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 2007 年 1 月 28 日  
NHK 問題を考える会（兵庫）集会 

 

放送命令、受信料義務化は NHK と国民をどこへ？ 
――視聴者主権の公共放送を目指して―― 

                                醍 醐  聰 
 

１．明日判決の NHK 裁判の争点をどう見るか 
１－１ ２つの争点 
（１）番組編集の自由を侵害する政治介入があったのか（番組改編の他律性） 

 （２）控訴人（女性法廷主催者）の期待権を保護することは被告（ＮＨＫ）の編集の自由を不当に

制限することになるのか？ 
 
 １－２ 各争点をどう見るか？ 

１－２－１ 番組改編の異常性・他律性について 
【ＮＨＫの主張】 
 ①番組はＮＨＫの編集権の枠内で行った通例のものであり、政治家の指示や圧力を受けて行

ったものではない。 
 ②安倍氏を訪ねたのは「4 夜連続で女性法廷を放送する」という虚偽の噂を払拭するため 

  ③安倍氏から「公正公平に」と言われるまでもなく、ＮＨＫは全ての番組作りにおいて公平

中立を編集方針の基本にしているから、安倍氏の発言がその後の番組編集に影響すること

はあり得ない。 
  ④元日本兵や元従軍慰安婦の証言シーンをカットしたのは、社会的に意見が対立するテーマ

を扱う際には、誤解を生じないようＮＨＫの判断で慎重を期したためである。 
 
【コメント】 

  ①制作現場の担当者が仕上げた台本を、国会議員の御用聞きをした国会担当部長の「これで

は全然だめだ」の一言で改ざんした状況の異常性、他律性 
  ②4 夜連続という誤解を解けば、右翼や若手議員の会の攻撃・干渉が止んだわけではない。 
  ③NHK の公平公正が不動のものなら、国会議員から「公平公正に」と言われて、急遽、放

送 3 時間前までドタバタと番組を改編する必要はなかったはず。→「制作現場が描いた公

平公正」と「安倍氏と面会して以後の松尾・伊東・野島氏らの脳裏にあった公正公平」に

は大きな乖離があった。 
 

１－２－２ 控訴人の期待権（信頼の利益）保護と NHK の編集権・表現の自由の関係 
  【NHK の主張】 
   ①控訴人らは女性法廷という場の設定者にすぎず、その立場を超えて、放送をとおして発

表する表現の自由を持つとは考えられない。 
   ②取材対象者からの干渉も編集の自由の侵害にあたる。 

③「信頼の期待利益」といったあいまいな概念で編集の自由を制限することは許されない。 
 
    【１審判決および控訴人の主張】 

   ①控訴人らは取材対象者ではなく取材協力者である。 



   ②控訴人らの取材に協力し続けけるか否かの自己決定権が法的保護に値する場合は、NHK
の編集の自由も制約を受ける。 

   ③編集の自由によって番組改編を正当化できることがあるとしても、それは NHK が公共

放送の責務を果たすうえでのことである。政治介入の影響を受けて他律的に番組を改編

した NHK は編集の自由を主張する前提を欠いている。 
 
  【コメント】 
   ①放送や記事に、メディア自身の意見・主張だけでなく取材対象・協力者の意見・主張が

含まれる場合は、放送や記事を編集するにあたって取材対象・協力者の意図を忠実に伝

えることは表現の自由以前の編集者の注意義務である。 
   ②表現は言語行為である以上、表現の自由は送り手の意欲の満足のみに着目したものでは

なく、受け手との間に成り立つ社会関係の中で捉えられるべきものである。 
    （奥平康弘『なぜ表現の自由か』1998 年、東京大学出版会、52 ページ） 
   ③控訴人が番組制作に協力する過程で NHK らに信頼（期待）を寄せるに足る合意、了解

を与えながら、政治家の意思におもねて他律的に番組を改編したことは、 
     １）外部の圧力・干渉に屈して改変したという点で放送法 1 条、3 条に反する。 
     ２）公共放送の責務履行のためではなく、責務に違反する動機によって控訴人らの信

