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1  政府は今回の震災の名称を「東日本大震災」とす
ることを閣議了解した

1  日本相撲協会は八百長に関与したと判断した力士
や親方23人を引退勧告や 2年間の出場停止などの
処分にすることを決めた（11日にはさらに 2人の
力士の引退勧告処分を決めた）

2  東京電力福島第一原発の事故で，海沿いの施設の
ひび割れから高濃度の放射性物質を含む多量の水
が海に流れ出ているのが確認された

8  東京電力は 3月14日から実施してきた計画停電を
原則として行わないと発表し，「不満や不公平感
の声が多く寄せられた」として陳謝した

10 統一地方選挙前半の投票・開票が行われ，東京都
知事選挙で石原慎太郎氏が 4選するなど，民主党
と自民党の「対決」となった 3つの知事選はいず
れも民主党の候補が敗れた

12 原子力安全・保安院は国際的基準に基づく今回の
原発事故の評価をチェルノブイリ事故と同じ，最
悪の「レベル 7」に引き上げることを決めた

12 2010年 7 月の臓器移植法改正で15歳未満の脳死判
定が可能となって以来初めて，関東甲信越地方の
病院で10代前半の男の子が脳死と判定された

12 大阪地検特捜部の証拠品改ざん事件で，証拠隠滅
罪に問われていた元主任検事の前田恒彦被告に大
阪地裁は懲役 1年 6か月の実刑を言い渡した

13 エジプトの検察当局は反政府デモの参加者の殺害
を許可した疑いなどでムバラク前大統領と息子 2
人を拘束し，本格的な捜査に乗り出した

17 東京電力は工程表を発表し， 6か月から 9か月程
度を目標に原発を安定化させる見通しを示した

20 財務省が発表した 3月の貿易収支は，震災の影響
で自動車や半導体などの輸出が16か月ぶりに減少
に転じたことなどから，貿易黒字の額は前年同月
比で78.9％の大幅な減少となった

