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第 1章　本稿の目的

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ればならない」
と規定している。さいたま地判平成 28年 8月 26日判時 2309号 48頁（以
下、「さいたま地裁判決」という）は、ワンセグ放送を受信可能な携帯電
話の「携帯」は同項の「設置」に当たらないとして、受信契約の締結義務
はないと判断した。同判決を契機として、放送受信契約制度それ自体に対
する関心が高まっている。このような状況のもと、本稿は、同項の要件面、
効果面および受信契約の解約面の 3点に着目して、放送受信契約制度それ
自体の法的な問題を整理することを目的とする。
まず、要件面に関して、前述したさいたま地裁判決を中心に整理する（第

2章）。同判決は、日本放送協会（以下、「NHK」という）および受信料の
性格に着目した検討から結論を導いており、放送受信契約制度の問題点を
示すものとして示唆に富む判決であるように思われる。次に、効果面に関
して、その議論状況を整理する（第 3章）。筆者は、効果面に関して詳細
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な議論を展開してきた 1）。本稿では、裁判例および学説の現状を簡単に示
すにとどめる。続いて、受信契約の解約に関して、受信機を廃止しなくて
も受信契約を解約することができるのかという点を中心に、その議論状況
を整理する（第 4章）。第 2章から第 4章では、いくつかの裁判例を取り
上げるが、裁判例の理論構成に対する具体的検討を行うことを目的とする
ものではない。本稿では、裁判例を通じて、放送受信契約制度それ自体の
法的な問題を整理することに力点を置くことにする。最後に、放送受信契
約制度の法的課題を示して、本稿を結ぶ（第 5章）。

第 2章　放送法 64条 1項の要件に関する法的問題

放送法 64条 1項の要件面に関して、さいたま地裁判決を中心に、同項
における「設置」につき、「設置」に「携帯」を含む見解、「設置」に「携
帯」を含まない見解に分けて整理することから始める。
なお、広辞苑では、設置の意味を「もうけおくこと」、携帯の意味を「た
ずさえ持つこと。身につけて持つこと」と定義されている 2）。

第 1節　「設置」に「携帯」を含む見解　

放送法には、「設置」について定義した条項は存在しない。日本放送協
会放送受信規約（以下、「受信規約」という）1条 2項本文は、「受信機（家
庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で、
NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。以下
同じ。）のうち、地上系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビ
ジョン受信機を設置（使用できる状態におくことをいう。以下同じ。）し

1） 谷江陽介『締約強制の理論』（成文堂、2016年）36頁以下、118頁以下では、
受信契約を強制的に締結させる解釈の問題点を具体的に検討した。筆者の論稿と
して、他にも、同「放送法 64条 1項違反の私法上の効力――締約強制論および
取締法規違反の私法上の効力論を中心として――」東海法学 45号（2011年）49頁、
同「放送受信契約をめぐる裁判例の動向と論点」現代消費者法 16号（2012年）
104頁、同「締約強制規定の私法上の効力――放送受信契約締結場面（放送法 64
条 1項）を中心として――」名古屋大学法政論集 254号（2014年）523頁、同「放
送受信契約の強制的成立」東海法学 49号（2015年）41頁がある。

2） 新村出編『広辞苑　第 6版』（岩波書店、2008年）864頁、1576頁。
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た者は地上契約、衛星系によるテレビジョン放送を受信できるテレビジョ
ン受信機を設置した者は衛星契約を締結しなければならない」と定めてい
る。同規約では、使用できる状態に置くことを「設置」としている。
NHKは、後述さいたま地裁判決の事案において、「放送法 64条 1項の趣
旨は、NHKの公共放送機関としての役割の重要性に照らし、NHKが適正
かつ公平に受信料を受領できるようにすることにあり、上記趣旨を全うす
るには、受信設備が一定の場所に設け置かれているか否かで区別すべきで
ないから、『設置』とは受信設備を使用できる状態に置くことを意味する」
と主張している 3）。
後述さいたま地裁判決が、ワンセグ放送を受信できる携帯電話を持って