頼の利益を侵害したことは違法性を加重する行為である。 
 ④表現の自由に特別の法的保護が置かれるのは、それが個人の自己実現の手段にとどまら

ず、社会の構成員が国政に参加する意思形成にとって不可決な知る権利を充足する民主

主義の価値を持つからである。 
   ⑤本件裁判を離れていえば、NHK のこうした違法行為は視聴者の知る権利を侵害する点

で双務契約の一方当事者としての義務違反を意味し、契約債務不履行に当たる。 
   ⑥メディアの表現の自由に特別な価値が置かれる理由の一つは、個人の自己実現や好奇心

の満足にではなく、権力に対するチェキング機能を担うためである。 
   NHK が、チェックすべき政治権力の中枢に放送内容をチェックされ、他律的に番組を

改編したことは、表現の自由の主体としての完全な責務放棄、自殺行為といえる。 
 

「楽しみもあるかわりに死んでくれ、と言っているわけでしょう」！ 
――若手議員の会の本音の歴史観―― 

   「この程度のことは違う立場から見れば、戦争だったわけですから当然のことなん 
ですね。これが強制連行といったらひどすぎますが、連れて行くのに全然自由意見で 
「さあ、どうぞ」という話などないわけですね。しかし、この程度のことを外国に向 
けて本当にそんなに謝らなきゃいかんのか。誰がひどいといったって、戦争には悲惨 
なことがあるんであって、当時、娼婦というものがない時代なら別ですけれども、町 
にあふれているのに、戦争に行く軍人にそういうものをつけるというのは常識だった 
わけです。働かせなきゃいけないんです。兵隊も命をかけるわけですから、明日死ん 
でしまうというのに、何の楽しみもなくて死ねとは言えないわけですから。楽しみも 
あるかわりに死んでくれ、と言っているわけでしょう。」 
（日本の前途と歴史教育を考える若手議員の会編『歴史教科書への疑問』展転社、1997 年 
 435～436 ページ）   
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２．NHK を政府広報機関へと導く指定公共機関制度と放送命令 
 ２－１ 指定公共機関制度と NHK 
  「指定公共機関」とは？ 

 武力攻撃事態法で定められた三事態（武力攻撃事態、武力攻撃予測事態、緊急対処事態）

が発生した（と政府が判断した）とき、国や地方自治体と協力して「国民保護措置」を実施

する責務を負う機関のこと（日本赤十字社、公益事業を営む法人、ＮＨＫなど） 
    （武力攻撃等事態法第 6 条） 

  メディアを政治の指揮下におく仕組み 
   ①内閣総理大臣は指定公共機関に対処措置の実施を命じる権限を持つ。（武力事態等対処法

15 条） 
   ②指定公共機関は国民保護に関する業務計画を作成しなければならない。その際には、内閣

総理大臣に協議しなければならない。（「国民保護のための法制の『要旨』について」2003
年 11 月、第 6 項） 

   ③放送事業者である指定公共機関は政府が発令した警報の通知を受けたときは、国民の保護

に関する業務計画で定めるところにより、速やかにその内容を放送しなければならない。

（国民保護法 50 条） 
 「緊急対処事態」の解釈次第で「有事の平時化」 
   武力攻撃の手段に準じる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生したか、そうした行為

が発生する明白な危険が切迫していると認められる事態 
   （想定例：化学剤や生物剤の大量散布、航空機などによる自爆テロ） 
   →「テロの脅威への対処」という名目で警報が発令され、報道の自由、人権が著しく制限さ