22 政府は，福島第一原発から半径20キロ圏外で放射
線積算量が年間20ミリシーベルト以上と予測され
る地域を「計画的避難区域」に指定した

22 キャンディーズの元メンバーで「スーちゃん」と
呼ばれて人気を集め，解散後は女優として幅広く
活躍した田中好子さんが乳がんのため死去，55歳

23 ソニーブランドの海外進出を手がけ，映画や音楽
のコンテンツ事業の基礎を築いた元社長，大賀典
雄さんが死去，81歳

26 50か国以上で展開しているソニーのゲーム機「プ
レイステーション」のオンラインサービスに不正
侵入があり，利用者の個人情報が流出した

27 米国の大手格付け会社は，震災や原発事故を受け
日本の国債の信用度を示す格付けを「安定的」か
ら「ネガティブ」に引き下げた

29 震災で大きな被害を受けた東北新幹線が49日ぶり
に全線で運転を再開した 

3.28 ｢接触者率 3年後80％｣「受信料支払率 3年後75％」の
経営 2目標を掲げた 3か年経営計画の最終年度を迎えた

28 Eテレ，R1，R2，FMの11年度番組改定がスタートした。
GTVは，東日本大震災関連で当初の予定を１週間延ば
して 4月 4日から新年度番組を開始した

1  BSデジタル放送が「BS1（ワン）」と「BSプレミアム」
の 2波に再編成され，スタートした
主な新設番組は次のとおり
G－『ひるブラ』（月～木），『ディープピープル』（月），『ア

スリートの魂』（月），『仕事ハッケン伝』（木），『週
刊　ニュース深読み』（土），『サキどり↑』（日）

E－『フックブックロー』（月～金），『大！天才テレビ
くん』（月～木），『スクールLive Show』（金）

BS1－『ワールドWave』（月～日），『ほっと＠アジア』
（月～金），『地球テレビ　エル・ムンド』（月～金）

BSP－『にっぽん縦断　こころ旅』（月～金），『ワイル
ドライフ』（月），『みんなDEどーもくん！』（日）

R1－『渋谷スポーツカフェ』（火），『昭和歌謡ショー』
（木），『映画音楽パラダイス』（金）

R2－『NHKラジオアーカイブス』（月），『詩歌を楽しむ』
（金），『攻略！英語リスニング』（土，日）

FM－『とことん○○』（月～金），『石丸幹二のシアタ
ーへようこそ』（金），『AKB48の私たちの物語』（金）

ワンセグ 2－『楽ごはん』（月～金），『Shibuya Deep A 
ワンセグ延長戦』（金），『女子力アップ塾』（土）

1  震災に関する報道について，正確できめ細かい情報を国
民にいち早く伝えるよう総務省から文書で要請を受けた

1  国の重要な政策などに関わる事項などを国際放送で総務
相の要請に基づいて報道する11年度の「要請放送」につ
いて，要請に応じることを決め，総務相に回答した

1  「NHK倫理・行動憲章」の「行動指針」に“暴力団等
を排除する項目”を新たに付け加え，暴力団との関係が
あとで判明した場合も出演者との契約を解除できる条項
を盛り込んだ

8  震災の緊急措置として実施した「NHKワールドTV」の
ネット経由によるケーブル局への提供を停止した

9  BSPで，30日までの毎週土曜，『よみがえる大河ドラマ　
デジタルリマスター版　初期10作』を放送した。ハリウ
ッドの最新技術を使い，貴重な現存映像の修復を行った

12 経営委員会はJFEホールディングス相談役の數土文夫氏
を経営委員長に選任した

21 GTVの正午の『ニュース』は，震災関連でこの日まで
30分ないし，40分拡大して伝えた

22 優れた業績を上げたジャーナリストに贈られる「日本記
者クラブ賞」に『クローズアップ現代』の国谷裕子キャ
スターが選ばれた。放送は18年以上3,000回を超えた

23 GTVで，『NHKスペシャル　東日本大震災　被災地は訴
える～復興への青写真～』を放送した。自治体の代表と
政府の「復興構想会議」の委員が緊急討論した

25 『ニュース 7』は，震災関連ニュースを詳細に伝えるた
めこの日まで時間枠を 1時間に拡大した

4月
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1  総務省は，NHKと民放連に対し，東日本大震災に関
する報道について，正確できめ細かい安否情報や生
活情報を提供することを文書で要請した

6  総務省は，東日本大震災に関し，不確かな情報や不
安をあおる流言飛語が広がっているとして，電気通
信事業者に対して適切な対応を求めた

7  総務省とデジタル放送推進協会は，東日本大震災の
被災地である岩手，宮城，福島，茨城の各県と大地
震が続いた長野県で，地上テレビ放送を見られなく
なった世帯や事業所が，地デジ難視対策衛星放送を
見られるようにする措置を講じた

8  総務省のホワイトスペース推進会議は，ホワイトス
ペースの全国展開にあたり，44件の提案の中から25
件を選定した。放送局関係では，エフエム京都，JM
デジタルメディア，中海テレビ，テレビ神奈川，毎
日放送などが実証実験を行うことになった。このう
ちテレビ神奈川は，横浜市のみなとみらい地区で新
型コミュニティーマルチキャスト放送を活用して
「カレッジ・ワンセグ」放送局を立ち上げることに
している

11 ラジオ福島とエフエム福島は，ラジオ番組『守りま
す！福島～政府原子力被災者生活支援チームQ＆
A』の放送を始めた。原子力発電所事故の影響の長
期化を受け，事故関連の最新情報を提供する

12 ラジオ番組をインターネットで同時配信する「ラジ
コ」が，新たな実施局の実用化試験配信を始めた。
加わったのは関東 7局，近畿 4局の合わせて11局。
10月からの本配信を目指す

