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【要旨】 

 本研究は、現行制度への批判と、地方局へのアンケート調査をもとに、人口

減少社会に調和する放送制度について検討する。 

 人口減少が地方局に与える影響には、① 市場規模の縮小に伴う番組の画一

化・視聴者の移動と変化といった直接的なものと、② 地方権力への監視機能が

ますます重要になることに伴い、独立した健全な経営基盤を持つ必要性が増す

という間接的なものが考えられる。 

 本研究は、放送制度のあり方について、3つの基本的な考え方を提案したのち、

それらを前提にして重層的な制度を整備することにより、人口減少社会におい

ても、地方局が持続可能な形で住民ニーズを満たしうることを主張する。 

 本発表では、特に民放に関わる分野について、① 地方局が市場を県域外に拡

大できるようにする制度、② 地方局が自らの判断において経営に関する選択を

行いやすくする制度、③ 地域特性に応じた柔軟な制度という 3種類の方向性に

沿って、具体的な政策を提言する。 
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はじめに 

 人口減少・少子高齢化社会の到来に伴い、地方局に求められる役割は、今ま

で以上に大きくなる。すなわち、より大きな権力をもつことになる地方行政や

地方議会に対して監視の目を光らせ、そして、地域住民に対して基本的情報を

供給する機能が、これまで以上に期待されるようになる。また、受け手である

人々にとって最も身近なメディアは当分の間はテレビの地上放送であるから、

地方における言論の多様性を確保するためにも、現行の放送局が統廃合・退出

する事態は避けるべきである。 

 こういった状況に、現行の放送制度では対応できない可能性がある。そもそ

も放送の市場規模は地方によって異なるのであるから、放送制度についても地

域の実情に即した柔軟なものが必要ではないか。 

 本研究は、東北地方の民間放送局を対象として、事業者へのアンケート調査

を中心に、地方民放が現在抱えている問題や需要を調査し、もって人口減少社

会における放送制度のあり方を検討するものである。 
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第 1章 研究の背景 

 

第 1節 先行研究 

 民放の構造規制については、憲法学やメディア論、経済学・経済法といった

多様な観点から議論がなされている。本論に入る前に、これまでになされてき

た研究について概観する。 

 

 舟田正之は、民放の構造規制について、歴史的に成立した民放ネットワーク

との複雑な関係を踏まえて考慮されるべきことを指摘し、また、民放事業者の

経営合理性とのバランスのとれた規制の必要性を示した1。 

 福田直記は、マスメディア集中排除原則の歴史的変遷に関する研究から、当

初の制度目的と現状との隔絶を捉え、民主的政治過程を担保するような集中排

除原則が「機能不全」に陥っている可能性を指摘した2。 

 村上聖一は、放送免許に関する参入調整に関する研究から、それぞれの地方

局における複雑な資本構成が放送制度活用の障害となり、構造規制の緩和が業

界再編につながりにくい状況を指摘した3。 

 また、村上は、資本面での地域密着が自社制作番組比率の増加などに関係す

るか、必ずしも明らかではないとした4。そのうえで、「放送の地域性」を考える

際には、地方局の資本構造以外にも、経営環境や民放ネットワークの位置づけ、

地域免許制度のあり方など、総合的な検討が必要であると述べている。 

 いずれの先行研究も、従来の放送制度について、その限界を指摘するものと

位置づけられる。 

 

第 2節 研究の意義 

 本稿で主に構造規制を検討する理由は、二点挙げられる。 

 第一に、民放の構造規制については、近年多くの改正がなされており、2015

年 10月現在も緩和に向けて議論がなされているところであるが、制度の活用状

況が芳しくない現状がある5。 

                                            
1 舟田正之「マスメディア集中排除原則の見直し 一試案」『立教法学 62号』、2002年 
2 福田直記「マスメディア集中排除原則の源」『ソシオサイエンス Vol.19』、2013年 
3 村上聖一「放送局免許をめぐる一本化調整とその帰結～裁量行政の変遷と残された影響～」

『放送研究と調査 2012年 12月号』、2012年 
4 村上聖一「放送・通信融合の中で地域放送をどう位置づけるか」『放送メディア研究 10』、

2013年 
5 例えば、マスメディア集中排除原則の特例である隣接特例は、これまでに活用されたこと

がなく、経営困難特例も 1社のみが利用したに留まる。また、認定放送持株会社制度は、

経営が困難に陥った地方局を救済する側面があったにも関わらず、現状ではそのような利

用のされ方はしていない。 
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 これは恐らく前述した村上の指摘にある「総合的な検討」が欠けているため

に、効果的な政策が打ち出されていないことの表れであると考えられる。 

 第二に、放送制度は、主に行為規制・構造規制・参入調整の産物といえるが、

このなかで、行為規制のあり方については主に憲法学の立場から、参入調整に

ついては放送史の視座から議論がなされてきた。 

 一方で、構造規制に関しては、参入調整と同様に歴史的変遷に基づく研究は

なされてきたものの、近年の社会状況の変化を踏まえた検討は必ずしもなされ

ていない。すなわち、行政のあり方や経済状況、文化など、あらゆる要素に変

化をもたらしうる「人口減少」という問題が、放送制度と放送局にいかなる影

響を与えるか、という視点で放送制度を論じた研究は必ずしも多くない。 

 こうした理由から、本稿のテーマを表題の通り設定した。本稿では、人口動

態や視聴スタイルの変容など、人口減少により起こりうる社会の変化と、それ

に伴い生じうる放送制度の変化を予測したうえで、構造規制の今後のあり方に

ついて論じる。  
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第 2章 人口減少の放送への影響 

 人口減少とそれに伴う弊害が放送に与えうる影響は、直接的なものと間接的

なものの二種類に整理される。本章では、それぞれについて概観したうえで、

放送局と放送制度が採用するであろう対策について述べる。 

 

第 1節 直接的な影響 

2－1－1．市場規模の縮小 

 人口減少の直接的な影響として、第一に、地方局の市場規模が縮小すること

が挙げられる。地方局は「県域放送」を原則としており、その市場はほぼ県域

と一致する。一方で、放送局の最大の収入である広告費収入は、経済依存的な

性格が強いため、事業者、あるいは、広告会社が自律的に開発できる余地が大

きくない6。そのため、人口の減少や、それに伴う景気の低迷といった事情は、

地方局の経営に大きな影響をもたらすことになる。 

 今後、地方経済の悪化に伴い、個々の番組について、これまで以上に採算性

が問われるようになった場合に、視聴率の高いキー局の番組を放送し、電波料

収入を得ていれば経営が可能となる構造が存在する以上、地方局において自社

制作番組を放送するインセンティブが失われうることは明らかである。 

 すなわち、地方における放送市場の縮小は、地方局の経営悪化を通じて、全

国的な番組内容の画一化を進行させる可能性がある。 

 

2－1－2．視聴者の移動と変化 

 第二に、地方における人口の転出超過は、地方局にとって、従来の視聴者が

放送対象地域外に移動することを意味する。 

 

 

                                            
6 春日教測「放送産業における市場と規制」『ネット・モバイル時代の放送－その可能性と

将来像－』学文社、2012年 
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図－1 都道府県別転入・転出超過数（2013 年・2014年） 

出典：総務省「住民基本台帳人口移動報告 平成 26年結果」、2015年より 

 

 図－1は、都道府県別の転入・転出超過数を示したものである。これによると、

東京を中心とする関東圏と、各地方ブロックにおける中心的都市に人口が集中

しつつあることが伺える。転出超過の状態にある県域の地方局としては、事業

を縮小するか、あるいは、何らかの形で自らの市場を拡大するか、いずれかを

選択すべきことになると考えられる。 

 また、人口減少と少子高齢化が個々人のライフスタイルに変化をもたらすこ

とは多く指摘がなされているところであり7、特に放送においては、サーヴィス

の数が増加傾向にあることとも相まって、視聴スタイルが多様化・分散化する

ことが考えられる。 

 