れる恐れ（現にアメリカで起こっている事態） 
   →事態の認定権は政府が独占（実例としての小泉前首相の迷語録） 

「自衛隊が活動する地域は非戦闘地域」（はっ？） 
「イラクでフセインが見つからないからといってイラクにフセインがいないといえない

ように、大量破壊兵器が見つからないからといってイラクに大量破壊兵器がないとはいえ

ない」（はあ？？） 
 
    「有事」の大本営発表は国民をどこへ導くか？――歴史の教訓―― 
    「第三者的観点に立ったニュースを国民に知らせることによって如何なる効果が挙が 

るであろうか、寧ろ逆である。・・・・・ 
    かうした無批判的なニュースを頻発するに至れば、国民は己が自恣に事象を解釈する 
   結果、ついには折角信念的結合にまで導かれてゐる輿論にひびを入らせることになるで 

あらう。 
ではこの第三国的ニュースを如何に扱ふかと言ふと、これに適切な我方の主観的注 

釈を附与し、表面は飽くまで客観的ニュースの如く装ひ、以て国民輿論指導上有益な 
らしめなければならない。」 

    （東京都市逓信局放送課「『放送監督指示簿』及び『措置検討会』を中心して」昭和 17 年 9 
月、『現代史資料 41 マス・メディア統制２』みすず書房、1975 年、479 ページ） 

 
 
 ２－２ 命令による国際放送 
  「時の政権の重点課題＝ＮＨＫの重点課題」という図式に慣らされる恐ろしさ 
   ・菅総務大臣：「拉致問題は安倍政権の重要課題なのでＮＨＫにもこの点に留意して欲しいと
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いうことだ。」（『東京新聞』2006 年 10 月 24 日）。 
・電波監理審議会会長・羽鳥光俊氏：「羽鳥会長は諮問を認めた理由の一つに、安倍内閣が

拉致問題を 重要課題としていることを挙げた」（『毎日新聞』2006 年 11 月 9 日） 
  → 通称「有識者」の御用聞き体質が透けて見える発言 

  番組の内容以前に放送する課題の選択（価値付け）がメディアの生命線 
   
     新聞は時に読者に記事を押し付けなくてはならない！ 
    「 大のポイントは『価値付け』である。・・・・この『価値付け』こそ、プロのジ 
    ャーナリスト集団にしかできない『技』であり、これがきちんとできてさえいれば、 

新聞が息絶えることはない。・・・・・そもそも新聞は時に、読者に記事を押しつけ 
なくてはならない。『スポーツは楽しいでしょう。でも共謀罪の危険性を知り反対す 
ることはもっとはるかに重要です』。こういうメッセージを伝えなければジャーナリ 
ズムではない。・・・・生活保守主義が小泉流ポピュリズムを生んだといわれる。共 
謀罪より野球世界一のほうが重要という価値付をする新聞も共犯だ。」 
（『週刊金曜日』編集長の北村肇さんの言葉） 
 

  「命令」を「求め」プラス「応諾義務」に――姑息な言葉いじりで本質をそらす総務省―― 
 放送法の「命令放送」の条文を「命じる」から「求める」に改めるとともに、ＮＨＫに「求

め」を応諾する義務があるとする規定を追加（NIKKEI NET／2007.1.10／07:00）。 
 
 

３．「食べてはいけない毒入り饅頭」 
――受信料の義務化と値下げセット案をどう見るか？―― 

 
＜以下、別紙「受信料義務化をめぐる応答例」を活用しながら、お話します。＞ 

 
３－１ 義務を法律で定めるのか？ 契約に委ねるのか？ 

・義務を法律で定めるのか、契約で定めるのかはまったく異質 
法律で義務化すると？ 
→ 税金に近づく。政府の立法権、行政作用に依存 
  受信料の支払い義務は権利（抗弁権も）の見合いなしの片務となる。 
受信契約で義務化する意味は？ 
→ 受信契約は視聴者とＮＨＫが交わす双務契約（権利と義務を分かち合う契約） 

ＮＨＫが公共放送としての責務、とりわけ、昨年 3 月にＮＨＫが発表した新放送ガイド 
ラインで、ＮＨＫ自らが「生命線」と言い切った政治からの自立、が履行されないなら、 
視聴者には、自らの義務（受信料支払い義務）の履行を停止する抗弁の権利が当然留保 
される。 