15 テレビユー福島が，福島県内向けの地域情報番組と
ニュースを，埼玉県加須市に集団で避難している双
葉町の住民に向けて配信し始めた。放送と同時配信
すると放送の区域外送信となるため，番組とニュー
スを録画しCMを削除した後，光回線で送るIPTVの
仕組みを使い， 1時間後には避難所で視聴できるよ
うにしている

19 楽天が保有するTBSホールディングスの株式の買い
取り価格を巡ってTBSと楽天が争っていた裁判で，
最高裁判所は， 1株1,294円とした 1審と 2審の決定
を支持し，楽天の抗告を棄却した。この価格は，楽
天が買い取りを求めた時点でのTBS株の価格。楽天
は 1株平均3,100円で取得したと言われ，より高い価
格での買い取りを求めていた

20 総務省は，東日本大震災で甚大な被害のあった岩手，
宮城，福島の 3県について，11年 7 月24日に予定し
ている地上テレビ放送のデジタル化への切り替えを
最大で 1年間延期することを決めた

25 福島原子力発電所事故対策統合本部は，経済産業省
原子力安全・保安院，内閣府原子力安全委員会，東
電などの記者会見を一元化した

26 毎日新聞社は，タブロイド紙「MAINICHI RT」を
パソコンで読める電子版の配信を始めた

3  中国政府は，北京オリンピックのメインスタジアム
を設計した芸術家で，ツイッター上での人気も高い
体制批判派の艾未未（がい・みみ）氏を拘束した。
チュニジアで起きた「ジャスミン革命」の中国への
波及を警戒している当局が，体制に批判的な言論へ
の締め付けを強化したものと見られている

6  ニュージーランドのコールマン放送相は，公共放送
TVNZのデジタルチャンネル「TVNZ 7 」への補助
金を打ち切ることを明らかにした。「TVNZ 7 」は，
TVNZの 4 つのデジタル無料チャンネルの中で唯一
広告が入らず，ニュースやドキュメンタリーなどが
評価されているが，補助金打ち切りによって12年 6
月に放送を終了する

7  イギリスの地上デジタル放送への移行を推進する
Digital UKは，ロンドンのアナログ放送を12年 4 月
に終了すると発表した。北西イングランドと北アイ
ルランドでも12年内にアナログ放送が終了し，全土
のデジタル移行が完了する 

7  フランスの公共放送フランステレビジョンは，
iPhoneやiPad向けのアプリケーションを立ち上げ，
放送番組のキャッチアップ（見逃し番組）やサイマ
ルストリーミングサービスを開始した。サイマルサ
ービスでは，F2，F3，F4，F5，RFOのフランステ
レビジョンのすべてのチャンネルで著作権上の問題
があるものを除くニュース，スポーツ，ドラマなど
あらゆるジャンルの番組について，放送と同時に
iPhoneやiPadで受信が可能となる

12 アメリカのラスベガスで行われた「NABショー
2011」で，FCCのジェナカウスキー委員長が，急速
に普及するブロードバンド需要に対応するために，
テレビ局などが所有する周波数帯域を自主的に返上
することを求めたのに対して，NABのスミス会長は
その要求とは全面的に対決する姿勢を示し，両者が
激しく対立した

12 アメリカ・ワシントンの報道博物館「ニュージアム」
は，宮城県石巻市の「石巻日々新聞」が東日本大震
災直後に手書きで発行して避難所などに貼り出した
壁新聞を展示し，永久保存することを決めた

14 イタリア経済開発省が主導し，デジタル放送への移
行を推進する「デジタル放送実行委員会」は，アナ
ログ放送終了の時期を 6か月前倒しして，12年 6 月
末とする新計画を決定した

18 インターネット上を主要な発表の場とするプロパブ
リカが， 2年連続でピュリツァー賞を受賞した。ア
メリカではネットで報道する非営利のメディアが増
えており，プロパブリカはその代表的存在