第 2節 間接的な影響 

 放送局は言論報道機関であり、放送は「情報の生産と消費という言葉で語ら

れるもの以上の何か8」であるといわれる。 

                                            
7 大阪府ウェブサイト「奔潮 はやしお『人口減少社会』の到来に向けて」 

 http://www.pref.osaka.lg.jp/shichoson/jichi/hayasio1.html（2015年 1月 19日閲覧）、 

 国土審議会政策部会 長期展望委員会『「国土の長期展望」中間とりまとめ』、2011年ほか。 
8 黒田勇「地域社会における民間放送局の歴史と課題」『研究双書 154冊』、2012年 
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 人口減少に伴い、地方分権が進むとした場合、地方局による地方議会や地方

行政への監視機能や、住民生活に必要不可欠な情報の伝達がこれまで以上に重

要になると考えられる。 

 磯野正典は、地方分権が進展した現代において、「ローカルテレビ局は、地域

情報の発信により、改めて地域に立脚した放送局としての役割を認識し、それ

を実現する可能性が高まりつつあるといえる9」と結論づけた。 

 そうだとすると、業績悪化による地方局の退出はできる限り防ぐ必要がある

が、その場合でも、国や地方自治体による介入が避けられなければ意味がない。 

 つまり、地方局は今後、言論報道機関として維持されるために自ら健全な経

営基盤をもつことが必要不可欠であり、そのために行為規制・構造規制を含め

て、いかなる放送制度が求められるか、実情に照らして検討する必要がある。 

 行為規制については、主に表現の自由の観点から多くの議論がなされてきた

が、本稿は、メディアへの行為規制は「最後の手段」であり、やむを得ない場

合にのみ許されるものと位置づける。本稿は、地方局が維持され、その役割を

全うするためには、まずは適切な構造規制を整備することで、各地方局の経営

基盤を安定化することが必要との前提に立つ。 

 

第 3節 放送局と放送制度の選択肢 

 以上述べた通り、今後地方局が放送サーヴィスを維持するために採りうる選

択肢を仮説として類型化すると、次の通りになる。 

 

 ① 事業を縮小する。 

 ② 何らかの形で県域外に市場を広げる。 

 ③ 自らの経営基盤を安定させるため、 

  ・キー局との資本的な繋がりを強める。 

  ・独立した地方局として経営を効率化する。 

 

 そうだとすると、放送制度としては、次のように展開することが望ましい。 

 

 ① 基本的に県域に限定されている地方局の市場を拡大する。 

 ② 地方局が自らの判断において、経営に関する選択を行いやすくする。 

 ③ ほぼ全国一律の構造規制を、地域特性に応じた柔軟なものにする。 

 

 本稿は、これを前提として、人口減少社会において、今後いかなる放送制度

が相応しいか検討するものである。 

                                            
9 磯野正典「地方分権とローカルテレビ局」文眞堂、2010年 
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 その検討に際しては、現行制度に関する分析のほか、地方局が業務のあり方

や資金調達についてどのように捉えているか、また、地方局が地域において担

っている役割を、実情から明らかにする必要がある。 

 次章では、構造規制をめぐるいくつかの論点について検討する。  
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第 3章 構造規制をめぐる論点 

 調査に先立ち、構造規制をめぐる主な論点として、民放ネットワーク・参入

調整・マスメディア集中排除原則の趣旨について検討する。 

 

第 1節 民放ネットワーク 

 地上波民放ネットワーク（以下、「ネットワーク」）とは、複数の放送局がニ

ュース・番組・営業などの面での協定をもとに結んだ共同体のことであり、単

に「系列」ということもある。ネットワークの具体的な内容は、表－1の通りで

ある。ネットワークに属さない「独立 U局」は、2015年 10月現在、13社が存

在する。 

 

表－1 地上波テレビ放送のネットワーク 

 
出典：村上聖一「民放ネットワークをめぐる議論の変遷～発足の経緯、地域放 

   送との関係、多メディア化の中での将来～」『NHK放送文化研究所年報 

   54集』、2010年より 

 

 ネットワークは、日本の放送産業が発達するなかで歴史上自然に発生したも

のであり、現行法においてネットワークを規定する条文は存在しない。 

 ネットワークの成立理由は、① 複数の放送事業者が同一の番組を放送した方

が、1 社あたりの制作費が少なくて済むという、いわゆる規模の経済性の観点、
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② 地上放送は放送対象地域が限定されているため、全国ニュースの取材には各

地域の放送事業者が連携する必要があったこと、③ 広告主の「全国的な広告」

への要望に応える必要性、という 3点に求められる10。 

 各系列のネットワーク協定については、主に「相互協力の推進」、「各局の対

等性・独立性」、「媒体価値の強化」といった理念が強調されており、実際の運

営については、系列全加盟者が参加する「ネットワーク協議会」において検討

がなされる仕組みになっている11。 

 

 キー局が地方局に対する大きな影響力をもつに至ったにも関わらず、放送制

度が未だにネットワークを正面から視野に入れていないことが、構造規制を論

じるうえで具体的な問題となっていることは、既に多くの指摘がなされている12。 

 ネットワークの法定化は、国家がメディアのあり方を規定することにほかな

らず、危険ともいえる。一方で、ネットワークを法定化した場合、同一ネット

ワーク内での資金調達を容易にするなど、各地方局の実情に即した制度が実現

しやすくなる、といったメリットも考えられる。 

 

第 2節 地方局の参入調整 

 「放送局の参入調整（以下、参入調整）」とは、ひとつの電波割当枠に対して

複数の免許申請がなされた場合に、正式な審査に先立って水面下で申請者を絞

り込むものであり、法律上予定されていない非公式な手続きをいう。 

 参入調整は、テレビ局の申請が全国で相次いだ 1957年、郵政相により一斉予

備免許がなされた際に、競願を一挙に処理するための方策として導入され、こ

れにより、地方局への出資の分散化と、資本面での地域密着化が図られた。 

 実際に、1950 年代から 60 年代にかけて設立された地方局には、株主が地元

企業を中心に分散しているケースが多くみられる。行政手続きの透明化・適正

化を求める動きが強まったことで、現在では参入調整の手法が表立って使われ

ることはなくなったが、その影響は現在でも地方局の資本構成に色濃く残って

いる。 

 今後、地方の経済状況が悪化することで、地元企業が地方局の株式を手放す

動きが活発化する可能性がある。その場合、株式の新たな引き受け手を近隣で

探すことは困難であると考えられ、キー局、あるいは、他地域の株主により、

経営の安定化が図られることになる。 

                                            
10 村上聖一「民放ネットワークをめぐる議論の変遷～発足の経緯、地域放送との関係、多

メディア化の中での将来～」『NHK放送文化研究所年報 54集』、2010年 
11 日本民間放送連盟編『放送ハンドブック改訂版』日経 BP社、2007年 p.340より。 
12 前掲注（1）、曽我部真裕「マスメディア集中排除原則の議論のあり方」『法律時報 83巻

2号』、2011年ほか。 
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 しかしながら、地方局はほとんどが非公開会社であるから、実質的にはキー

局ないし全国紙と、その関連会社による株式の引き受けが進むとみるのが適切

である。その場合には、地方局の独立性をいかにして担保するか、考慮する必

要がある。 

 

第 3節 「放送の多様性・多元性・地域性」の意義 

 総務省は、マスメディア集中排除原則により維持されるべき「放送の多様性・

多元性・地域性」について、3要素のバランスが重要であると考えており、認定

放送持株会社制度における「子会社の地域番組確保の努力義務」など、状況に

応じて構造規制と行為規制を使い分ける方針を採っている13。 

 しかしながら、ここにおける「放送の」という文言の意味するところは不明

瞭である。すなわち、「言論の」、あるいは、「情報の」といった放送内容自体を

指す言葉なのか、「放送番組の」や「チャンネルの」といった、視聴者が選択可

能な番組の数を指す概念なのか、もしくは「放送局の」という意味なのか、明

らかにする必要がある。 

 