いるだけでは受信料を支払う義務はないと判断したことに対して、高市早
苗総務相は、平成 28年 9月 2日の閣議後記者会見で、「携帯受信機も受信
契約締結義務の対象と考えている」と述べた。そのうえで、「NHKは『受
信設備を設置する』ということの意味を『使用できる状態に置くこと』と
規定しており、総務省もそれを認可している」と説明した 4）。
放送法に関する概説書は、「設置」に「携帯」が含まれることを前提と
して、受信設備のなかには、テレビ受信機の他、テレビチューナーの付い
たパソコン、ワンセグ放送を受信可能な携帯電話も含まれるとする 5）。

 
第 2節　「設置」に「携帯」を含まない見解
　　　　――さいたま地判平成 28年 8月 26日

さいたま地裁判決は、放送法 64条 1項の「設置」は「携帯」の意味を
含まないと判示しており、「設置」に「携帯」を含む見解とは異なる立場
を採用した。それでは、なぜこのような解釈に至ったのか、事実と判旨を
通して確認する。

3） 他にも、NHKは、「設置」という文言が、電気通信事業法 9条 1号、電気事業
法 39条 1項および株式会社日本政策金融公庫法 11条 1項 1号の規定を受けた同
法別表第 1の 3等の複数の法令において、一定の場所に設け置くことに限らず、
観念的な意味で用いられていることを主張の根拠として挙げている。

4） 以上、朝日新聞 2016年 9月 3日朝刊 5面 5頁。
5） 鈴木秀美ほか編『放送法を読みとく』（商事法務、2009年）258頁。
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第 1款　事実
Xは、ワンセグ機能付き携帯電話を所有している（通常のテレビ受信機
は X住所地に設置されていない）。本件は、① Xは、自己の所有する本件
携帯電話を一定の場所に設置しておらず、携帯しているにすぎないから、
放送法 64条 1項本文の「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」に該当しない、②仮に、該当するとしても、Xは本件携帯電
話を Y（NHK）の放送を視聴する目的で所有していないから、本件携帯
電話は同項ただし書の「放送の受信を目的としない受信設備」に該当する
と主張して、Xが、Yに対し、受信契約を締結する義務が存在しないこと
の確認を求めた事案である。

第 2款　判旨
本判決は、Xの請求を認容した。第 1款で述べた Xの主張①について、

憲法 83条、84条および財政法 3条を検討した結果、放送法 64条 1項の「設
置」は「携帯」の意味を含まないと判示した。そのうえで、Xは放送法
64条 1項本文の「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」に該当しないと判断した。なお、第 1款で述べた Xの主張②に関
する判断はなされていない。
（a）憲法 83条、84条および財政法 3条について
「国又は地方公共団体が、課税権に基づき、その経費に充てるための資
金を調達する目的をもって、特別の給付に対する反対給付としてでなく、
一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付は、その形式の
いかんにかかわらず、憲法 84条に規定する租税に当たる（最高裁判所平
成 18年 3月 1日大法廷判決・民集 60巻 2号 587頁参照）。
また、財政法 3条は『租税を除く外、国が国権に基いて収納する課徴金

及び法律上又は事実上国の独占に属する事業における専売価格若しくは事
業料金（以下、これらを『国権に基づく課徴金等』という。）については、
すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。』と規定し、
国権に基づく課徴金等にも憲法 83条（財政民主主義）、84条（租税法律
主義）の趣旨が及ぶことを明記している。
なお、財政法 3条は、現在、財政法第 3条の特例に関する法律により効力
が停止されているが、これは、国権に基づく課徴金等について課税要件法定
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主義が適用されないとするにとどまり、これらについて、法律又はその委任
のもとに政令や省令において課税要件及び租税の賦課・徴収の手続に関す
る定めをなす場合に、その定めはなるべく一義的で明確でなければならない
とする課税要件明確主義が適用されることを否定するものとは解されない」。
（b）受信料について
「放送法 64条 1項の規定によれば、Y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、実際に放送を受信し、視聴するか否かにかかわら
ず、Yと受信契約を締結する義務を負うから、受信料は必ずしも放送の視
聴に対する対価とはいえず、Yの維持運営のために特殊法人である Yに
徴収権が認められた特殊な負担金と解するのが相当である」。
（c）放送法 64条 1項における「設置」の解釈
「受信料は特殊な負担金と解されるが、国又は地方公共団体が使用する
経費に充てるための資金を調達する目的で徴収されるものではないから、
形式的には憲法 84条の『租税』には当たらない。
しかし、Yは、放送法 16条により設立された特殊法人であって、『公共