28 ドイツ政府の諮問機関『安全なエネルギー供給のた
めの倫理委員会』の公開討論が11時間に及んで行わ
れたが，このもようを公共放送ARDとZDFは，共同
で運営している時事専門チャンネルPhoenixですべ
て生放送した

4月
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1  オバマ米大統領は，国際テロ組織アルカイダを率
いるオサマ・ビンラディン容疑者を米軍の単独作
戦によってパキスタン国内で殺害したと発表した

6  菅首相は中部電力の浜岡原発について，東海地震
対策が完成するまでの間，すべての原子炉の運転
を停止するよう要請したと発表した（ 9日，中部
電力が要請を受け入れ，14日，5基すべてが停止）

8  日本相撲協会は八百長問題を受けて，夏場所の開
催を見送り，代わりに取組を無料で公開する「技
量審査場所」を22日まで行った

10 福島第一原発から半径20キロ圏内の警戒区域での
住民の一時帰宅が福島県川内村で始まった

12 福島第一原発 1号機で“メルトダウン”が起き原
子炉に小さな穴が開いたとみられることが分かっ
た（24日，東京電力は， 2， 3号機もメルトダウ
ンした可能性があるという解析結果をまとめた）

13 政府は，東京電力の賠償金支払いを支援する新組
織の設置や公的資金の投入などの枠組みを決定す
るとともに，東京電力，東北電力管内の企業と家
庭を対象に，11年夏は前年比で15％節電する目標
を決定した

15 法務省は，震災後，処分保留のまま容疑者を釈放
し，批判を受けた福島地検の中村明検事正を交代
させる人事を発令した

16 クイズ番組の司会者を長年務め，名脇役として知
られる俳優，児玉清さんが死去，77歳

18 英国のエリザベス女王が隣国のアイルランドを訪
問した。英国君主の訪問は100年ぶりで，アイル
ランド独立後は初めて

20 東京電力は11年 3 月期の決算で，創業以来最大規
模の 1兆2,000億円余の赤字を計上した

21 長年にわたり映画やドラマで幅広い役柄をこなし
てきた俳優の長門裕之さんが死去，77歳

24 1967年に茨城県で起きた強盗殺人事件「布川事
件」の再審判決で水戸地裁土浦支部は，逮捕から
29年後に仮釈放された桜井昌司さんと杉山卓男さ
んの 2人に無罪を言い渡した

25 北朝鮮のキム・ジョンイル総書記と中国の胡錦濤
主席が北京で首脳会談を行った

26 福島第一原発 1号機で震災当日，原子炉を冷却す
るための海水注入を 1時間余り中断したと説明し
ていた東京電力は，関係者から聞き取り調査を進
めた結果，中断していなかったと発表した

27 北海道占冠村のJR石勝線のトンネルの中で，特
急列車が脱線して動けなくなった後，火災が発生
し，歩いてトンネル外に避難した乗客ら39人がや
けどをするなどして病院に運ばれた

30 ドイツの連立与党は，遅くとも2022年までにドイ
ツ国内の17基すべての原発を廃止する方針を決定
した。主要国で脱原発政策を打ち出したのは初め
て 

1  BS1で『プロジェクトWISDOMスペシャル～緊急報告　
中東革命』の第 1回を放送した。11年 1 月にチュニジア
で始まり，エジプトやリビアなどに拡大した“中東革命”
の今後の行方や世界への影響などを 2回シリーズで伝え
た。第 2回は 5月 8日に放送した

3  GTVで『歌でつなごう～いま　あなたに届けたい』を
放送した。被災地の様子，各地の応援の動きや，故郷が
被災した千昌夫さん，中村雅俊さんの思いも紹介した

3  GTVで『憲法記念日特集　大震災，そして政治は　～
この難局を乗り越えるために』を放送した。各界の有識
者 6人が，政治は何をすべきか，政治は日本の総力を結
集できるかなどをテーマに討論した

5  この 1年間，全国の若者がふるさとの誇りをかけて繰り
広げてきた料理対決の決戦のもようを仙台放送局から
GTVの『別冊あさイチ～おいしい闘技場決勝大会』で
紹介した