 長谷部恭男は、放送番組の多様化を目指すという見地からすれば、集中排除

原則は必ずしも合理的でなく、むしろその直接の目的は、「情報源の多元化」に

こそあると分析している14。 

 また、これら三原則について、曽我部真裕は次のように述べている。すなわ

ち、多元性原理には「情報独占それ自体を防止するという固有の意義」があり、

多様性は表現の自由における視聴者の「知る権利」の充足に関わるもので、地

域性は、これらの「あり方について一つの指針を提供する」機能を有するとい

うことである15。 

 たしかに、集中排除原則の目的が「知る権利」の充足だとすれば、「異なる主

体により運営される放送局の」多様性・多元性・地域性という観点から構成を

試みるべきとも考えられる。 

 しかしながら、これまでに述べた通り、日本の放送局は既にネットワークを

前提として存在している。そうだとすると、地方の視聴者目線から考えれば、

                                            
13 総務省 情報流通行政局 放送政策課へのヒアリング調査（2014年 7月 23日実施）より。 
14 長谷部恭男『テレビの憲法理論 －多メディア・多チャンネル時代の放送法制』弘文堂、

1992年 p.142より。広告料を財源とする民放においては、経営主体は広告収入の最大化を

目指すため、経営主体を増やすとむしろ番組内容は画一化する。長谷部は「同一主体によ

る多チャンネル支配を認めた方が、番組内容一般の多様化はよりよく実現される」と指摘

する。 
15 曽我部真裕「マスメディア集中排除原則の議論のあり方」『法律時報 83巻 2号』、2011

年 
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放送局が県域に複数存在することで「多様性」と「多元性」が満たされている

としても、全国における番組の画一化により生じた「地域性」の毀損こそが最

大の問題であるといえよう。 

 この点、植田康孝と三友仁志は、三原則を次のように表現している16。 

 

 ・多様性：視聴者にとって、さまざまな放送番組の選択・情報の入手が可能 

    であること 

 ・多元性：視聴者にとって、異なる様々な放送主体（他者によって支配され 

    ない主体）が存在すること 

 ・地域性：視聴者にとって、当該地域に根ざした情報発信メディアが存在す 

    ること 

 

 そもそも、放送規制は受け手側の利益に注目したものであるから、集中排除

原則も同様に構成すべきである。すなわち、地域の特性や地域特有の視聴者ニ

ーズに応じて、集中排除原則の例外を柔軟に定めることも許されるはずである。 

 当然その場合においても、情報の独占状態を回避するため、放送が異なる主

体によりなされ、多様な番組が選択可能であることの重要性は変わらない。つ

まり、「多様性・多元性」と「地域性」は、それぞれ別次元の概念であると考え

られる。地域性概念をどのように解すべきかについては、第 4章で後述する地

方局へのアンケート調査の結果を踏まえて、地方局の意識や実情に応じて検討

する。 

  

                                            
16 植田康孝・三友仁志「マスメディア集中排除原則見直し議論に関する実証分析」『日本社

会情報学会学会誌 19巻 1号』、2006年 
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第 4章 調査結果 

 

第 1節 調査内容 

 

4－1－1．調査について 

 これまでに述べた通り、人口減少社会において、民放の構造規制は地方局の

実情から検討される必要がある。本稿では、議論の参考とするため、東北地方

に所在する地方局を対象に、アンケート調査を行った。詳細は以下の通りであ

る。 

 

対象：東北地方の民放テレビ放送事業者 22社 

期間：2014年 9月～11月 

方法：電子メールによる記述式アンケート調査17 

回収率：45.5％ 

 

 調査項目は 6問構成であり、それぞれ、経営課題に関する質問（1）、地方局

としての意識に関する質問（2・6）、資金調達に関する質問（3・4）、放送制度

への意識に関する質問（5）に大別される。 

 今回の調査では、各地方局の経営上の秘密が含まれる場合があるため、白書

や各地方局のウェブサイト上でオープンになっている事柄以外の意見について、

それぞれをどの地方局が述べているかといった情報を明らかにしないことを条

件に、ご回答をいただいた。 

 

4－1－2．地方局の組織と規模 

 はじめに、地方局の組織がいかなる形をとっているか概観する。 

 例として、FNN系列のキー局である「フジテレビ」と、東北ブロックにおい

て最も規模の大きい「基幹局」とよばれる「仙台放送」、そして、地方局である

「岩手めんこいテレビ」のそれぞれについて、組織図を比較すると、図－2の通

りである。 

 

 

                                            
17 アンケート事項は巻末に添付。 
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図－2 キー局・基幹局・地方局の組織図 

出典：各局ウェブサイトより（2015年 10月現在） 

 

 これによると、規模の大きい局ほど業務が細分化されており、特にキー局は

映画ビジネスを担当する部局や、国際関連の部局など、潤沢な資金と人員が活

用されている。他方、地方局は報道・営業・編成など、最低限のセクションで

運営されていることがわかる。それぞれの従業員数は、フジテレビが 1,377名、

仙台放送が 134名、岩手めんこいテレビが 62名であり、組織・人数の面だけで

も、規模に大きな差があることが明らかである。 

 図－3・4は、仙台放送と岩手めんこいテレビにおける経営分析の結果である

が、地方局のなかでも、基幹局とそれ以外の局には経済的な差が存在すること

が明らかである。 
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図－3 仙台放送 経営分析（単位：円、%） 

出典：日本民間放送連盟編『日本民間放送年鑑』、2008年～2014年より作成 

 

 

 

図－4 岩手めんこいテレビ 経営分析（単位：円、%） 

出典：日本民間放送連盟編『日本民間放送年鑑』、2008年～2014年より作成 
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第 2節 調査対象の概要 

 本節では、本稿の調査対象である東北地方の各県における人口・経済の状況

と、東北地方の地方局について、その詳細を示す。 

 

4－2－1．各県の人口・経済状況 

 

図－5 各県域の人口推計 

出典：各県年報および国立社会保障・人口問題研究所資料18より作成 

 

表－2 東北 6県からの転出先上位 5県と、転出者全体に占める割合 

 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 

1位 
東京都 

19% 

宮城県 

23% 

東京都 

18% 

東京都 

19% 

宮城県 

23% 

東京都 

20% 

2位 
宮城県 

13% 

東京都 

16% 

福島県 

8% 

宮城県 

16% 

東京都 

18% 

宮城県 

16% 

3位 
神奈川県 

10% 

青森県 

10% 

神奈川県 

8% 

神奈川県 

9% 

神奈川県 

8% 

埼玉県 

10% 

4位 
岩手県 

9% 

神奈川県 

8% 

埼玉県 

8% 

埼玉県 

7% 

埼玉県 

7% 

神奈川県 

9% 

5位 
北海道 

8% 

埼玉県 

6% 

岩手県 

8% 

岩手県 

7% 

福島県 

7% 

千葉県 

7% 

出典：総務省「住民基本台帳人口移動報告 平成 26年詳細集計結果」、2015年 

   より作成 

                                            
18 国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口（平成 25（2013）年 3 月

推計）』、2013年 
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 図－5は、東北地方の各県における将来人口推計を示したものである。これに

よると、各県とも、25年後の 2040年には、人口が現在の 8割弱にまで落ち込

むことが分かる。 

 東北地方からの転出者について、上位 5都道府県を示した表－2によれば、東

北地方においては、東京都をはじめとする関東圏への転出のほか、東北地方で

最大の都市である仙台市を有する宮城県への転出事例が多いことがわかる。こ

れは、図－1で示した他地域における転入・転出の傾向と相違ない。 

 次に示す図－6と図－7は、それぞれ各県における実質 GDP（支出側・連鎖

方式）と、県民所得平均の推移を表すものである。2011年の東日本大震災に伴

う復興需要の高まりから、近年は上昇傾向がみられるが、それまでは減少傾向

にあったことから、しばらくすれば両者とも再び落ち込むことになると予想さ

れる。 

 

