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平成 28 年度 NHK 予算案 

［議事録 1/4］ 

・放送法と公共放送 

放送法に関する大臣発言が社会問題化した理由 

放送事業者の自律性の確保と政府の介入の是非 

 

○吉川沙織君 

民進党の吉川沙織でございます。NHK 予算案の審議に立つのは久々でございます。 

 

国会は、行政はもとより、NHK の予算案や経営委員任命についての同意だけではなく、NHK が法令を遵守

し、国民・視聴者の負託に応えている

かについてチェックしていくことも重要な

役割であります。NHK 予算案は残念な

がら今の会長になってから三年連続で

全会一致にならない見込みである、こ

のことは国民・視聴者の負託に応えら

れていないとの証左であるとの観点か

ら、放送法という大きな枠組みから順

次質疑を行いたいと思います。 

 

会長は、この平成 28 年度 NHK 予算案審議に当たり、「公共放送として視聴者の皆様の期待に応えてまいり

たいと存じます。」と当委員会で説明を行いました。まず、会長が考える放送法について所見を伺います。 

 

○参考人（籾井勝人君）  

放送法、たくさん書いてあるわけですが、我々としましては、放送法第 1 条から第 4 条、これが極めて重要で

ありますし、そういう意味におきまして、何度も申し上げておりますが、我々の放送の基本姿勢、これは事実

に基づき、公平公正、不偏不党、何人からも規律されず、自主独立の放送をやると、これが非常に重要な、

大きな柱でございます。今後ともこれを続けていくつもりでございます。 

 

○吉川沙織君 

今会長は、放送法第 1 条から第 4 条までを引いて答弁をされました。ただ、公共放送 NHK の目的規定は第

15 条にあります。第 1 条は民放も NHK も含んでおりますが、よって立つ NHK の目的規定は第 15 条であり

ますので、お忘れなくよろしくお願いいたします。 

 



 放送法の目的規定は今申し上げたとおり第 1 条でございますが、放送法は戦前の反省に立って制定され

たものであり、この前提として憲法 21 条の表現の自由があることは言うまでもありません。放送法に関する

総務大臣の発言について、2 月 8 日以来大きな議論が生じています。 

 

放送法第 4 条第 1 項に規定されたいわゆる番組編集準則は、放送事業者が放送番組の編集を行うに当た

り、「政治的に公平であること。」、「報道は事実をまげないですること。」、「意見が対立している問題につい

ては、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。」等を求めています。 

 

大臣は、従来の国会答弁にも触れながら、解釈に何ら変更はない旨答弁されています。それでは、なぜ、今

回同じような答弁をされているのに国会でも様々な議論が続き、学者や放送界、市民団体等から抗議の声

が相次ぐなど大きな問題となってしまったのか。この放送法の解釈について、こうした混乱が生じている理由

について大臣の御所見を伺います。 

 

○国務大臣（高市早苗君）  

2 月 8 日の衆議院予算委員会で最初に放送法の 4 条の関係について御質問がございました。民主党の奥

野総一郎先生から、放送法第 174 条の業務停止や電波法 76 条について、こうした 4 条の違反については

使わないということで、今、もう一度明確に御発言いただきたいんですがという御質問をいただきましたので、

どんなに放送事業者が極端なことをしても、

また、公共の電波を使って、全く改善されな

い、繰り返されるという場合に、全くそれに対

して何の対応もしないということをここでお約

束するわけにはまいりませんとお答えしたの

が最初でございました。 

 

 私自身が電波を止めると申し上げたことは

一度もございません。現行法の規定、現行法

に規定されている条文について、全くこれが

無効なものであるという答弁を法所管大臣がするわけにはまいりませんでしたし、また、奥野議員は、御承

知のとおり、旧郵政省採用で放送行政に通じた方でいらっしゃいますので、これまでの放送法の解釈、そし

てまた放送法174条や電波法 76条の運用については相当これは厳格な手続が必要であるということについ

てもよく御承知の上だと思って、衆議院の予算委員会は往復方式ですから、長い答弁をしたら大変理事の

方から叱られてしまうこともあり、少し簡単に答弁をし過ぎたのかもしれません。フルセットで読み上げた方が

よかったのかもしれませんが、これまでの解釈に変わりがないことを申し上げます。 

 

○吉川沙織君 

これまでの解釈に変更はない、このことだけ御答弁いただけたら大変うれしく思いました。 



 

番組編集準則に違反する行為があった場合に、今大臣の御答弁にもございましたとおり、電波法第 76 条に

よる免許の運用の停止が可能であるかと

の点については、平成 22 年 11 月 26 日の

当委員会での総務副大臣、平成 19 年 11

月 29 日の総務大臣、電波法第 76 条に基

づいて放送局の運用停止又は制限の可能

性があると、同じような答弁あったんです

が、今ほどいろんな議論は巻き起こりませ

んでした。 

 