7  GTVの『NHKスペシャル　巨大津波“いのち”をどう
守るのか』は，NHKが撮影した映像や住民が撮影した
映像，さらに住民の証言や専門家の分析を基に，命を守
るために何が必要だったかを伝えた

8  大相撲の「技量審査場所」が22日まで開催されたが，日
本相撲協会の再生への取り組みが進行中であることや本
場所ではないことから中継は実施しなかった。今後の記
録として実況収録は通常どおり行い，取組内容は『ニュ
ース』の中で随時，紹介した

19 従来のハイビジョンの16倍，3,300万画素で臨場感と迫
力のある映像を表現する次世代のテレビ放送，「スーパ
ーハイビジョン（SHV）」に対応した液晶テレビを世界
で初めてシャープと共同で開発，公開した

23 中国の辛亥革命から100年，BSPで26日までの 4日連続
で『近代中国に君臨した女たち』を放送した。番組では
西太后，婉容，宋慶齢，江青の 4人の女性の視点から中
国近代史を読み解いた

23 11年 2 月に出張先の静岡局で 5万円相当の放送機材を盗
んだとして警察に逮捕され，合わせて 4台の機材を盗ん
だ疑いで起訴された名古屋局技術部の44歳の職員を懲戒
免職処分にした

23 10年 2 月に東京・渋谷で女性に対しデジタルカメラで盗
撮行為をしたとして逮捕され，その後起訴猶予になった
放送技術局の41歳の職員を諭旨免職処分にした

25 NHK取材班がエベレストに登頂し，高精細なハイビジ
ョン映像による撮影に世界で初めて成功した。最高峰の
頂上からの映像は12年 1 月 2 日に放送した

26 放送技術研究所の「技研公開」が29日まで行われ，直視
型SHV液晶ディスプレイや放送・通信連携システムの
「Hybridcast」など，最新の研究成果36項目を展示した。
期間中の来場者は 1万8,873人

29 GTVの『NHKとっておきサンデー』で，16日に亡くな
った俳優の児玉清さんをしのんだ特集企画を放送した。
児玉さんが出演した『大河ドラマ～龍馬伝』や『世界び
っくり旅行社』などの資料映像を最大限に活かした

5月



国　　内 海　　外

第１部　2011年度の動き｜  放送日誌

43 NHK年鑑’12

1  JNNは，三陸臨時支局を気仙沼市のホテル内に設置
した。東日本大震災関連取材の長期化に対応し，こ
こを中継拠点として機動的な取材活動を展開する

10 政府は，東日本大震災で被害を受けた岩手，宮城，
福島の 3県の地上アナログ放送の終了を最大 1年間
延長するため，電波法に特例を定める法律案を国会
に提出した。デジタルへの切り替え後もアナログ放
送を継続するには多額の経費がかかるため，放送事
業者の負担を考慮して，延長期間の電波料免除など
が盛り込まれた

10 総務省は，東日本大震災で被災した地域の地上デジ
タル放送移行を円滑に進めるための支援策を発表し
た。地デジ用チューナーを一部に無償で配るほか，
壊れた共同アンテナの修理費も費用の 2分の 1から
3分の 2を補助する

12 民放キー局 5社の2011年 3 月期連結決算が出そろっ
た。売上高の 5社合計は 1兆1,000億7,700万円で，前
年度比0.6％減。東日本大震災で，各社は 2～ 4日間
CM抜きの放送を行ったが，震災前の広告収入が好
調だったため，フジ，日本テレビ，テレビ朝日の 3
社は増収・増益だった。TBSは2.4％の減収だったが
10年度は黒字となった。テレビ東京は初の連結決算
で前期との比較はできず，単体では2.0％の減収だっ
た