 

図－6 各県域の実質 GDP（生産側、単位：百万円） 

出典：2012年までは内閣府ウェブサイト「県民経済計算」、 

   2013年は各県ウェブサイトより作成 
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図－7 各県域の県民所得平均（単位：千円） 

出典：2012年までは内閣府ウェブサイト「県民経済計算」、 

   2013年は各県ウェブサイトより作成 

 

4－2－2．東北地方の地方局 

 

図－8 設立年代別割合 

出典：日本民間放送連盟編『日本民間放送年鑑』、2013年より作成 

 

 各局の設立年代別割合をみると、図－8の通りであり、概ね全国的な傾向と合

致することがわかる。 

 第 3章で、地方局は設立年代により資本構成が異なることを述べた。東北地

方の地方局における資本構成は、表－3の通りである。
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表－3 各局の開局年と資本構成 

 

出典：日本民間放送連盟編『日本民間放送年鑑』、2013年・総務省「電波利用ホームページ」・村上聖一「放送・通信融合 

   の中で地域放送をどう位置づけるか」『放送メディア研究 10』、2013年より作成

JNN系 局名 開局年 株主① 株主② 株主③
青森県 青森テレビ 1969 中村孝之 13.20% 東奥日報社 7.03% 朝日新聞社 7.00%
岩手県 IBC岩手放送 1959 岩手日報社 7.95% 鹿島建設 7.79% 北日本銀行 4.98%
宮城県 東北放送 1959 河北新報社 15.80% 明窓社 7.47% 河北仙販 5.12%
秋田県
山形県 テレビユー山形 1989 東京放送ホールディングス 19.50% 山形新聞社 10.00% TUY経営職持株会 7.88%
福島県 テレビユー福島 1983 東京放送ホールディングス 19.35% 福島民報社 10.00% TBS企画 9.35%

NNN系 局名 開局年 株主① 株主② 株主③
青森県 青森放送 1959 アール・エー・ビー映像 6.75% 東奥日報社 6.29% 青森銀行 5.00%
岩手県 テレビ岩手 1969 読売新聞グループ本社 19.90% 日本テレビ小鳩文化事業団 18.60% 日本テレビホールディングス 14.30%
宮城県 宮城テレビ放送 1970 カメイ 22.50% 読売新聞グループ本社 20.00% 日本テレビ小鳩文化事業団 18.00%
秋田県 秋田放送 1960 秋田魁新報社 10.00% 秋田市 3.36% 北都銀行 2.32%
山形県 山形放送 1960 山形県 14.40% 山形新聞社 9.94% 東京海上日動火災保険 4.70%
福島県 福島中央テレビ 1970 読売新聞グループ本社 24.90% 日本テレビ放送網 15.00% 読売光と愛の事業団 7.63%

FNN系 局名 開局年 株主① 株主② 株主③
青森県
岩手県 岩手めんこいテレビ 1991 フジ・メディア・ホールディングス 32.70% 岩手めんこいテレビ社員持株会 16.80% 朝日新聞社 5.55%
宮城県 仙台放送 1962 フジ・メディア・ホールディングス 33.32% フジランド 20.00% 産業経済新聞社 19.00%
秋田県 秋田テレビ 1969 フジ・メディア・ホールディングス 24.40% 読売新聞社 9.86% 朝日新聞社 8.97%
山形県 さくらんぼテレビジョン 1997 柿崎工務所 26.70% 山本製作所 15.00% フジ・メディア・ホールディングス 6.00%
福島県 福島テレビ 1963 福島県 50.00% フジ・メディア・ホールディングス 33.30% 福島民報社 11.00%

ANN系 局名 開局年 株主① 株主② 株主③
青森県 青森朝日放送 1991 テレビ朝日ホールディングス 19.90% 朝日新聞社 19.00% 読売新聞東京本社 8.00%
岩手県 岩手朝日テレビ 1996 テレビ朝日ホールディングス 19.90% 朝日新聞社 19.80% 東日本放送 7.00%
宮城県 東日本放送 1975 テレビ朝日ホールディングス 19.90% 朝日新聞社 19.50% 宮城県 10.00%
秋田県 秋田朝日放送 1992 テレビ朝日ホールディングス 19.00% 朝日新聞社 15.00% フジ・メディア・ホールディングス 7.44%
山形県 山形テレビ 1970 テレビ朝日ホールディングス 19.90% 朝日新聞社 15.00% 山形新聞社 9.99%
福島県 福島放送 1981 テレビ朝日ホールディングス 19.90% 朝日新聞社 16.40% 文化工房 5.67%
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図－9 東北地方における地方局の株主上位 3者 

出典：日本民間放送連盟編『日本民間放送年鑑』、2013年・総務省「電波利用 

   ホームページ」・村上聖一「放送・通信融合の中で地域放送をどう位置づ 

   けるか」『放送メディア研究 10』、2013 年より作成 

 

 図－9は、東北地方における地方局の株主上位 3者を示したものである。基本

的には 1950年代から 60年代にかけて設立された地方局については、地元資本

や地方紙を中心とした株主の分散がみられるが、1970年代以降の局はキー局・

キー局関連会社・全国紙・全国紙関連会社といった主体の資本が多く入ってい

ることがわかる。 

 また、いくつかのテレビ局においては地方自治体の資本がみられるが、今後

地方局が地方自治体の監視主体としての役割を増すことに鑑みると、このこと

が実質的な障害とならないか、検討する必要がある。 

 

 次に、各県域における地方局のマーケットサイズと、経常利益の平均値を示

す。これによると、宮城県を除く県域においては、いずれの数値も全地方局の

平均値を下回る数値であることがわかる。 

 マーケットサイズを示す図－10によれば、東北地方で最大の市場をもつ宮城

県と、最小である山形県との間には 2倍以上の差があり、その他の県域につい

ても、全地方局の平均値と比べて低い水準にある。これは、各ブロックの中心

都市における市場規模が、全地方局の平均値を押し上げているものと考えられ、

東北地方の各県域に限らず、他地域においても、基幹局の所在しない県域は基

本的に市場規模が小さいとみるべきである。 
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 そうだとすると、やはり経営の安定に資する構造規制を全国一律のものとす

ることは合理的とはいいづらい。また、図－11によれば、経常利益の平均値は

各県域とも概ね上昇傾向にあるが、一方で、東日本大震災など、社会情勢の変

化の影響を大きく受けており、不安定であることが分かる。 

 

 

図－10 各県域における地方局の売上高19平均値（単位：円） 

出典：日本民間放送連盟編『日本民間放送年鑑』、2008年～2014年より作成 

 

 

図－11 各県域における地方局の経常利益平均値（単位：円） 

出典：日本民間放送連盟編『日本民間放送年鑑』、2008年～2014年より作成 

                                            
19 売上高＝商圏人口×マーケットサイズ×シェア（％）の公式に照らすと、各県域におけ

る地方局の売上高平均値は、すなわち同圏域のマーケットサイズを示すことになる。 
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第 3節 分析結果 

 