今大臣から御答弁をいただきましたように、

従来の解釈から変更はないとされているが、例えば、従来の答弁読んでみますと、総務副大臣は業務停止

命令を行うことができると考えているけれども、極めて限定的な状況にのみ、かつ極めて慎重な配慮の下運

用すべきものであるとして、逆説の接続助詞を用いて後半部分に答弁の重点を置いています。総務大臣の

答弁は、電波の停止をしないとは約束できない、それがあり得ないということは断言できないという表現であ

って、従来と少し答弁のトーンが違う、これも一つの今議論となっている要因ではないかと思いますが、いか

がお考えでしょうか。 

 

○国務大臣（高市早苗君）  

翌 2 月 9 日の総務委員会では、また別の議員からの御質問がございました。 

運用につきましては、法律の規定に違反し

た放送が行われたことが明らかであること

に加え、その放送が公益を害し、放送法

の目的にも反し、これを将来に向けて阻止

することが必要であり、かつ同一の事業者

が同様の事態を繰り返し、かつ事態発生

の原因から再発防止のための措置が十

分でなく、放送事業者の自主規制に期待

するのでは法律を遵守した放送が確保さ

れないと認められるといった、極めて限定

的な状況のみに行うこととするなど、極めて慎重な配慮の下運用すべきであると従来から取り扱ってきてい

る旨答弁をいたしております。 

 

○吉川沙織君 

同じ趣旨だ、今までと変わらないということを改めて確認をいたしました。 



去年 5 月 12 日の参議院の総務委員会において、大臣は、「放送法第 4 条第 1 項第 2 号の政治的に公平で

あることに関する政府のこれまでの解釈の補充的な説明として申し上げましたら、一つの番組のみでも、選

挙期間中又はそれに近接する期間において殊更に特定の候補者や候補予定者のみを相当の時間にわた

り取り上げる特別番組を放送した場合のように、選挙の公平性に明らかに支障を及ぼすと認められる場合と

いった極端な場合におきましては、一般論として政治的に公平であることを確保しているとは認められないと

考えます。」と答弁なさっています。 

  

先月 12 日に、総務省は政府統一見解を提示をされています。一つ一つの番組を見て、全体を判断すること

は当然のことであるとの見解をお示しになっています。平成 22 年 11 月 26 日の総務副大臣の答弁を踏襲さ

れていると大臣は今もおっしゃいました。この答弁を踏襲されつつも、実態は少し踏み込んだ形の見解にな

っているのではないか。 

 

この見解は、番組全体を見て判断する

というこれまでの解釈を補充的に説明

し、より明確にしたものと説明されてい

ます。昨年5月12日の当委員会での総

務大臣の答弁や先月 12 日に示された

政府統一見解は、一つの番組のみでも

政治的公平性に反する可能性があるこ

とを示しているとも読めますが、今回示

された見解は、過去の答弁、現在発行

されている逐条解説の内容に比べ、踏

み込んでいるようにも見えますが、大臣の見解を伺います。 

 

○国務大臣（高市早苗君）  

放送法第 4 条第 1 項の政治的公平に関する解釈は、従来のもの、現在発売されている平成 24 年版逐条解

説集と変わりはございません。 

 

○吉川沙織君 

ありがとうございます。今までと変わらないということをまた確認をいたしました。 

 

改めてもう一度確認をさせていただければと思います。政府統一見解では、政治的公平性について、従来

の番組全体を見て判断するとの解釈に加えて、一つの番組のみでも判断する場合があるとしています。でも、

今大臣はそれはないとおっしゃいました。大臣も、業務停止命令の要件として公共の電波を使って繰り返さ

れている場合と明確に述べていらっしゃいますので、一つの番組のみの判断で業務停止命令がなされるこ

とはないということでよろしいですよね。 



○国務大臣（高市早苗君）  

それは 100％ございません。 

 

○吉川沙織君 

放送倫理・番組向上機構、BPO の委員長が今月

16日、「制裁を受けるのではと考えて、（放送局が）

萎縮することで、国民の正しい判断ができなくなる。

今以上に萎縮が発生すれば、もっとひどいことに

なる」と発言したと 3 月 17 日の読売新聞が報じて

います。 

 

ここで、会長に伺います。 

NHK に関しては、会長は、2 年前の 1 月 25 日の会長の就任会見における発言で、政府が右と言っているの

に我々が左と言うわけにはいかない等の発言をされました。これはつまり、政府と同一の立場にしか立って

いないという意味で、逆の意味で政治的公平性が疑われる発言とも言えますが、公共放送たる NHK の自律

性の確保、政府の介入の是非について、会長の御所見を伺います。 

 