の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、か
つ、良い放送番組による国内基幹放送』を行うことを目的とし（放送法
15条）、内閣総理大臣が任命した委員により構成される経営委員会が、受
信料について定める受信契約の条項（受信規約）について議決権を有して
おり（同法 29条 1項 1号ヌ）、受信規約は総務大臣の認可を受ける必要が
あること（同法 64条 3項）からすれば、受信料の徴収権を有する Yは、
国家機関に準じた性格を有するといえるから、放送法 64条 1項により課
される放送受信契約締結義務及び受信料の負担については、憲法 84条（租
税法律主義）及び財政法 3条の趣旨が及ぶ国権に基づく課徴金等ないしこ
れに準ずるものと解するのが相当であり、その要件が明確に定められてい
ることを要すると解するのが相当である。
そして、同一の法律において、同一の文言が使用されている場合には、

同一の意味に解するのが原則であることはいうまでもないところ、課税要
件明確主義の立場からは、一層、同一文言の解釈について一貫性が要求さ
れるというべきである。
しかして、放送法 2条 14号は、『設置』と『携帯』を区別しているとこ
ろ、これらの文言の国語的意味からすれば、放送法 64条 1項の『設置』
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が『携帯』を含む旨の Yの主張には、文理解釈上、相当の無理があるも
のと言わざるを得ず、上記のとおり、受信料の徴収の前提となる放送受信
契約締結義務を課す放送法 64条 1項については租税同様、その要件が明
確に定められている必要があるというべきであるから、放送法 64条 1項
の『設置』は、同法 2条 14号の『設置』と同様、『携帯』の意味を含まな
いと解するのが相当である」。
（d）放送法 64条 1項の改正経緯について
「ワンセグ放送は平成 18年 4月から主要都市を中心に開始されたもので
あるところ、昭和 27年法律第 280号による放送法の改正がされた昭和 27
年当時、ワンセグ放送のような移動体機器を受信機とするテレビジョン放
送が想定されていたとは考えられず、一定の場所に設け置く通常のテレビ
ジョン受信機又はラジオが念頭に置かれていたと解されるのであり、昭和
27年法律第 280号による改正後の放送法 32条 1項の『設置』は、その文
言どおり、一定の場所に『設け置く』こと以上の意味を含んでいなかった
と解するのが相当である」。
「平成 21年改正及び平成 22年改正の際、『移動受信用地上放送』や『移
動受信用地上基幹放送』の定義として『携帯』という文言が放送法に取り
入れられることになったにもかかわらず、受信契約及び受信料について定
める放送法 64条 1項（平成 22年改正前にあっては放送法 32条 1項）の『設
置』という文言との関係について、国会で、説明がされたり、議論がされ
たりしたことはなかったのであるから、同項の『設置』の意義については、
従前のとおり変更しないという扱いがされたものと解するのが相当である。
したがって、上記のような放送法の改正経緯からも、昭和 27年法律第

280号による改正後の放送法 32条 1項の『設置』を『受信設備を使用でき
る状態に置くこと』という意味と解することはできず、現行の放送法の改
正までの間、『設置』の意義に変更が加えられたと解することはできない」。
以上のように判示したうえで、他の法律における「設置」の意義と放送