4－3－1．（質問 1）認識している課題 

 「最も多くの従業員の割かれている部署はどこか」という質問に対する回答

としては、ほぼ全ての地方局が共通して第一に「報道」ないし「報道・制作」

を挙げ、「営業」が次いで二番目に多かった。 

 また、「従業員の不足を感じる部署はどこか」という質問については、上記二

部門以外にも、「事業」や「編成」、あるいは、「すべて」など、回答内容にばら

つきがみられた。なかには、「最小限度の人数で一人二役三役をこなすことをモ

ットーとしている」事業者もあり、それぞれの地方局で抱える事情が異なるこ

とが伺える。 

 報道・制作のセクションが重要視されている理由としては、業務の性格上、

昼夜を問わずシフト交代制での勤務が予定されており、また、地方局において

は、地域情報の収集・発信という観点が特に求められるためである。 

 営業部門については、地方局の最大の収入源が広告収入であることに加えて、

図－12の通り、最近ではキー局を中心にいわゆる「放送外収入20」が注目され

ており21、地方局もテレビ放送以外の事業に取り組む事例が増えていることから、

拡充が望まれているものと考えられる。「地方局において最も売り上げが大きい

のは営業部門であるが、テレビ放送は 24時間しかないため、広告収入にも限界

がある。企業として持続するためには、放送外収入の増加も必要」という意見

がみられたのは、その証左である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
20 DVD販売やイベント収入など、放送収入（広告収入）以外の事業により得られた収益。 
21 現代ビジネス「視聴率だけが売上を左右する時代の終焉～個人の自由時間と放送外収入

の獲得を目指すテレビ局」 

 http://gendai.ismedia.jp/articles/-/39375（2015年 1月 19日閲覧） 
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図－12 キー局の「放送収入比率」の推移 

出典：総務省「放送局の経営分析に関する調査研究」、2013年より 

 

4－3－2．（質問 2）地方局の「地域密着」 

 次に、「地方局の『地域密着』を実現するために特に注力する業務はなにか」

という質問に対する回答を大まかに分類すると、次の通りである。 

 

 ① 日常の報道や自社制作番組（地域情報番組）の放送、震災・被災地報道 

 ② イベント事業 

 ③ CSR活動 

 

（1）日常の報道や自社制作番組の放送 

 ①の例としては、1970 年に放送が始まった「RABニュースレーダー」（青森

放送）を先駆けとした、ローカルニュースのワイド番組が挙げられる。その後、

1990年代にかけて地方局のワイド番組が増加し、現在では、キー局から提供さ

れる夕方の全国向けニュース番組に地方局の番組を組み込む手法が採用される

ことが多い22。他にも、地方局が独自に制作する番組のジャンルは多岐にわたる

が、その自社制作比率は必ずしも高くない。 

 その理由は、これまでに述べた通り、「自ら番組を制作するよりもキー局が制

作した番組をそのまま流した方が経営面のみを考えれば有利という経営構造23」

が存在していることと、単純な人的資源の不足に求められる。 

                                            
22 黒田勇「地域社会における民間放送局の歴史と課題」『研究双書 154冊』、2012年 
23 前掲注（4） 
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 自社制作番組について、黒田勇は次のように指摘している。 

 

  ネットワーク協定による「縛り」の下で、在京キー局から番組を調達して 

  いるローカル局が自由に編成できるのは、早朝、午前帯、午後帯、深夜帯 

  であるが、多くの視聴者を見込めないこれらの時間帯に、自ら番組を制作 

  し、かつ一定の視聴率を維持し、自社営業が番組を支えることはほぼ不可 

  能だという判断がなされてきた24。 

 

 例えば、地方における視聴者参加による番組素材の制作・放送といった業務

は、必ずしも収益性が高いわけではない。すなわち、地方局にとって自社制作

番組の放送は、収益を得るためのみならず、あくまでも「地域密着」の理念を

貫徹するためのものであることが伺える。 

 こうしたコンテンツ、特に生放送の帯番組のように、人員と資金を多く費や

すような番組が、地域の視聴者に親しまれているとすれば、それは規模の小さ

いケーブルテレビなど、他のメディアには実現不可能な、地上基幹放送局とし

ての地方局の大きな存在価値たり得ると考えられる。 

 

 また、全番組に対する自社制作番組の比率について村上聖一は、系列や開局

時期の違いによって顕著に異なるというような傾向はなく、むしろ、人口規模

が大きく、安定した経営基盤を築くことのできる地域の地方局において比率が

高い傾向があることを指摘し、資本面での地域密着性と自社制作比率は単純に

連関しない旨述べている25。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
24 前掲注（22） 
25 前掲注（4） 
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表－4 東北地方民放各局の自社制作比率 

 

出典：村上聖一「放送・通信融合の中で地域放送をどう位置づけるか」『放送メ 

   ディア研究 10』、2013年より作成 

 

 表－4は、本調査の対象である地方局各局の自社制作比率であるが、たしかに、

自社制作比率と各県域における人口・県域 GDP・マーケットサイズといった諸

要素とが、概ね連関していることがわかる。 

 つまり、地方局において余裕のある健全な経営基盤が整備されることは、制

作力・取材力の強化に繋がり、ひいては番組面での地域密着を強化できる可能

性があるということである。 

 また、東日本大震災関連の番組を制作し、キー局に働きかけることで系列全

体に放送している、あるいは、独自に海外展開を行っている地方局もみられた。

これらは、県域外、あるいは、国外への情報発信により、県域への興味・関心

を誘引し、間接的に地域密着を実現するための活動であるといえる。 

 

（2）イベント事業 

 地域のスポーツ大会や、地域活性化・文化振興などを目的とした娯楽・教養

イベントの主催・協賛・放送は、ほぼ全ての地方局が行っている。 

局名　/　系列　/　設立年 （%）
青森放送 NNN 1959 6.8
青森テレビ JNN 1969 10
青森朝日放送 ANN 1991 6.7

岩手放送 JNN 1959 4.4
テレビ岩手 NNN 1969 12
岩手めんこいテレビ FNN 1991 8.7
岩手朝日テレビ ANN 1996 5.6

東北放送 JNN 1959 13
仙台放送 FNN 1962 8
宮城テレビ放送 NNN 1970 12
東日本放送 ANN 1975 9.6

秋田放送 NNN 1960 8.2
秋田テレビ FNN 1969 7.1
秋田朝日放送 ANN 1992 6.2

山形放送 NNN 1960 11
山形テレビ ANN 1970 4.9
テレビユー山形 JNN 1989 6
さくらんぼテレビジョン FNN 1997 4

福島テレビ FNN 1963 7.2
福島中央テレビ NNN 1970 9.9
福島放送 ANN 1981 6.4
テレビユー福島 JNN 1983 5.5
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 これらの趣旨は、地域活性化や文化振興について、地方局にしかできない形

でバックアップを行うというものであり、各地方局とも、CM放送や番組との連

動など、多様な形で貢献している。 

 

（3）CSR活動 

 地方局の業務のなかには、様々な社会貢献活動を通じて地域密着を実現する

例もみられた。 

 2008年から始まった、岩手朝日放送の「Go!Go! 子育て応援宣言!!」は、人口

減少・少子化が進むなかで、県内において安心して育児が行えるよう支援する、

官民一体の取り組みである26。 

 ほかにも、仙台放送は、自社ウェブサイトのなかで、「弁護士サーチみやぎ27」・

「ドクターサーチみやぎ28」といったコンテンツを運営している。これらは、地

域住民が法律家や病院を検索できるようにするためのシステムであり、医療機

関と共催するセミナーや、番組の放送と連動している。 

 このように、地域住民にとって利便性の高いサーヴィスを、放送局にしかで

きない形で実現する動きが、各地方局で行われているところである。 

 

 こういった放送以外の、いわば「地域密着型放送外業務」については、単な

る地域貢献のみならず、これをきっかけに、放送局と放送への信頼や関心を誘

引する効果をも併せ持つと考えられる。 

 大谷奈緒子は、地方局の機能について、① 地域関連情報の提供・解釈、② 地

域の文化の表現と伝達・娯楽・動員、③ 地域のジャーナリズムとしての役割、

④ コミュニティ形成といった要素を挙げている29。 

 こうした大谷の分析に加え、CSR活動を通じた地域貢献も地方局の役割であ

ることが明らかになったが、特筆すべきは、それらの業務について、採算を度

外視した活動を行っている地方局が多いことである。 

 本問の回答のなかに「報道・制作・営業・事業など、すべての活動が『地域

密着』の実現・強化のためにある」、あるいは、「『地域密着』とは、当該地域の

ために地域の放送局でなければできないことを行うということ」といった意見

                                            
26 岩手朝日テレビウェブサイトより 

 http://www.iat.co.jp/blog/kosodate/（2015年 1月 19日閲覧） 
27 仙台放送ウェブサイトより 

 http://miyagi.lawyer-search.tv/p/（2015年 1月 19日閲覧） 
28 仙台放送ウェブサイトより 

 http://miyagi.doctor-search.tv/p/（2015年 1月 19日閲覧） 
29 大谷奈緒子「地上デジタル放送時代におけるローカル局の在り方」『東洋大学社会学部紀

