 16 ワイドショーのよう 27 

期待・感謝 11 放送不要 18 

その他好評意見 15 意図を感じる 13 

  映像不評 
＊

 94 

  用語に疑問 ＊＊
 73 

  コメント不評 
＊＊＊

 66 

  出演者（言葉遣い・服装など） 50 
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  不十分・わかりにくい 48 

  その他厳しい意見 35 

＊判決後の記者会見での顔出し：72 件、個人が特定されないか（会見以前）：17 件 

 ＊＊「被告」か「被告人」か：44 件 

 ＊＊＊個人が特定されないか：23 件、細部に踏み込み過ぎ：16 件 

好評意見、不評意見とは別に、問い合わせ 107 件、持論 159 件、その他 14 件 

 

 こうした視聴者意見の集計・公表の仕方についていくつかコメントしておきたい。①まず、この種

の件数を添えて意見を集計するにあたっては、各意見をどのように分類・集計するのかが重要である。

「好評意見」の約 3 分の 2 を占める＜番組内容への要望＞とは具体的にどのような意見なのかを示さ

ないまま「好評意見」に分類するのは適切だろうか？ ②視聴者意見を公表すること自体、視聴者自

身が情報を共有し、様々な意見に交わる機会を作るという点で有益であるが、寄せられた意見、特に

多数の視聴者から集中した意見について NHK の見解を示すことも重要である。上の裁判員裁判につ

いていうと、NHK は「被告」「被告人」という用語については局の解釈を示しているが、視聴者と

NHK の回路を実りあるものとするためには、それ以外でも件数が多かった＜放送過剰＞という意見、

あるいは、より具体的に＜判決後に裁判員が顔出しした記者会見の模様を伝えたことを疑問視する意

見＞について NHK の見解が示される必要がある。 

 

視聴者参加型の番組討論番組の定例化 

 視聴者から寄せられた意見を第三者機関や NHK が整理して誰もがアクセスできる媒体に公表する

ことは有意義である。しかし、このような方法だけでは視聴者と放送局の「一方通行的回路」となり

やすく、視聴者にとっては「言い放し」という不満が残りがちである。そこで、視聴者と放送局の「双

方向的回路」として、しかも多くの視聴者が番組や経営に関する自分以外の視聴者の意見、それに対

する放送局の見解を知る「公共の討論の広場」を設ける意味で、「視聴者参加型の番組討論番組」を定

例化することを提言したい。 

その手始めとして NHK 経営委員会が放送法第 14 条の 3 にもとづいて年 4 回以上開催することに

なっている受信契約者の意見を徴する会（通称「視聴者のみなさまと語る会～ＮＨＫ経営委員ととも

に～」）の模様（録画）を多くの視聴者が視聴しやすい時間帯に編集を加えず、総合テレビなり教育テ

レビで放送することを提案したい。ちなみに、この「語る会」は全国の主要都市で NHK 経営委員数

名に加え、NHK 会長、副会長もしくは役員が出席して年 5，6 回開催されている。 

こうした視聴者と放送局幹部との直接対話、そしてその生放送を通じて、対話に参加しなかった視

聴者も番組や経営への視聴者意見を知ることができ、番組や経営への視聴者の関心と監視の力量を涵

養するのに有益である。さらに、ＮＨＫは全国紙が紙面審査委員と編集部の責任者の紙面討論を定期

的に掲載しているのに倣って、視聴者代表、放送番組審議会委員、メディア専門家らと局側との番組

編成や経営のあり方に関する討論番組を多くの視聴者が視る時間帯に定期的に放送するという企画を

試みてはどうか？  

 

支払意思額を指標にした放送評価の危うさ 

 近年、視聴者による番組評価の手法として視聴者の支払意思額を受信料の便益価値、ひいては NHK
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に対する視聴者の評価の指標として用いる試みがなされている。そこでは、事業支出決算額に対する