16 インターネットを通じてラジオ放送を同時配信する
「radiko.jp」が，東日本大震災に伴う風評被害を防
ぐため，被災地のラジオ放送を全国に配信する「復
興支援プロジェクト」にアイビーシー岩手放送，東
北放送，茨城放送の 3局が参加した。 4月28日に配
信を始めたラジオ福島，エフエム岩手，エフエム仙台，
エフエム福島の 4局に続くもので，被災地ラジオ 7
局が出そろった

20 民放連は，裁判員制度開始 2年にあたり，裁判終了
直後の録画・録音を認めること，会見で裁判員の発
言を裁判所が制止しないことなどの改善を求める声
明を報道委員長名で出した

24 東海テレビ放送は，1961年に起きた「名張毒ぶどう
酒事件」の弁護団が同社のニュース映像を名古屋高
裁に証拠として提出したことに対し，抗議した。26
日には，抗議書を送付するとともに，名古屋高裁に
映像を証拠採用しないよう要請する上申書を送った

25 日本テレビ放送網と台湾のテレビ局・中天電視は，
合弁の番組制作会社の設立を発表した。日本テレビ
にとっては初の海外合弁会社となる

31 放送倫理・番組向上機構（BPO）の放送倫理検証委
員会は，日本テレビが11年 1 月 8 日に放送した報道
番組『news every サタデー』の「ペットビジネス
最前線」で，ペットビジネス会社のサービスを賞賛
した利用者が実はペットビジネス会社の社員だった
問題で，放送倫理に違反するとの決定を公表した

3  アメリカの調査会社ニールセンは，2012年にはアメ
リカのテレビ所有世帯数が前年よりも減少すると発
表した。減少は1992年以来20年ぶり。ニールセンは
理由として，デジタル化，貧困，多メディア化の 3
つを挙げている

7  ドイツの公共放送ZDFは，これまでの舞台芸術専門
チャンネルを終了し，代わりに，ポップカルチャー
を中心に現代の新しい文化を幅広く紹介する文化専
門チャンネルの放送を開始した。主に若い世代の視
聴者の獲得を目指す

10 インターネット最大手のグーグルは，「ミュージック
ベータ・バイ・グーグル」というサービス名でアメ
リカの一部利用者向けに音楽管理サービスの試験運
用を始めた。利用者が自分の持っているCDの楽曲や
ネット上で購入した楽曲をグーグルのサーバーに送
ると，パソコンや携帯電話などでいつでもその楽曲
を聴くことができる

17 フランスのCSA（視聴覚高等評議会）は，ホテルの
女性従業員に対する暴行などの疑いで逮捕された
IMF（国際通貨基金）のストロスカーン前専務理事
が，手錠をかけられて連行される映像を使用しない
よう，テレビ局に対して警告した。「表現の自由と知
る権利の原則のもとでも，容疑者の尊厳を損ねては
ならない」と求めている

18 ドイツの国際放送ドイチェ・ベレは，短波とFM波
によるラジオサービスを大幅に削減すると発表した。
一方，インターネットでは30言語のサービスを維持
し，内容の充実を図るなど，世界的なメディア利用
環境の変化に合わせたマルチメディア発信を目指す
方針だ

26 ブラジルの電気通信庁が発表した統計によると，11
年 4 月末時点における有料テレビ放送契約世帯数は
1,070万世帯に達し，全世帯に占める割合は17.8%と
なった。有料テレビでは，衛星放送契約者がケーブ
ルテレビ契約者を初めて上回った

26 アイルランドの公共放送RTEの無料地上デジタル放
送Saorviewが，本放送を開始した。RTEのチャンネ
ルやアイルランド語公共放送TG4，商業放送TV3を
含む 9チャンネルを放送している

26 インドの放送界で長年ライバル関係にあったStarと
Zeeは，傘下のチャンネル配信事業部門Star Denと
Zee Turnerが折半出資して，合弁のMedia Pro 
Enterpriseを設立したと発表した。新会社はStar 
PlusやZee TVを含む68チャンネルをケーブルテレビ
に配信する事業を担うことになる