要 48巻 2号』、2010年 
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がみられたのは、現代において、地方局が単なる「テレビ局」に留まらない存

在であることを示唆している。 

 そうだとすると、集中排除原則における放送の地域性概念とはすなわち、「放

送を中心とした業務により、各地域の発展に資する地上基幹放送局が確保され

ること」と構成することができる。そして、それを実現するためには、今後地

方局への新規参入があったとしても、ノウハウがあり、地域の信頼を得ている

現行の地方局が持続可能な形で運営できるようにするための制度が望ましい。 

 そのためには、現行の支配基準の一般原則を緩和するほか、例えば、認定放

送持株会社よりも狭い範囲で、地域ブロックごとに基幹局を中心とした、要件・

効果とも緩やかな形での持株会社の構築を可能とする制度などが考えられる。 

 いずれにせよ、今後は地域特性に応じた制度を検討する必要があり、そのた

めには、法定化を含めて、ネットワークを前提とした放送制度の展開がますま

す求められることになる。 

 

4－3－3．（質問 3）資金調達の状況 

 これまでに述べた通り、人口減少とそれに伴う地方経済の疲弊から、今後地

元企業が、流動性の低い地方局の株式を手放す可能性がある。また、その場合

には、キー局や全国紙がその受け皿として機能する可能性を指摘した。 

 アンケートの結果から、「現在、資金の調達に問題がある」と考えている地方

局は存在しなかった。マスター設備の更新を控えている局も、「従来通りの形で

銀行融資を軸に資金調達を行う予定である」としている。 

 つまり、現状においては集中排除原則の特例を利用するほどの逼迫状態には

ないということであるが、今後、地方局が持続可能な形で経営を合理化すべき

ことはこれまでに述べた通りであり、現状の安定性は構造規制改正の障害とは

なり得ないと考えられる。 

 

4－3－4．（質問 4）資本的な繋がりへの意識 

 憲法学や政治学の立場からは、キー局や全国紙、地方自治体との資本的な繋

がりが大きくなると、地方局の自由な言論が制限されうるとの指摘がある。こ

れに関する各地方局の考えを聞いた。 

 これについては、ほとんどの地方局が「懸念していない」、あるいは、「現実

に問題が生じていない」、「あってはならないこと」と回答した。 

 その理由として、まずは「総務省から放送免許を受けている事業者として、

資本的な繋がりに影響されることなく取材報道の独立性が保障されている」と

の意見がみられた。他には、「同じ系列にあるとはいえ、各社ごと・番組ごとの

意見の独立性は担保されている」、あるいは、「系列のスタンスに反した方針を
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採ることは難しいが、異議申し立てのシステムが整備されている」というよう

に、実質的な独立や、意見表明の場が担保されていることが示されている。 

 一方で、「資本的な繋がりがあれば何らかの制約を受けることが考えられるの

で、基本的には独立が確保されていることが必要」というような、懐疑的な意

識もみられた。 

 現状においても、営業・編成・報道など、部署ごとに系列内で情報交換や意

見集約のための会議が行われており、地方局はネットワークに属する一方で、

経営の独立性を極めて重視していることが分かる。 

 これは、経営の独立性が毀損されることが、すなわち自由な言論の後退に繋

がりうるとの地方局側の懸念の表れであると考えられ、それを考慮すると、放

送の構造規制を検討する際には、やはり実質的な従属関係が生じないことを担

保する必要がある。 

 

 筬島専らは、県域に複数の地方局が存在する場合には、視聴者による他局と

の比較がなされることを理由に、福島県からの資本が 50%入っている福島テレ

ビについて、資本参加による人事面などにおける影響の存在を疑問視している。

一方で、群馬県のように、独立 U局である群馬テレビ30以外の地方局がない県

域においては、政治的な中立性の確保といった問題が顕在化しうる旨指摘して

いる31。 

 本調査において、「県の資本が入っている地方局について、県政取材の際に不

利益な取扱いがなされているような事実はない」という意見がみられたことか

らも、地方局に地方自治体の資本が入っている状態について、問題となるのは

極めて限定された場合に限られると考えるべきである。 

 

4－3－5．（質問 5）放送制度への意識 

 最新の放送制度が地方局の需要を満たすものであるかを調査するため、2014

年 6月に成立した「放送事業者の経営基盤強化計画の認定制度32」について、各

地方局の評価と利用予定を聞いた。同制度は、まずはラジオ局について適用さ

                                            
30 株主構成は、群馬県 15.06%・群馬土地 8.18%・前橋市 5.38%（2012年 11月末）。 

 ｛前掲注（4）｝ 
31 筬島専ほか「県域放送制度と今後のローカル局の経営課題について」『慶應大学メディ

ア・コミュニケーション〔研究所紀要〕No.60』、2010年 
32 放送系の数の目標達成が困難となるおそれがある等の地域を放送の区分ごとに指定。同

地域に所在する基幹放送事業者は、「経営基盤強化計画」を作成し、総務大臣の認定を受け

ることができる。それにより、① 再免許等の審査に際し、経理的基礎審査を免除する、② 

異なる放送対象地域において、同一の放送番組を放送することを可能にする、といった効

果が与えられる。 
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れることを予定したものであるが、検討過程において、将来はテレビ局に適用

することも視野に入れた制度であることが示されている33。 

 

 本調査において、「利用を考えている」というような積極的な回答はみられな

かったが、一方で「テレビ局への適用が現実的に見えてきた段階で検討する」、

「テレビ業界の環境変化がある可能性を踏まえて、意識はしておくべきだと考

える」といった意見はみられた。これは、今のところ地方局の経営は安定して

いるものの、地上デジタル化の設備投資やリーマン・ショックの経験を踏まえ、

アクシデントに対応するための保険として同制度を捉えていることの表れであ

ると考えられる。 

 また、「利用を考えていない」という立場からは、次のような指摘があった。

すなわち、「経営基盤強化を優先するあまり、ローカル局としての地域における

価値の低下につながることも危惧される。こうした地域性、独立性の担保が前

提」、「独立した言論の自由を担保するためには自社の経営努力が必要であり、

同制度を利用する可能性はない」、「大きなコスト削減メリットが期待できず、

むしろ、番組の同一化により地域独自の情報が減少する」、「一局二波・二県一

波といった制度は、あくまでも経営が立ちゆかなくなった場合の救済措置であ

り、視聴者へのサーヴィスの低下が免れない」といった意見である。 

 これらは、地方局が将来の景気変動への対応を検討してはいるものの、地域

性の担保や、視聴者サーヴィスの維持を前提としてそれを裏付ける制度が不足

していることを示唆している。 

 

4－3－6．（質問 6）放送以外の手段での情報発信 

 最後に、現在各地方局が行っているインターネットを通じた情報発信、すな

わち、放送電波を用いない形での情報提供について、そのターゲットと業務を

行う理由について聞いた。 

 いかなる層を利用者として捉えているか、という質問に対しては、「特定の層

を意識しているわけではない」といった回答がある一方で、「仕事などでリアル

タイムにローカルニュースを視聴できない人たち」、「県外在住で県域のニュー

スを知りたい人たち」、「県民全体」、「PCやスマホの扱いに慣れたティーン・F1

層・M1層」といった、具体的なターゲットに向けてネット配信を行っている地

方局も多くみられた。 

 ネット配信を行う理由としては、「テレビでニュースを見逃したり、また、テ

レビ視聴をあまりしない方々への情報提供」、「後追い視聴を可能にするため」

                                            
33 総務省『放送政策に関する調査研究会 第二次とりまとめ』、放送政策に関する調査研究

会「第 14回会合 議事録」より。 
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といった、放送の補完的な役割を期待する回答がみられた。ほかには、「情報伝