法 64条 1項本文の「設置」の関係、有料放送（放送法 147条 1項前段）
との関係を検討した結果、「放送法 64条 1項の『設置』を受信設備を使用
できる状態に置くことと解することはできず、本件携帯電話を携帯するに
すぎないX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』
に該当しないというべきである」と判断した。
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第 3款　放送法 64条 1項の要件に関する議論から得られた示唆
第 1款および第 2款では、放送法 64条 1項における「設置」の具体的
内容について、「設置」に「携帯」を含む見解、「設置」に「携帯」を含ま
ない見解を整理した。従来、前者の見解が支配的であったところ、さいた
ま地裁判決が後者の見解を示し、社会的耳目を集めた。それでは、さいた
ま地裁が厳格な文言解釈を要求したのはなぜなのだろうか。
まず、さいたま地裁は、憲法 83条、84条および財政法 3条を踏まえて、
法律またはその委任のもとに政令や省令において課税要件および租税の賦
課・徴収の手続に関する定めをなす場合に、その定めはなるべく一義的で
明確でなければならないとする課税要件明確主義が適用されるとする（判
旨（a））。
次に、受信料については、放送法 64条 1項の規定から、NHKの維持運
営のために特殊法人である NHKに徴収権が認められた特殊な負担金であ
ると解している（判旨（b））。そのうえで、NHKの目的（放送法 15条）、
経営委員会が受信規約の議決権を有している点、受信規約に関して総務大
臣の認可を受ける必要がある点から、NHKは国家機関に準じた性格を有
しており、契約締結義務および受信料の負担については、憲法 84条の租
税法律主義の趣旨が及ぶ国権に基づく課徴金等に準ずるもので、その要件
が明確に定められていることを要すると解している。この課税要件明確主
義の立場から、同一文言の解釈について一貫性が要求されるにもかかわら
ず、放送法 2条 14号は「設置」と「携帯」を区別しているから、国語的
意味からすれば、同法 64条 1項の「設置」が「携帯」を含む NHKの主
張は、文理解釈上相当の無理があり、同項の「設置」は、同法 2条 14号
の「設置」と同様に「携帯」の意味を含まないと解するのが相当としてい
る（判旨（c））。
上記に述べた他にも、放送法 64条 1項の改正経緯に着目した検討を行っ
ている。放送法の改正がされた昭和 27年当時の状況から、「設置」は一定
の場所に設け置くこと以上の意味を含んでおらず、「携帯」という文言が
放送法に取り入れられることになった後も、同項の「設置」という文言と
の関係について、国会における説明や議論はなかった。このことから、同
項の「設置」の意義については、従前のとおり変更しないという扱いがさ
れたものと解している（判旨（d））。
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さいたま地裁判決は、受信料の徴収権を有する NHKの国家機関に準じ
た性格、受信契約締結義務および受信料の負担についての国権に基づく課
徴金等ないしこれに準ずる性格に着目して、同一文言の解釈について一貫
性を要求している。この視点は、放送法と受信規約との関係を検討するう
えで示唆を与えるものであるように思われる。同判決は、放送法 64条 1
項にいう「設置」と、同法 2条 14号にいう「設置」（「携帯」を含まない）
の一貫性を要求しており、放送法の規律それ自体から結論を導き出した。
その結果、受信規約の「設置」に関する規律が否定された。紛争場面は異
なるものの、従来の裁判例は、受信契約に関する事案において、受信規約
の規律が当然有効であることを前提としていた。例えば、放送法 64条 1
項の効力が争われた事案では、「放送受信契約は、受信機の設置の日に成
立するものとする」と定めた受信規約 4条 1項に基づき、受信機の設置の
日に遡って受信契約が効力を有するとしたうえで、同 5条 1項 6）により、
受信機の設置の月から受信料の支払義務を負うとしている 7）。「受信設備を
設置した者は、……契約をしなければならない」と定めた放送法 64条 1
項と受信規約 4条 1項および 5条 1項の規律内容には大きな相違があるに
もかかわらず、放送法 64条 1項の効力として受信料の支払義務を負う時
点を定めるにあたり、同規約を根拠としている。
さいたま地裁判決は、放送法の規律と受信規約の規律が異なる場合には、
受信規約の規律は全く意味を持たないという当然のことを示すものであ
る。しかし、受信契約に関する事案において、受信規約の内容を絶対視し
てきた状況のもと、同判決は、受信規約の合理性を再検討すべき旨を示唆
するものとして意義のある判決であるということができるであろう 8）。

6） 受信規約 5条 1項は、「放送受信契約者は、受信機の設置の月から第 9条第 2
項の規定により解約となった月の前月（受信機を設置した月に解約となった放送
受信契約者については、当該月とする。）まで、1の放送受信契約につき、その種
別および支払区分に従い、次の表に掲げる額の放送受信料（消費税および地方消
費税を含む。）を支払わなければならない」と定めている。

7） 東京高判平成 25年 10月 30日判時 2203号 34頁、東京高判平成 25年 12月 18
日判時 2210号 50頁等。

8） なお、第 3章で述べるように、筆者は、放送法 64条 1項の効力として受信契
約の強制的締結は認められないと考えている。この立場からすると、同項は私法
上の義務を課したものではないため、同項の「設置」に「携帯」が含まれると解
したとしても、受信者に不利な解釈とはならない。
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第 3章　放送法 64条 1項の効果に関する法的問題

