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ＮＨＫの受信契約制度について
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定に素直に従うのであれば、私たち国民は、

第１

はじめに
平成２９年１２月６日、最高裁判所（以下、

「最高裁」といいます。）は、放送法に基づく

ＮＨＫの放送を見ることができるようになっ
た時から、ＮＨＫとの間で受信契約を締結し
なければならないということになりそうです。
そこで、本件訴訟の原告であるＮＨＫも、

ＮＨＫの受信契約制度を「合憲」とし、ＮＨ
Ｋとの間で受信契約を締結しておらず、これ
まで受信料の支払いを拒んできた男性に対し
て、テレビを設置した時から現在までの受信
料を支払うよう命じる判決を下しました。こ
の判決によって、国民はＮＨＫとの間で受信
契約を締結することを実質的に強制されると

第一審である東京地方裁判所に訴訟提起をし
た時から、同条項がある以上、ＮＨＫによる
受信契約締結の申込みが受信機設置者（被告
のこと。
）に到達した時点で、受信契約が成立
したものと解するべきである旨主張していま
した。
これに対して、受信契約を締結せず、受信

いうことになりました。
本来、契約を締結するか否かは当事者の自
由に委ねられるものであり、これを強制され
ることはありませんし、受信料に関する契約
がこれほどまでに大きな問題となるのは、数
あるテレビ局の中でもＮＨＫだけです。そこ
で、本稿では、ＮＨＫとの間においては、な

料の支払いを拒み続けてきた被告は、相手方
の承諾がない以上、契約が成立することはな
いし、仮に同条項が受信契約の締結を強制す
るものであるとすれば、それは憲法１３条、
１９条、２１条、２９条などの規定に反する
旨反論しています。
このように、本件訴訟は、放送法６４条１

ぜ受信契約を締結することが強制させられる

項の解釈問題から議論が始まっており、これ

のかという点について概説していきたいと思

を出発点として、同条項の存在によって受信

います。

契約の締結が強制させられるのか、契約の締

第２

結が強制させられるとすれば、いつからの受

最高裁判決に至るまでの経緯

信料を支払う義務が生じるのか等へと議論が
１

議論の出発点

広がっていったのです。

放送法６４条１項は、
「協会の放送を受信す
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

２

下級審の判断
結論から言えば、第一審及び第二審ともに、

ればならない。
」と規定しているため、この規
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受信契約制度に憲法違反はなく、被告は原告

企業体（民間放送事業者のこと）
」とにおいて、

に対して受信料を支払うべきである旨の判決

「おのおのその長所を発揮するとともに、互い

を下しました。

に他を啓蒙し、おのおのその欠点を補い、放送

もっとも、原告の主張をすべて認めたわけ

により国民が十分福祉を享受できるように」し

ではありません。上記のように、原告は、Ｎ

たことを挙げています。これを踏まえて、最高

ＨＫによる受信契約締結の申込みが受信機設

裁は、ＮＨＫの目的は、「公共の福祉のために

置者（被告のこと。
）に到達した時点で、受信

放送を行うこと」
、さらには、
「国民の知る権利

契約が成立したものと解するべきである旨主

を実質的に充足し健全な民主主義の発達に寄

張していましたが、第一審及び第二審ともに

与すること」にあるとしています。

この主張については認めず、受信契約に承諾

このことから、最高裁は、ＮＨＫというテ

する旨の意思表示を命じる判決が確定した時

レビ局は、民間放送事業者とは異なり、国民

点をもって受信契約が成立するとしています。

のための公的な情報提供機関であると考えて

その理由としては、
「民法上、契約は、申し込

いることが分かります。

みと承諾の意思表示の合致によって成立する

２

これに続けて、最高裁は、ＮＨＫと他の放

のであって（民法５２１条以下）
、放送法にお

送事業者との相違点について言及していきま

いて、放送受信契約についてこれに反する仕

す。放送法によれば、ＮＨＫは、
「営利を目的

組みが採用されたものと解する根拠は見いだ

として業務を行うこと及び他人の営業に関す

せない。
」というものでした。放送法６４条１

る広告の放送をすることを禁止（放送法２０

項があったとしても、受信契約も契約である

条４項，８３条１項）
」されており、その代わ

以上は両当事者の意思表示が必要であるとい

りに、
「事業運営の財源を受信設備設置者から

うことです。

支払われる受信料によって賄う」ことが認め

このような下級審の判断を前提として、以
下では最高裁の判断を検討していきます。

られています。最高裁は、ＮＨＫと他の放送
事業者との間にこのような相違点がある理由
について、
「特定の個人、団体又は国家機関等

第３
１

最高裁の判断
まず、最高裁は、そもそもＮＨＫという放送

事業者がどのような目的で設立されたのかと
いう歴史から議論を始めています。日本国には、
ＮＨＫのような公共放送事業者と、その他の民
間放送事業者とがありますが、日本国における
放送事業がこのような「二本立て体制」による
こととなった理由として、最高裁は、「全国民
の要望を満たすような放送番組を放送する任
務を持」つ「国民的な公共的な放送企業体と個
人の創意とくふうにより自由闊達に放送文化
を建設高揚する自由な事業としての文化放送