達手段の多様化への対応」、「情報発信強化のため」、「視聴者サーヴィスの一環」

といった回答から、現代における放送以外での情報発信の必要性が認識されて

いることがわかる。 

 また、「東日本大震災以降、県域の外へ情報を発信する必要性を痛感している。

社としては、復興への道のりを全国に向け発信していきたい」、「放送は県域に

限られるが、WEBや SNSはあらゆる場所への情報発信が可能であり、メディ

ア環境が変わる中、こうした情報発信も県域放送局の使命と考えている」とい

った意見もみられた。 

 このことから、地方局が、何らかの形で県域外に向けた情報提供、あるいは、

メディア環境の変化に対応する必要性を認識していることが伺える。 

 

4－3－7．小括 

 2－2－3で、地方局の採りうる選択肢について、次の通り予想した。 

 

 ① 事業を縮小する。 

 ② 何らかの形で県域外に市場を広げる。 

 ③ 自らの経営基盤を安定させるため、 

  ・キー局との資本的な繋がりを強める。 

  ・独立した地方局として経営を効率化する 

 

 今回のアンケート調査のうち、②については質問 1・質問 2・質問 6、③につ

いては、質問 4・質問 5で、それぞれに対応した回答を得ることができ、回答内

容は、概ね本稿の仮説を裏付けるものであると考えられる。 

 また、①については、質問 3で明らかになった通り、現在は事業の縮小を考

える程度に逼迫した経済状況の地方局はみられないが、今後の経営合理化を認

識すべきことは既に述べた通りである。 

 次章では、人口減少社会に調和する放送制度について、具体的に論ずる。  
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第 5章 構造規制のあり方 

 

第 1節 基本的な考え方 

 第 2章 第 3節で、人口減少社会における放送制度の展開を次の通り予想した。

本章では、これまでの検討を踏まえて、具体的な制度を提言する。 

 

 ① 基本的に県域に限定されている地方局の市場を拡大する。 

 ② 地方局が自らの判断において、経営に関する選択を行いやすくする。 

 ③ ほぼ全国一律の構造規制を、地域特性に応じた柔軟なものにする。 

 

 本節では、それに先立ち、これまでに論じてきた放送制度の考え方について

概括する。 

 

 第一に、集中排除原則の趣旨は「異なる主体により運営される放送局（多元

性）により放送される多様な番組を視聴者が選択できるようにする（多様性）

とともに、放送を中心とした業務により、各地域の発展に資する地上基幹放送

局が確保されること（地域性）」と解すべきである。 

 すなわち、集中排除原則は各地域の事情（人口・経済的事情・視聴者ニーズ・

地方局の状況など）により多様な例外が定められて然るべきものであり、また、

人口減少と経済規模の縮小に直面する地方局と地方の住民にとって、それが放

送サーヴィスを維持するために必要なのである。 

 第二に、地方局の実情から、地方局は「地域密着」を実現するために極めて

高い意識を有していることが明らかになったため、規制緩和により集中排除原

則の趣旨が直ちに毀損されることは考えづらい。 

 第三に、いずれの制度を採用する場合においても、地方局の独立に最大限の

配慮がなされなければならない。これは、地方局が今後ますます言論報道機関

としての役割を全うするために必要なことであり、他局との間に実質的な従属

関係が生じないよう、制度設計には細心の注意が必要である。 

 

第 2節 地方局の市場拡大策 

 第 2章 第 2節において、人口減少社会の進展にあたり、地方局の市場が縮小

することを指摘した。そのため、地方局が持続可能な形で業務を行うためには、

自らの市場を拡大するか、事業を縮小する必要があるが、放送対象地域は政策

的判断により定められているため、これを実現するためには規制の見直しが必

要となる。一方で、インターネットを用いた県域外への情報提供が常態化した

現代において、地方局にとって、地上波放送を県域外に提供するインセンティ
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ヴは低下していると考えられる。 

 

 そこで、むしろ行政としては、地方局の事業展開を支援するため、ビジネス

マッチングの機会を提供する、あるいは、地方局が行う様々な地域貢献を、「地

方局における CSR促進モデル事業」といった形で支援するような政策を展開す

べきである。 

 前者については、地方局が県域外への情報発信の必要性を感じていることは、

4－3－6で明らかになったところであり、また、最近は放送外収入が注目されて

いることから、確実に地方局側の需要が見込まれるものであるといえる。 

 また、後者についても、4－3－2で、地方局が様々な社会貢献活動を通じて地

域密着を実現していることを示したが、そういった取り組みを他地域にも広げ

ることも、放送政策の重要な役割である。実際のところ、CSR 活動は採算性を

度外視して行われることが常であるため、こうした形で援助をすることは有効

だと考えられる。 

 

第 3節 地方局における経営選択肢の増加 

 4－3－5において、地方局側に将来の経済状況の変化に対応するための制度の

需要があるものの、現実に有効なものが存在していない可能性を指摘した。第 2

章 第 3節で述べた通り、地方局が採りうる経営安定化のための選択肢としては、

① キー局との資本的な繋がりを強めること、② 独立した地方局として経営を

効率化することのいずれかが考えられる。 

 

 ①について、具体的には、独立を担保した状態で資金調達を容易にする方法、

すなわち、集中排除原則における支配基準を、現行の「33.33333%超」から会

社法上の子会社となる限界の「40%未満」まで緩和することと、認定放送持株

会社制度とを並列させる方式が妥当である。 

 これにより、現状のまま経営の安定化を図りたい地方局と、認定放送持株会

社制度を用いてさらに経営合理化を推し進めたい、あるいは、キー局 HD の傘

下に入りたいといった需要をもつ地方局双方の需要を満たすことが可能になる。 

 

 ②について、地方局が独立して経営を効率化するためには、現行法のもとで

は、認定放送持株会社制度の活用が考えられる。しかしながら、地方局があえ

て単独で持株会社の形態を採る必要性の観点から、同制度の活用状況は芳しく

ない。また、放送事業者の経営基盤強化計画の認定制度についても、地域性が

担保されない懸念があることから、導入に難色を示す地方局が多いことも、4－

3－5で指摘した通りである。 
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 したがって、これについては、集中排除原則の特例を充実させ、地方局の選

択肢を拡大することが必要である。例えば、地域においてコミュニティ放送局

が増加している現状に鑑みて、現行のラ・ラ／ラ・テ特例を緩和し、複数のコ

ミュニティ放送局を支配可能とする制度などがこれにあたる。 

 いずれにせよ、地方局にとって有効な選択肢を複数用意すべきである。 
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第 4節 地域特性に応じた構造規制 

 これまでに、人口動態や経済状況、そして地方局の市場規模が、地域により

大きく異なることを述べてきた。こうした状況を踏まえ、地域特性に応じた構

造規制を定めるとした場合、現行のネットワークを前提とすべきか否かがひと

つの分水嶺となる。 

 本節では、ネットワークを法定化した場合としない場合のそれぞれについて、

考えられる制度を提言する。 

 