    放送法に受信料の支払い義務制ではなく、契約義務制を盛り込んだ理由 
「（放送法で支払いを義務付けると）受信者は単に金をとられるという受身の状態に立た 
され、自由な契約によって金も払うがサービスについて注文もつけるという心理状態か 
らは遠く離れ、ＮＨＫとしても完全な特権的・徴税的な心理になり勝ちである。かくて 
ＮＨＫを国民の総意によって設立し、国民の総体的支援によって維持し、ＮＨＫはその 
支持にこたえて公共奉仕に努めるようにしたいという放送法の基本方針にそわないこと 
になる」。 
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（荘 宏『放送制度論のために』1963 年、日本放送出版協会、258 ページ。注：荘宏

氏は、放送法制定に関わった元郵政省電波監理局次長） 
 
     「国民的支援に支えられた番組編成、経営基盤（財源）の自主独立性を堅持し、国民の総 

意に沿ったサービスの提供に努めうる諸環境を存続させるためにも、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（ママ）する規定であ

る。」 
（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） 
 

      受信料はＮＨＫに対する国民の信頼のバロメーター！ 
      「受信料はＮＨＫに対する国民の信任投票であり、それを義務化すれば信頼度を 
      測るバロメーターを失うことになる。」 

（『日本経済新聞』2007 年 1 月 14 日、社説） 
 

 
３－２ 未契約問題と不払い問題を混同してはならない 
 ３－２－１ 未契約問題 
  契約締結は放送法で義務化済み 

受信契約の締結を前提にして初めて、受信料の支払い請求の効力が視聴者に及ぶ。 
  残された論点 
   ①受信機を置いただけでＮＨＫを視る視ないに関係なく、ＮＨＫと受信契約の締結を義務付

ける現行放送法の 32 条は思想・信条の自由を定めた憲法 19 条に反しないのか？ 
   ②受信機設置の有無をＮＨＫはいかにして立証するのか？ 現認できるのか？ そのための

コスト、現認の権限は？ 
 ３－２－２ 不払い・支払い停止問題 
  受信契約を締結していることを前提にして、ＮＨＫが公共放送としての義務を履行しているの

かどうか、履行していない場合、視聴者に無条件に義務の履行を迫るのは公正か？ 
 
３－３ 受信料の義務化の可否と値下げの可否は別問題 
  義務化の可否 → 上記３－１、３－２の問題を行政主導ではなく、視聴者、市民レベルで議 

論し尽くしたうえで判断すべき制度問題 
値下げの可否 → ＮＨＫの番組編成計画、財政見通し、番組制作費の透明化、関連団体への

「投資」の妥当性などについて、十分な情報公開の下で、ＮＨＫ、経営委

員会、視聴者が徹底した議論によって自律的に判断すべき問題 
  義務化で滞納分がそっくり増収をもたらすという見込みは机上の皮算用 
   ①1000 万件にも上るといわれる未契約問題は支払い義務化の圏外の問題 
   ②＜不払い→支払い＞ではなく、＜不払い→解約＞に流れる潜在的圧力 
 
 

４．今、必要なことは視聴者の義務の強化ではなく、権利の強化 
 ４－１ 双務契約の牽制・規律付けこそ 
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  ・以上から、「双務契約に内在する視聴者とＮＨＫの牽制・規律付けの機能に依拠した受信料制度」 
という理念は公共放送の理想であると同時に、現実論としても唯一実行可能な制度と思われる。 

  ・つまり、問題は、受信料で NHK を支えようという視聴者の自覚をいかにして醸成するのかと

いう点である。これに関して私は、「ＮＨＫの経営・番組制作への参加の権利あっての義務の自

覚」という双務契約の原点を再認識するという愚直な努力がＮＨＫに求められると同時に、視

聴者・市民にも問いかけられていると思う。 
 
 ４－２ 視聴者の権利強化運動の法的よりどころ 
  ・受信契約は「消費者契約法」が適用される「契約」に該当する。 
   ①「（事務局）消費者契約法は、民法上『契約』とされているものについて適用するため、行政