【 1】：横浜地相模原支判平成25年 6月27日判時2200号120頁（【6】の原審）
【 2】：東京地判平成 25 年 7 月 17 日判時 2210 号 56 頁（【9】の原審）
【 3】：横浜地川崎支判平成25年 9月20日LEX/DB25501707（【11】の原審）
【 4】：東京地判平成 25 年 9 月 20 日 LEX/DB25501706
【 5 】：東京地判平成 25 年 10 月 10 日判タ 1419 号 340 頁
【 6】：東京高判平成 25 年 10 月 30 日判時 2203 号 34 頁
【 7】：横浜地相模原支判平成 25 年 11 月 13 日 9）

【 8 】：横浜地川崎支判平成 25 年 11 月 22 日
【 9】：東京高判平成 25 年 12 月 18 日判時 2210 号 50 頁
【10】：東京地判平成 26 年 1 月 16 日 LEX/DB25517524
【11】：東京高判平成 26 年 1 月 23 日 D1-Law28220678
【12】：東京地判平成 26 年 1 月 29 日 LEX/DB25517695
【13】：東京地判平成 26 年 3 月 3 日 LEX/DB25518476
【14】：東京地判平成 26 年 10 月 9 日 LEX/DB25522412
【15】：東京地判平成 27 年 10 月 29 日 LEX/DB25541338

従来、放送法 64条 1項について、その効力面に焦点を当てた検討がな
されてきた。すなわち、受信者が受信契約の締結を拒絶していたとしても、
同項の効力として受信契約の強制的締結を認めることができるのかが論じ
られてきた。
学説上、放送法 64条 1項の効力について、受信契約の強制的締結を認
めることはできないと考える見解が支配的である 10）。筆者も、次の観点か
ら、受信契約の強制的締結を認めることはできないと考えている 11）。契約
自由を制限して契約の強制的締結を認めるための前提として、契約の代替
可能性、すなわち他の者と同種の契約を締結することができる可能性がな

9） 【7】および【8】は、弁護士から入手したものであり、公表されていない。
10） 谷江・前掲注（1）『締約強制の理論』118頁以下。学説上、受信契約の強制的
締結を認める見解として、錦織成史「判批」私法判例リマークス 50号（2015年）
14頁がある。錦織教授は、受信契約なしの視聴は放送法 157条違反の不法行為で
あることを前提とした論理を展開しており、申込到達後 2週間で契約が成立した
と解する裁判例の立場を支持する。

11） 谷江・前掲注（1）『締約強制の理論』40頁以下。
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いという点が基礎となっている。受信契約の締結場面では、契約の代替可
能性がある以上、受信契約の強制的締結を認めるための基礎を欠いており、
受信契約の強制的締結を認めることはできないという帰結となる 12）。
これに対して、裁判例は、放送法の趣旨から受信契約の強制的締結を認

めてきた。【裁判例一覧】の全ての裁判例が、受信契約の強制的締結を認
めている。裁判例による受信契約の強制的締結を導く法律構成には、申込
到達後 2週間で契約が成立したと解する立場（【裁判例一覧】の【6】～【8】）
と、承諾の意思表示を命ずる判決により契約が成立したと解する立場（【裁
判例一覧】の【1】～【5】、【9】～【15】）がある。後者の立場が多数となっ
ている。
以上の状況につき、平野裕之教授は、「判例と学説との間には宗教対立

ごとき断絶にも近い評価の隔離が見られる」と述べており、「学説の多くは、
契約の締結強制という形式にアレルギー反応を起こし、……判例は、
NHK事業の維持、NHK番組を視聴している受信料不払者への非難、受信
料を支払っている者との公平の確保といった観点」から「受信料を払わな
いのは悪ということを前提にしている」と評価する 13）。
放送法64条1項の効力を含めた受信契約の締結に関する問題について、

最高裁は、平成 28 年 11 月 2 日、大法廷で審理することを決めた 14）。第 2
章で述べた受信契約の成立および支払義務を定めた規約（受信規約 4条
1項、5条 1項）との関係をも含め、受信契約の強制的締結が認められる
か否かにつき、最高裁判所がどのような判断を示すのかが注目されると
ころである。