5－4－1．ネットワークを法定化する場合 

 ネットワークを法定化する場合、まずは要件として、キー局が総務大臣にネ

ットワークの構造を提示することを求めることになるが、その場合の手続きは、

行政による恣意的な運用を避けるため、届出で足りると解すべきである。また、

届出に際しては、系列全局からの合意を求めるべきである。 

 ネットワークの届出による効果としては、① 地方局について、キー局もしく

は準キー局による支配を無制限に認めること、② 地方局による同一地域ブロッ

ク内の他地方局の支配について、集中排除原則の特例を設けること、③ 地方局

の意見が吸い上げられるような仕組みを担保する義務が生じること、④ 外部に

監視機関を設置し、地方局の実質的な独立が担保されているか、定期的にチェ

ックし、公表する義務が生じること、⑤ ①で支配される地方局について、④に

おいて「実質的な独立が担保されていない」と判断された場合に、「地方局の全

放送時間のうち、10%以上を地域情報の放送に充てる」といった義務を課すな

ど、行為規制を設けること、といった事柄が考えられる。 

 

 それぞれの効果について説明すると、①は、経営の安定を求める全ての地方

局について、地理的事情も考慮しつつ、キー局もしくは準キー局の傘下に入る

ことを認める趣旨である。 

 次に②は、現行制度における隣接特例の広域版のような形を想定しており、

各地方ブロックにおいて基幹局が近隣の地方局を支配できるようにするもので

ある。例えば、東北地方において宮城県に人口の集中がみられることは、4－2

－1で述べた通りであり、今後地方の大都市を中心に地方局の関係性を強化する

ことには意義があると考えられる。 

 次に③は、現在各系列において開催されているネットワーク協議会を法定化

し、地方局ごとの意見の独立性を法的に担保するものである。④も同様の趣旨

であり、現在の番組審議会のような形で「ネットワーク審議会」を整備するこ

とで、ネットワーク内に実質的な上下関係が生じないようにするものである。 

 ⑤は、キー局・準キー局による地方局の支配に伴い、仮に実質的な従属関係



37 

 

が生じた場合においても、番組内容の画一化が進行することを防止するための

方策である。第 2章で述べた通り、本稿は放送局への行為規制を「最後の手段」

として位置づけているが、このような規定は、ネットワークに属する地方局の

独立が担保されていない状況においても、一定の地域情報の供給を確保するた

めの砦として機能しうることから、許容されると考えられる。 

 本制度は、ネットワークに正面から法的根拠を与えながらも、実質的な従属

関係を伴わずに、ネットワークに属する地方局の経営基盤強化に資するもので

ある。 

 

5－4－2．ネットワークを法定化しない場合 

 ネットワークを法定化せずに地域特性に応じた制度として、本稿では、地域

ブロック版の認定放送持株会社制度を提案する。方向性としては、5－4－1で述

べた「基幹局による同一地域ブロック内の地方局の支配」を実現するものであ

る。 

 具体的には、新たに設立する「地方局 HD」に持株会社としての認定を与える

ことで、同一地域ブロック内の地方局について、地方局HDによる 0%から 100%

までの議決権保有を認める制度が考えられる。経営的に救済する必要のない地

方局も含めて同心円状に配置することにより、地域ブロックとしての競争力強

化・経営合理化に繋がる。 

 支配できる事業者の数については、各地域ブロックについて、都道府県の数

に応じて定めることが相応しい。 

 これにより、現行制度よりも柔軟な形で、持株会社によるメリットを享受で

きるようになると考えられる。また、今後地方制度の改革などにより、道州制

のような大都市制度が導入された場合にも、対応しやすくなると考えられる。 

 また、認定放送持株会社制度においては、子会社の基幹放送事業者による他

の基幹放送事業者の保有が制限されているが、今後、細かい地域への情報提供

が必要になることに鑑みて、各地方局によるコミュニティ放送局の保有を認め

るべきである。 

 本制度は、地域ブロック内での地上基幹放送局同士の連携強化を目指すもの

であるため、衛星基幹放送事業者の保有については、対象外とすべきである。 

 制度の効果については、次の通り考えることができる。 

 

 ① 集中排除原則の緩和により、地上基幹放送事業者を、各地方ブロックにお 

   ける都道府県の数に応じて、0%超から 100%の議決権保有が可能に。 

 ② 当該持株会社において、外資規制の直接適用により、20%以上の名義書換 

   拒否が可能に。 
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 ③ 地方局 HDへの出資は議決権の 33%までに制限される。 

 ④ 子会社の基幹放送事業者による、経営困難状態にあるコミュニティ放送 

   以外の基幹放送事業者について、議決権保有を制限する。 

 ⑤ 子会社の地上基幹放送事業者による、地域向け番組制作の努力義務が生じ 

   る。 

 

 この制度により、地方局が持株会社のメリットを享受しつつ、独立した放送

局として地域の発展に資することがこれまで以上に可能になる。 

 このように、ネットワークを法定化せずとも、ある程度は地方局の経営安定

化と独立を両立した制度が実現されうることに鑑みると、今後の放送制度は、

段階的にネットワークの法定化へと移行することが望ましい。 

 すなわち、まずは地方局が利用しやすい持株会社の形態を整備し、それだけ

では立ちゆかなくなった段階で、ネットワーク全体での再編成に法的根拠を与

えるべきと考える。  
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おわりに 

 これまで、人口減少社会において、放送制度がいかなる形で運用されるべき

か、構造規制を中心に論じてきた。 

 地方にとって、その存在基盤を揺るがしかねない「人口減少」という大問題

に直面するにあたり、地方局は、自らの判断により経営を安定化させ、地域住

民にとって重要な情報源としての機能を全うする必要がある。そして、放送制

度としては、地方局がこれまで以上に地域の活性化と維持に資する存在として

持続するために、その動きを支援すべきである。 

 そのためには、従来のような全国一律の放送制度では足りず、各地域の状況

に応じた制度を整備する必要がある。すなわち、現代においては、こうした重

層的な放送制度が求められる。これをもって、本稿の結論とするものである。 

 

 最後に、本稿で扱うことのできなかった点について述べる。 

 まずもって、今後放送制度を論じるうえで、地方局制作番組を含む放送を地

方の視聴者が実際に消費する態様を含めて、地方の実情を無視することは不可

能と考えられる。今後は、メディア論、特に、オーディエンス研究の手法や、

メディア実践のプロセスを通じて、地方におけるメディアをめぐる権力関係を

解き明かすことが必要となる。 

 また、放送に限らず、メディアに関する政策については、便益を測定するこ

とが容易ではないため、評価に際しての困難が指摘されている。現行制度のほ

か、本稿で示した新たな制度についても、その効果をどのように測定すべきか、

その手法を検討する必要があるだろう。 

 以上を今後の課題として提示し、本稿の結びとする。 
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付録 

アンケート事項（放送局） 

1 
 貴社の業務のうち、最も多くの従業員が割かれている部署をご教示ください。 

 また、従業員の不足をお感じになられる部署がございましたら、併せてご教示ください。 

2 
 地方局の「地域密着」を実現・強化するために、貴社が特に注力する業務がございましたら、ご教示ください。 

 また、法令や制度などが障害となり、実施されていない業務がございましたら、併せてご教示ください。 

3 
 放送法と関係省令は、テレビ局の資金調達を容易にすべく、マスメディア集中排除原則の特例を定めております。

貴社において、現行制度のもとで十分な資金調達が実現されているか、ご教示ください。 

 実現されていないとお考えの場合は、その理由も併せてご教示ください。 

4 
 キー局や全国紙との資本的な繋がりが大きくなると、地方局の自由な言論が制限されうる、との指摘がございま

す。これについて、貴社のお考えをご教示ください。 

5 
 総務省では、「経営基盤強化計画の認定制度」について議論がなされており、将来はこれをテレビ局についても

適用することを検討すべき旨、示されております。 

 同認定制度について、貴社が将来的に利用する可能性があるか否か、ご教示ください。 

6 

 貴社がホームページ上で行っているニュースの配信につきまして、以下の 3点をご教示ください。 

    ① いかなる層を視聴者として捉えているのか。 

    ② 当該業務を行う理由はなにか。 

    ③ ひとつの記事あたり、どの程度アクセス数があるのか。 