26 インドのアンビカ・ソニ情報放送相は，公共放送イ
ンド放送協会傘下のドゥールダルシャン（DD）が
行っている無料衛星放送DD Direct+の配信チャンネ
ル数を，現在の59から200まで拡大したいとの意向を
表明した。配信チャンネルの大幅拡大はかねてから
の課題だった

5月
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2  菅首相は，内閣不信任決議案の採決に先立って，
福島第一原発事故の収束に一定のめどが立った段
階で退陣する意向を示し，決議案は否決された

3  起立して君が代を斉唱することを公立学校の教職
員に義務付ける全国初の条例が大阪府議会本会議
で大阪維新の会などの賛成多数で可決，成立した

10 関西電力は夏場に電力が不足する可能性があると
して，10年夏のピーク時に比べて15％程度の節電
を家庭と企業に要請することを決めた

11 福島県相馬市の酪農を営む50代の男性が「原発さ
えなければ」という書き置きを残して自殺してい
るのが見つかった

13 イタリアで原発の是非を問う国民投票が行われ，
反対票が94％余りを占め，脱原発が決まった。ベ
ルルスコーニ首相は，「原発と決別しなければな
らない」と述べ，新規建設を中止する意向を示し
た

16 中日の岩瀬仁紀投手が通算287セーブのプロ野球
新記録を達成した

17 コンピューターウィルスを作成したり，ネットに
流したりしただけで罪に問えるようにした改正刑
法と改正刑事訴訟法が参議院本会議で可決，成立
した

20 復興庁の設置や復興債の発行，復興対策の担当大
臣の新設などを盛り込んだ復興基本法が参議院本
会議で可決，成立した

23 米国のテレビドラマ『刑事コロンボ』に主演し，
日本でも人気を集めた俳優のピーター・フォーク
さんがビバリーヒルズの自宅で死去，83歳

24 世界の原子力安全の強化について話し合うIAE
A＝国際原子力機関の閣僚会議が閉会し，原発の
安全基準の強化など本質的な課題の解決に向けた
議論はほとんど進まなかった

24 ユネスコの世界遺産委員会は，貴重な動植物が生
息する東京都の「小笠原諸島」について，世界自
然遺産に登録することを決めた。25日には中尊寺
などを中心とする岩手県の「平泉の文化遺産」を
世界遺産として登録することを決めた

27 福島第一原発の 1号機から 3号機で，浄化した汚
染水を原子炉の冷却に使う「循環注水冷却」がス
タートした。当初の予定から10日ほど遅れた上，
水漏れのトラブルが相次いだ

28 B型肝炎を巡る集団訴訟で，国と原告の双方が和
解の基本合意書に調印し，菅首相が国の責任を認
めて初めて原告団に謝罪した。提訴から 3年余で
全面解決となった

29 政府・与党は，社会保障改革検討本部の会合を開
き，低所得者などへの社会保障を拡充する一方，
その財源として消費税率を2010年代半ばまでに段
階的に10％まで引き上げる，などとした改革案を
正式決定した

1  受信契約を結んだのに受信料の支払いに応じない札幌市
の男性と東京都の男性に支払いを求めていた裁判で，最
高裁はいずれも男性側の上告を退ける決定をし，最高裁
では初めて受信料の支払いを命じた判決が確定した

1  スマートフォンのうち，これまでNHKの動画を視聴で
きなかったiPhone用に動画のアプリケーションを開発
し，公開した

2  ｢視聴者ふれあい報告書2011｣を発行した。視聴者から
寄せられた457万件余の声を放送や事業の現場がどう受
け止め，どう生かしたかをまとめ，A4冊子 1万部，コ
ンパクト版冊子 6万5,000部を各放送局などに配付した