12） 谷江・前掲注（1）『締約強制の理論』118頁以下。なお、同書 135頁以下では、
比例原則に着目した検討からも、受信契約の強制的締結は認められないことを明
らかにした。また、千葉恵美子教授は、締約強制という形で国家が介入すること
が過剰介入となるのかを審査するさいに、比例原則に着目した検討が有力な手法
であることを論じている（同「規制改革と契約法――郵便法免責規定違憲判決を
契機として――」名古屋大学法政論集 201号〔2004年〕413頁以下）。

13） 平野裕之「NHKとの受信契約締結義務をめぐって」新・判例解説Watch19号（2016
年）77頁。

14） 朝日新聞 2016年 11月 3日朝刊 3面 3頁。　
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第 4章　放送受信契約の解約に関する法的問題

第 1節　はじめに

受信規約 9条は、受信契約の解約について、次のように定めている。

受信規約 9条（放送受信契約の解約）
放送受信契約者が受信機を廃止すること等により、放送受信契約を要
しないこととなったときは、直ちに、次の事項を放送局に届け出なけ
ればならない。
（1）放送受信契約者の氏名および住所
（2）放送受信契約を要しないこととなる受信機の数
（3）受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所
（4）放送受信契約を要しないこととなった事由
2　NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できた
ときは、放送受信契約は、前項の届け出があった日に解約されたもの
とする。（以下略）

同条に関して、①「放送受信契約を要しないこととなったとき」とはい
かなるときか、②受信機の廃止等、届け出、および NHKの確認がなけれ
ば受信契約の解約を認めない同条の定めは消費者契約法 10条により無効
であるといえるか否かの 2点が争点となってきた。この 2点を整理したう
えで、受信契約の解約に関する法的問題を示す。

第 2節　受信規約 9条をめぐる裁判例

第 1款　受信規約 9条の要件
東京地判平成 28年 7月 20日 LEX/DB25532934をもとに、解約の要件
に関する裁判例を整理する。
（a）事実
Yは、平成 27年 5月 31日、Yの自宅に、X（NHK）の行う地上系によ

るテレビジョン放送を受信することのできるデジタル放送対応テレビ（以
下、「本件受信機」という）を設置した。Yは、Xの提訴に先立ち、Xに
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対し受信料債務が存在しないことの確認を求める本訴を提起したが、Xか
ら反訴が提起された後に、本訴を取り下げた。Yは、平成 28年 3月 26日、
Xとの間で、受信規約を契約内容とする受信契約を締結した。Yが平成
28年 2月分までの受信料を支払ったため、Xは、同年 3月分の未払受信
料の請求に係る部分を除き、反訴を取り下げた。その結果、本件において
は、Y主張の解約に関する効力のみが争われることになった。

Yは、平成 28年 3月 26日、Xに対し、Xの放送だけを映らないように
するカットフィルター 15）を自宅の壁内の空間に埋め込む工事をしたことに
より、本件受信機は Xの放送を受信することができなくなったため、受信
規約 9条 1項の「受信機を廃止すること等により、放送受信契約を要しな
いこととなったとき」に該当するとして、同項に基づき、受信契約の解約
届を提出した。そのうえで、Yは、同契約は解約されたから、同月分の受
信料の支払義務を負わないと主張した。これに対して、Xは、Yに対し、
受信契約に基づき、平成28年3月分の未払受信料1310円の支払いを求めた。

Yが、受信規約 9条 1項の「受信機を廃止すること等により、放送受信
契約を要しないこととなった」と主張する理由は、以下の通りである。Yは、
平成 28年 3月 1日、本件フィルターの開発者に施工を依頼して、自宅の
アンテナコンセントが設置された壁内の空間に、Xの行う地上系によるテ
レビジョン放送のデジタル信号を遮断する装置である本件フィルターを埋
め込んで、アンテナケーブルと接続する配線工事を行ったので、本件受信
機で Xの放送を受信することはできない状態にある。配線工事の知識が
ない Yにとって、本件フィルターを取り外して元の配線に戻すことは非
常に困難であるうえ、本件工事では本件フィルターを 1度取り外すとその
痕跡が残るような細工が施されており、その細工の内容は Y自身にも知
らされていないから、Yは本件フィルターを自らの意思で自由に取り外す
ことはできない。
これに対して、Xは、次のように主張した。Yが本件フィルターを自宅