視聴者の支払意思総額の倍率が放送事業のコストに見合う成果、すなわち NHK に対する視聴者の評

価と解釈される。放送研究者の中には、NHK が支払容認価格による視聴者便益の調査手法を確立し

て定期的な調査を行うことにより、視聴者の番組評価をマクロ的に把握し公表することを期待する論

者もいる。 

 では、この支払意思額が意味するものは何なのだろうか？ 放送局としての NHK に対する評価な

のだろうか、それとも地上放送、衛星放送などチャンネルごとの評価なのだろうか、あるいはジャン

ル別の番組（報道、娯楽、ドキュメンタリー、趣味・スポーツなど）に対する評価なのだろうか、そ

れとも個々の番組に対する評価なのだろうか？ 受信料を NHK が提供する総体としてのサービスに

対する負担と解し（現行法上、受信料は NHK の放送サービスに対する対価とはみなされていないが）、

それに対する便益（成果）として支払意思額を解釈して双方を対比するのであれば、支払意思額は

NHK の放送ならびに経営（受信料の使途等）全般に対する視聴者の評価（満足度）の指標と解釈す

るのが論理的である。となると、支払意思額は放送（局）に対する視聴者の信頼性の総括的指標の一

つとして用いることに一理はあるかもしれないが、多岐にわたる番組評価の指標となり得るわけでは

ないことを銘記しておく必要がある。 

 他方、こうした支払意思額（調査）は視聴者の側からみると、どのように受け取られるだろうか？ 

視聴した番組の総合評価の指標として「受信料をどれだけ払う意思があるか」を問われるとなれば、

「自分の番組評価に応じて支払うのが合理的だ」という意識を視聴者に醸成するとしても不思議では

ない。そして、こうした視聴者意識に行きつく先には、見たい番組を見た時間だけ受信料を支払う「ス

クランブル方式」がある。しかし、こうした受信料を視聴者個人の番組評価に基づく対価と捉える制

度、特にそれが前記の接触者率追求と併用された時、「NHK の役割とは、放送を通じて『公共』の時

間と空間を作り出し、意見のるつぼの中から人々の『共感』を導き出すことだと思う。そのために大

切にしたいのが質。・・・・・質こそ絶対譲れないというのが、公共放送としての『一分』だ。」（永井

多恵子「公共放送像を語る」、『朝日新聞』2006 年 9 月 15 日）という公共放送の根幹的存在意義を揺

るがすことにならないか、大変危惧される。 

 

独立放送委員会を視聴者主権の橋頭保とするために 

 政権交代を機に、電波の割り当て権限を含む放送行政の権限を所管行政庁（総務省）、政府から独立

した第三者機関（独立放送委員会：仮称）に移管させる構想が現実味を帯びてきた。「国家を監視すべ

き放送機関が国家に監視・監督される矛盾を解消する」という委員会創設の趣旨は放送の自主自律の

核心を表現する言葉といってよい。問題は現実の制度づくりにあたって、この理念、特にここでは視

聴者の放送への参加という理念をどう貫き、担保するのかということである。 

その点で注目すべきは委員の選考方法である。これを従来の NHK 経営委員の人事にならって、総

務省がリストアップした候補者を政府が国会へ提出し、国会の同意人事を経て選任するという方法を

踏襲したのでは、政府による「オピニオン・ショッピング」がまかりとおり、政府・所管庁の意向を

忖度しながら挙動する「有識者」の居心地の良いたまり場になる公算が大である。これでは政府、行

政機関が委員会を遠隔操作する御用機関となり、放送への行政介入の可視性がかえって落ちて、視聴

者による放送監視の実効性が後退しかねない。そうならないためには、放送問題の専門家、メディア

研究者、法曹界、視聴者団体などから選ばれた委員で構成される選考委員会を設置し、メディア関連
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学会、日弁連、日本ペンクラブ等の団体の推薦を受けた候補者と公募・推薦を通じて名乗りを上げた

候補者の中から、選考委員会が選任するといった方式が考えられる。 

その際、放送行政の代行者たる委員の地位を担保するために、選考委員会で指名された候補者を国

会が形式的に承認するという仕組みを設けることが考えられる。しかし、その場合でも政府・国会は

候補者の選考に一切、関与しない制度にすること必須の条件である。なお、こうした選考の仕組みは

独立放送委員会の設置以前に、NHK 経営委員の選任にも採用されるべきものと言える。 