主体の『公権力の行使』に当たる行為については適用されない。例えば、ＮＨＫの受信契約

については、放送法上、『契約』であるとされており、本法の適用を受けることになろう。」

（国民生活審議会第 7 回消費者契約法検討委員会議事要旨、1999 年 9 月 27 日開催。下線は 
    醍醐が追加） 

 
   ②「 イ 主な質疑内容 放送受信契約は消費者契約法の対象となるのかとの確認の質問があ

り、郵政省から、そうである旨の回答があった。」（電波監理審議会〔第 842 回〕議事要旨、

2000 年 12 月 8 日開催） 
 
 ４－３ 受信契約が消費者契約法の適用を受ける「契約」だとすると・・・ 
   消費者契約法第 3 条（事業者及び消費者の努力） 

「事業者は、消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務その他の消費者契

約の内容が消費者にとって明確かつ平易なものになるよう配慮するとともに、消費者契約の

締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、消費者の権利義務その

他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供するよう努めなければならない。 
２ 消費者は、消費者契約を締結するに際しては、事業者から提供された情報を活用し、消

費者の権利義務その他の消費者契約の内容について理解するよう努めるものとする。」 
 
   → 「情報提供」以前に、受信契約に消費者（正確には公共放送の主権者）の権利を定めた条

項がないことが大問題 
   → 受信料の支払い義務を「契約」から「法律」に移すことは、受信料の支払いを「ＮＨＫと

視聴者」の関係から、「視聴者と公権力」の関係に置き換え、義務の履行を公権力が管理

する仕組みに変質させることを意味する。 
 
 ４－４ 視聴者参加の具体的提言 

 ①経営委員の公選制、公募制の採用 
  ②NHK 会長を選任する際、当面、数名の候補者を視聴者から自薦・他薦で募り、そのなかか 
   ら経営委員会が決定するといった間接的公選制を採用する。 
   ③番組審議会委員を公募制にし、NHK ではなく経営委員会が応募者のなかから選出する仕組 

 みに変える。 
   ④韓国の公共放送 KBS が「開かれたチャンネル」という名称で採用しているような、放送時 

間枠の一部を市民に開放し、市民が企画・制作した番組をその枠内で放送するという制度を 
採用する。 

  ⑤視聴者が参加する番組批評懇談会（仮称）を定期的に編成し放送する。 



 
 
５．全国連携での視聴者運動の高揚のために 
 ５－１ 視聴者運動の弱点を乗り越えるために 
  ・視聴者運動： 組織的母体がなく、バラバラになりがち 
  ・ＮＨＫと視聴者の対峙 → 支払う人と支払わない人の「不公平感」へとすり替え 
  ・兵庫の会の（再？）スタートを機に恒常的な全国連携を 
   （札幌、飯伊、東北ネット、首都圏、大阪、京都、兵庫、福岡・・・・） 
 
 ５－２ 差し迫った課題 
  ・「受信料義務化反対、今、必要な大切なことは視聴者の義務の強化ではなく、権利の強化」とい

う声を高揚させるとき 
  ・私案 
    ①各地の市民団体が連携して全国ネットを結成する。 
    ②このネットの呼びかけで「受信料義務化反対、視聴者の声をＮＨＫに！」（勝手なネーミン

グです）の 1 万人署名（第一次目標）運動に取り組む。 
    ③上記②の課題を掲げて全国紙、あるいは有力地方紙に波状的な「意見広告」を掲載 
    ④東京と関西で全国交流集会を開く。国会議員への一斉ロビーイング活動、地方選前のアン

ケート活動（受信料義務化についての逆マニュフェスト運動） 
 
 

 
一人ではどうにもならないとあきらめかけている、いらだっている 
全国の視聴者に元気の出る運動を大胆に提起するとき 
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