の壁内の空間に埋め込む工事を行ったとしても、自らの意思で本件フィル
ターを取り外すことに何らの障害もなく、容易に Xの放送を受信可能な
状態に置くことができる。本件フィルターを取り外すと痕跡が残るような

15） このフィルターは、「イラネッチケー」と呼ばれている。
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細工を施したとしても、Yの意思次第で本件フィルターを取り外すことが
可能な状態にあることには変わりがない。したがって、受信規約 9条 1項
の「受信機を廃止すること等により、放送受信契約を要しないこととなっ
た」といえないから、本件解約届の提出によって本件契約が解約されるこ
とはなく、Yは平成 28年 3月分の受信料の支払義務を免れない。

（b）判旨
同判決は、以下のように述べて、本件解約届の提出によって本件契約が

解約されることはなく、Yは平成 28年 3月分の受信料の支払義務を免れ
ないと判示した。
「放送法及び本件規約が受信設備の『設置』という外形的事実を基準と
して、これに当てはまる者に放送受信契約の締結を義務付け、その者が X
の放送を実際に視聴するか否かにかかわらず、等しく受信料の支払義務を
負担させるものとしていることに照らすと、本件規約 9条が定める同契約
の解約の要件に当たるか否かについても、同様の外形的事実を基準として
判断すべきものと解するのが相当である。Yは、本件工事を行ったことに
より、本件受信機で Xの放送を受信することはできない状態にあると主
張するが、Yの主張によっても、Yの自宅に Xの行う地上系によるテレ
ビジョン放送を受信する機能を有するデジタル放送対応テレビが設置され
ているという外形的事実に変わりはなく、Yが本件工事の施工を依頼した
者に復元工事を依頼するなどして本件フィルターを取り外せば、本件受信
機で Xの放送を視聴することができるのであるから、本件フィルターが
取り付けられたことにより Xの放送のデジタル信号が遮断されて現に X
の放送を視聴することができない状態にあるとしても、これをもって、Y
が『受信機を廃止すること等により、放送受信契約を要しないこととなっ
た』ということはできない」。

第 2款　受信規約 9条の効力
次に、東京高判平成 22年 6月 29日判時 2104号 40頁をもとに、解約の

効力に関する裁判例を整理する。
（a）事実

X（NHK）は、受信契約に基づき、Yに対し、受信料等の支払いを求め
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た。これに対して、Yは、受信規約 9条は消費者契約法 10条により無効
であるとして、本件契約に基づく受信料の支払いを拒絶することにより、
Xに対し、本件契約を解約する旨の意思表示をしたのであるから、本件契
約は解約済みである旨を主張した。
原審（東京地判平成 21年 7月 28日判時 2053号 57頁）は、①受信規約

9条は受信契約の解約を絶対に禁止するものではないこと、②受信規約は、
あらかじめ総務大臣の認可を受けていること、③受信規約は、官報や X
のウェブサイト等により一般に周知されていること等の各事情から、受信
規約 9条は消費者契約法 10条に該当しないと判断した。
（b）判旨　※判決文中の法 32条は、現在の放送法 64条を指している

 「法 32条が放送受信契約の締結を義務づけ、放送受信規約 9条はこのこ
とと同趣旨のことを定めるものであって（法 32条が適用されることは、
消費者契約法 11条 2項）、法 32条は、当事者間でこれと異なる合意をす
ることを禁止する強行規定と解されることからすれば、そもそも、法 32
条と異なる契約を締結することができない場合であって、消費者契約法
10条が適用され得る余地はない」。

第 3節　受信契約の解約に関する法的問題と課題

第 1に、「放送受信契約を要しないこととなったとき」（受信規約 9条）
について、東京地判平成 28年 7月 20日は次のように解している。すなわ
ち、放送法および受信規約が受信設備の設置という外形的事実を基準とし
て受信契約の締結義務および支払義務を負わせていることから、受信規約
9条が定める解約の要件に当たるか否かについても、外形的事実を基準と
して判断すべきである。第 2に、受信機の廃止とその届け出がなければ解
約を認めない受信規約 9条の定めについて、東京高判平成 22年 6月 29日
は次のように解している。すなわち、放送法 64条が受信契約の締結を義
務づけ、受信規約 9条はこのことと同趣旨のことを定めるものであるから、
消費者契約法 10条は適用され得る余地はない。
上記 2つの判決は、放送法 64条 1項の規定とパラレルに受信規約 9条