から財政面での支配や影響が原告（ＮＨＫの
こと。以下同じ。
）に及ぶことのないようにし、
現実に原告の放送を受信するか否かを問わず、
受信設備を設置することにより原告の放送を
受信することのできる環境にある者に広く公
平に負担を求めることによって、原告が上記
の者ら全体により支えられる事業体である」
ことが国民のための公的な情報提供機関とし
てあるべき姿だからであるといいます。
つまり、ＮＨＫが公的な情報提供機関であ
り続けるために営利目的で業務を行うこと
を禁止し、事業運営のための財源は受信料に
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よって賄う仕組みが整っているのだという

って契約が成立するというのが、放送法６４

ことです。スポンサーからの広告収入によっ

条１項の有する法的な効力だということであ

て事業運営が行われれば、スポンサーの意向

り、ＮＨＫとしては、判決確定をもってはじ

によって番組内容がある一定の思想等に傾

めて受信料の支払請求権を行使できるという

けられてしまうおそれがあります。このよう

ことになります。

な危険を排除しておくからこそ、ＮＨＫとい

３

４

また、最高裁は、
「公共放送事業者と民間放

う放送事業者の本来の目的を果たすことが

送事業者との二本立て体制の下において，前

できると最高裁は考えているのでしょう。

者を担うものとして原告を存立させ，これを

そして、最高裁は、上記のような「原告の

民主的かつ多元的な基盤に基づきつつ自律的

存立の意義及び原告の事業運営の財源を受信

に運営される事業体たらしめるためその財政

料によって賄うこととしている趣旨」に鑑み

的基盤を受信設備設置者に受信料を負担させ

れば、
「放送法６４条１項は、原告の財政的基

ることにより確保するものとした仕組みは，

盤を確保するための法的に実効性のある手段

前記のとおり，憲法２１条の保障する表現の

として設けられたものと解される」のである

自由の下で国民の知る権利を実質的に充足す

から、同条項には法的な強制力があるものと

べく採用され，その目的にかなう合理的なも

しています。もっとも、法的な強制力がある

のであると解されるのであり、かつ、放送を

とはいっても、下級審の判断と同様、受信料

めぐる環境の変化が生じつつあるとしても、

の支払い義務は、
「受信設備を設置することの

なおその合理性が今日までに失われたとする

みによって発生」したり、
「原告から受信設備

事情も見いだせない」とし、結果としてＮＨ

設置者への一方的な申込みによって発生」し

Ｋの受信契約制度は合憲であると結論付けて

たりするのではなく、
「受信契約の締結、すな

います。

わち原告と受信設備設置者との間の合意によ

ＮＨＫの役割は、個人を対象とした放送を

って発生」するものであるとしており、
「放送

提供することではなく、全国民を対象とした

法６４条１項は、受信設備設置者に対し受信

放送を提供することにあり、このような役割

契約の締結を強制する旨を定めた規定であり、

を十分に発揮させるため、受信契約制度を採

原告からの受信契約の申込みに対して受信設

用することも合理的な方法である。最高裁は、

備設置者が承諾をしない場合には、原告がそ

このような理論で受信契約制度を合憲とし、

の者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を

このようなＮＨＫの目的を達成するためには、

求め、その判決の確定によって受信契約が成

国民に契約の締結を強制してもよいと考えて

立すると解するのが相当である。
」と結論付け

いるといえます。

た上、こうして契約が成立した場合、
「受信設

５

このように最高裁の判断を概観していくと、

備の設置の月以降の分の受信料債権が発生す

最高裁判決は、専ら歴史的な経緯からくるＮ

るというべきである。
」としています。

ＨＫの存在意義を理由の骨子としているとい

受信契約は、原則としては両当事者の合意

えるでしょう。

によって締結されるべきではあるものの、そ
れが叶わない場合においては、判決確定をも
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第４

ＮＨＫの存在意義

しつつあるということは否定しきれないとも
思えます。

１

以上のような最高裁の判断を踏まえると、

全国へ向けた多様な情報提供をできること、
というのがＮＨＫの大きな存在意義であり、
これが最高裁の判断の骨子を支える理由付け
であるといえそうです。ＮＨＫの事業運営の
財源は、広告料ではなく受信料によって賄わ
れているのですから、ＮＨＫは視聴率を気に
せずに放送をすることができ、多様な番組制
作をすることが可能になります。また、ＮＨ
Ｋは全国に向けた放送をすることを義務付け
られている（放送法１５条）ため、過疎地域

この点について最高裁は、前述したように、
受信契約制度は、
「放送をめぐる環境の変化が
生じつつあるとしても、なおその合理性が今
日までに失われたとする事情も見いだせない」
としています。このような判決文からすれば、
最高裁としてもテレビ放送をめぐる環境には
変化が生じていることを認める一方で、少な
くとも本判決の時点では、ＮＨＫが国民の情
報提供機関であって、受信契約制度にはいま
だ合理性が認められると考えていることが分
かります。