○参考人（籾井勝人君）  

ただいま御質問いただきまして述べられました点につきましては、私は国会で全部取り消させていただいて

おりますので、改めてここで私の考えを申し述べることは差し控えたいというふうに思います。 

 

○吉川沙織君 

取り消したということは、その発言が

適切ではなかった、だから取り消した。

でも、会長の就任会見発言は、あの 1

月 25 日、2 年前の 1 月 25 日の後、こ

の総務委員会でも大きな議論になり

ました。衆議院の総務委員会でも何

度も議論になり、私も何度も質疑に立

たせていただきました。 

 

 取り消したとおっしゃるなら、そう解

釈をします。ただ、今申し上げた質問

に対して何ら答えていないんですけれども、そこに関してはいかがでしょうか。 

 

 



○参考人（籾井勝人君）  

ですから、私が就任時に申し上げたことは取り消しましたと、これは国会で明確に取り消しておりますので、

その点については差し控えたいというふうに申し上げているわけでございます。 

 

○吉川沙織君  

質問の最後をお聞きいただきたかったんですけれども、公共放送たるNHKの自律性の確保、政府の介入の

是非についてどうお考えですか、会長御自身の見解で結構でございます。 

 

○参考人（籾井勝人君）  

もうこれは私何回も申し上げておりますし、私が個人的な意見を差し挟む余地もなく、放送法を遵守しという

ことを申し上げているわけです。これは、委員が何回も参照されております放送法 1 条から 4 条、4 条の 1 項

から 4 項、放送法 15 条、全部含めて私はそれを遵守して表現の自由を確保しながらやっていくということは

何回も申し上げているとおりでございます。 

 

○吉川沙織君 

意見が分かれるものを一方しか取り上げない、他方

を取り上げる取り上げないというのが大きな問題にも

なりました。2 年前のこの総務委員会でも、会長が

NHKの理事会で一つの番組の中でそれを判断すべき

だとおっしゃったという点について、かなりの時間、質

疑をさせていただきました。 

 

そして、今大臣からは、一つの番組だけで判断をする

ことはない、全体を見てという今までの政府統一見解はちょっと踏み込んだようにも見えなくはないですが、

これまでの見解は変えていないという確認答弁もいただきました。この萎縮効果が生まれるかもしれないと

BPO の委員長は 3 月 16 日の講演でおっしゃっています。 

 

放送事業者たる NHK の会長としてこういった動きについてどうお考えかということをもう一度お願いします。 

 

○参考人（籾井勝人君）  

何回もお答えしておりますけれども、もちろん

委員の質問じゃないんですが、いろんな場面で

申し上げておりますが、我々は放送を作ってい

る事業者でございます。したがいまして、我々

としては、常にバランスを取るべく、そういう姿

勢で番組を作っていかざるを得ないんです。そ



れでなければ、全体でバランスを取るといっても不可能なんですね。したがいまして、我々は、番組を作ると

きには常にバランスを取るということを大きな目標として番組を制作しております。 

 

もちろん、番組がバランスが取れていないというケースもあるかもしれません。しかし、これはあくまでも全体

の中で調整をしていく。例えば 5 週連続のシリーズだとしますと、これでもって我々はシリーズの中でバラン

スを取っていくということで、我々が実際にできるバランスを取るということはそれ以外にないと私は思ってお

ります。 

 

○吉川沙織君 

今会長がおっしゃったのは、それを一つの番組の中でバランスを取るということではないということでよろしい

ですか。 

 

○参考人（籾井勝人君）  

我々は制作者でございますので、あしたの番組を想定

しながら今の番組でバランスどうでもいいなんて考えら

れないんですよ。やはり今作っている番組の中でバラ

ンスを取ると。その結果、これの積み上げで年間通した

らバランスが取れているという、こういう話だと思うんで

す。 

 

第 5 回シリーズとか 10 回シリーズのときには、もしかす

るとこの中で、ある週はこっち側の意見を、ある週はこっち側の意見をということもあるかもしれませんが、こ

れはシリーズ全体の中でバランスを取るような番組制作を心掛けていくということでございますから、やっぱ

り最終的には全体として NHK の放送はバランスが取れているという結果にならなきゃいけないんですが、そ

の結果を得るためには一つ一つで我々はバランスを取る努力をしなきゃいかぬというふうに私は確信いたし

ております。 

 

○吉川沙織君 

今までの歴代の総務大臣の答弁と、じゃ、違ってしまうことになりますが、この話をしても延々とこの繰り返し

になってしまいますので、次に行きたいと思います。 

 

続きの議事録（2/4）は、こちら です。 
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