の解釈をしており、放送法 64条 1項が私法上の義務を定めた規定である
ことを前提としているように思われる。まず、東京地判平成 28年 7月 20
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日は、設置という外形的事実から私法上契約締結の義務が生じることを前
提として、外形的事実を基準に解約という効力が認められるのかを判断す
べきであると考えている。「これに当てはまる者に……受信料の支払義務
を負担させるものとしている」と判示しており、この判示内容は、受信契
約を強制的に締結させることができることを所与のものとしているからで
ある。その結果、「受信契約を要しないこととなったとき」（受信規約 9条）
に当たるのは、受信機の廃止といった設置自体の状況に変更が加えられた
ときに限られるとの結論を導いている。次に、東京高判平成 22 年 6 月 29
日は、「法 32 条が適用されることは、消費者契約法 11 条 2 項」（前述の通
り、法 32 条は、現在の放送法 64 条を指している）、「法 32 条は、……強
行規定と解される」と述べている。同判決は、放送法 64 条を強行規定と
解していることから、同条を訓示規定としてではなく、私法上の義務を定
めた規定であると位置づけており、同条の性格を踏まえた結果、消費者契
約法 10 条該当性を否定するとの結論を導いている。
受信契約の解約に関する法的問題は、第 3章で述べた放送法 64 条 1 項
の法的効果をどう考えるのかという問題と密接に関連している。裁判例の
ように同項を私法上の義務を定めた規定と解すれば、外形的事実から契約
締結および解約の効力を判断する解釈が妥当し、受信規約 9条は合理性を
有するため、消費者契約法 10 条に該当して無効となることもない。これ
に対して、放送法 64 条 1 項を訓示規定と解すれば、契約を締結するか否
かについては受信者の善意・自発性に委ねられる以上、通常の契約と同様、
解約の自由という観点が重視されることになるであろう。その結果、受信
契約を解約する場合において、受信機の廃止等、届け出、NHKによる確
認という一連の手続きを要する受信規約 9条が消費者契約法 10 条に該当
して無効であるとの解釈も成り立ち得るように思われる。受信規約 9条が
消費者契約法 10 条に該当するか否かについては、民法上の解約の自由と
いう一般法理と比べて、消費者（契約者）の権利を制限しているといえる
のか（前段要件）、上記一連の手続きは「消費者の利益を一方的に害する」
ものであるといえるのか（後段要件）という点をいかに評価するのかが問
われている。今後、具体的に検討していく必要がある。
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第 5章　結語

本稿では、放送法 64条 1項の要件面、効果面および受信契約の解約面
の 3つの問題に着目して、放送受信契約制度それ自体の法的な問題につい
て整理した。具体的には、同項の「設置」が「携帯」を含むのか（要件に
関する問題）、同項の効力として受信契約の強制的締結が認められるのか
（効果に関する問題）、受信契約の解約がいかなる場合に認められるのか（解
約に関する問題）について、それぞれの議論状況を整理した。
要件に関する問題は、放送法 64条 1項の「受信設備を設置した者」の
範囲を画定し、効果に関する問題は、「契約をしなければならない」と定
めた同項を受信者の善意・自発性に委ねた訓示規定と位置づけるのか、私
法上の義務を定めた規定と位置づけるのかという極めて重要な問題を提起
している。また、解約に関する問題は、一旦成立した契約の解約を認める
範囲を画定するものであり、同項の効果をどう考えるのかという問題と密
接に関連している。
本稿における検討の結果、受信契約の成立・消滅という放送受信契約制

度の骨格部分をいかに規律すべきなのかという制度の全体構造を踏まえな
がら、放送受信契約制度を具体的に再検討する必要があることが明らかと
なった。従来、受信契約に関する事案において、総務大臣の認可等を根拠
として、受信規約の内容を絶対視してきた嫌いがある。しかし、近時のさ
いたま地裁判決が示唆するように、受信規約の内容が合理性を有している
のかという視点から、放送受信契約制度のあり方を根本から見直すための
検討がなされなければならないように思われる。
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