に住んでいる人々へも放送が届くようになっ
ています。もしＮＨＫがなければ、過疎地域
に住んでいる人々へ向けた放送はなくなり、
都市部と地方で大きな情報格差が生じてしま
うかもしれません。ＮＨＫも他の放送事業者
と同じように広告収入によって事業運営がな
されるようになれば、少数派の人々が求めて
いる内容が放送されなくなってしまうかもし

そうすると、最高裁としても、テレビ放送
をめぐる環境により大きな変化があれば、受
信契約制度は違憲になる可能性があることを
示唆していると考えられます。この先の何十
年後か、国民のテレビ所有率が著しく低下す
るなど、テレビ放送をめぐる環境に大きな変
化があった場合、今回の最高裁判決が覆るよ
うな最高裁判決が出るかもしれません。

れません。最高裁がＮＨＫに期待する公共的
な情報機関としての側面は、このような点に

第５

判決の影響

あるだと思います。
しかし、ＮＨＫにはこれまでに述べてきた

最後に、今回の最高裁判決によって、私た

ような存在意義があるとしても、本判決に納

ち国民にどのような影響が出るのかについて

得のいかない人は多いかもしれません。それ

述べていきたいと思います。

２

は、
「時代の変化」によって、ＮＨＫによるテ

１

支払うべき受信料の範囲

レビ放送はもはや国民の情報提供機関として

最高裁は、
「受信契約の申込みに対する承諾

の機能を失いつつあるのでないか、という疑

の意思表示を命ずる判決の確定により同契約

問があるからでしょう。受信契約制度が始ま

が成立した場合、同契約に基づき、受信設備

ったばかりの時代であればともかく、現代の

の設置の月以降の分の受信料債権が発生する

国民は、テレビ放送によってではなくパソコ

というべきである。
」としており、その理由と

ンやスマートフォン等のインターネットから

して「同じ時期に受信設備を設置しながら、

情報を得るようになってきています。このよ

放送法６４条１項に従い設置後速やかに受信

うな時代の中で、ＮＨＫによるテレビ放送が

契約を締結した者と、その締結を遅延した者

持つ情報提供機関としての価値は次第に低下

との間で、支払うべき受信料の範囲に差異が
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生ずるのは公平とはいえないから」としてい
ます。

ければならないこととなります。
３

まとめ

契約に基づく債権債務が発生するのは、通

以上によれば、これまでに受信契約を締結

常であれば契約の成立時以降になりますが、

せず、受信料の支払いをしてこなかった人た

受信料に関する債権債務については、公平の

ちも、訴訟を提起され、判決が確定すれば受

観点から、受信設備を設置した時から受信料

信設備を設置した月からの受信料全額を支払

を支払うべきであるということです。この判

わなくてはならないこととなりました。最高

断により、受信設備を設置していた当初から

裁は、受信契約を締結することで当初から受

受信料を支払っていた人たちと、判決の確定

信料を支払い続けて続けている人たちと、受

によって受信料を支払う人たちとの間に差は

信契約の締結をせず、受信料の支払いを拒否

生じないこととなります。

し続けてきた人たちとの公平性を考えている

２

受信料債権の消滅時効について

ことからすれば、今回の最高裁判決によって、

上記のように、受信設備を設置した時から

受信契約の締結を拒否し続けることによるメ

の受信料を支払う義務が生じるということで

リットはほとんどなくなったといってよいで

あれば、受信料債権の消滅時効もこの時点を

しょう。

起算点として進行することになりそうですが、

以上

最高裁は、
「受信料債権（受信契約成立後に履
行期が到来するものを除く。）の消滅時効は、
受信契約成立時から進行する」としており、
消滅時効の起算点は、受信契約が成立した時
点であると結論付けています。その理由とし

この記事に関するお問い合わせ、ご照会は以下の
連絡先までご連絡ください。

て、
「消滅時効は、権利を行使することができ
る時から進行する（民法１６６条１項）とこ

弁護士

加藤

拓

taku.kato@jmatsuda-law.com

ろ、受信料債権は受信契約に基づき発生する
ものであるから、受信契約が成立する前にお

松田綜合法律事務所

いては、原告は、受信料債権を行使すること

〒100-0004

ができないといえる」ことを挙げています。

東京都千代田区大手町二丁目６番１号

この判断によって、何十年も前から受信契
約の締結を拒否している人も、受信設備を設

朝日生命大手町ビル７階
電話：03-3272-0101

FAX：03-3272-0102

置した時からの受信料全額について支払わな

この記事に記載されている情報は、依頼者及び関係当事者のための一般的な情報として作成されたも
のであり、教養及び参考情報の提供のみを目的とします。いかなる場合も当該情報について法律アド
バイスとして依拠し又はそのように解釈されないよう、また、個別な事実関係に基づく具体的な法律
アドバイスなしに行為されないようご留意下さい。
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