2  日本最大級の出力がある埼玉県の菖蒲久喜ラジオ放送所
に2,000kW級の太陽光発電システム「メガソーラ」を導
入することを明らかにした。12年度末には日中時などに
放送所のすべての電力を供給できる見通し

11 『NHKスペシャル～東日本大震災』をGTVで放送した。
いずれも73分枠の 2部構成で，第 1部は「復興はなぜ進
まないのか～被災地からの報告」として，復興の取り組
みについて紹介した。第 2部は「“製造業王国”東北は
立ち直れるか」として，世界経済にとって重要な役割を
果たしてきた東北地方の産業の進む道を探った

12 大学生たちが手作りのロボットでアイデアと技術を競う
「NHK大学ロボコン」が21チームが参加して，東京の
オリンピック記念青少年総合センターで開かれ，東京大
学が優勝した

14 アナログ放送の終了に伴い放送を受信できなくなった場
合の受信契約の手続きなどを定めた受信規約および放送
受信料免除基準が総務相の認可を受け， 7月 1日から施
行された

16 10年 7 月の異動に際し，大阪局の備品の携帯電話 2台と
通信専用端末 1台を持ち出し私的に使用していたほか，
ノートパソコンなどを無断で持ち出していた技術局総務
部の41歳の職員を懲戒免職処分にした

23 『大河ドラマ～八重の桜』の発表会見の動画について，
ヤフー映像トピックス編集部に情報提供してリンクを貼
ったところ，通常の13倍のアクセスがあった

24 東日本大震災による受信料の免除について，原子力災害
対策特別措置法に基づく「警戒区域」等の避難に関する
設定を受けた視聴者に対しても拡大することを明らかに
した

28 10年度の「業務報告書」が経営委員会で議決され，総務
相に提出された

28 「視聴者視点によるNHK評価委員会」は10年度の評価
結果を会長に答申した。「放送の信頼性」は 5段階で3.8
点，「経営の信頼性」は2.7点で，09年度に比べ0.2点向上
し，「期待は高いので，これに応えていく必要がある」
と提言した

28 BSPの特集番組，『海のトワイライトゾーン』は， 7月
1日までの 4日間にわたり，鹿児島県硫黄島や知床半島
など，光が十分に届かない深度で特殊な潜水具を用いて
撮影された珍しい生物や海の豊かさを紹介した 

6月
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1  総務省は，地上デジタル放送のアンテナ工事が遅れ
ている世帯を対象に，衛星放送で地上デジタル放送
を送信する「地デジ難視対策衛星放送」の利用受け
付けを始めた

6  テレビ朝日と朝日新聞社は，テレビと新聞の取材や
報道の違いなどを考えてもらう視聴者・読者サービ
スの一環として，「災害報道とメディアの役割」とい
う講座を共同で開いた

8  東日本大震災で被災した岩手，宮城，福島の東北 3
県で，11年 7 月24日の地上テレビ波のデジタル化を
最大 1年間延期する電波法の特例法が，参議院本会
議で全会一致で可決，成立した

10 総務省は，地上デジタル放送への完全移行に向け，
受信相談に応じる「地デジ臨時相談コーナー」の開
設などを盛り込んだ対応策を発表した。同相談コー
ナーは，全国の市町村役場など約1,600か所に設置す
る

11 第51回モンテカルロ・テレビ祭のドキュメンタリー
部門で，中部日本放送が10年 5 月に放送した『笑っ
てさよなら～四畳半下請け工場の日々』が最高賞の
ゴールデンニンフ賞を受賞した。また，TBSが10年
10月に放送したドラマ『塀の中の中学校』が，単発
ドラマ部門で最優秀作品賞，最優秀主演男優賞（渡
辺謙），モナコ赤十字賞の 3賞を同時受賞した

15 民放連は，内閣府・消費者委員会の個人情報保護専
門調査会のヒアリングで，個人情報保護法の報道機
関への適用除外規定を広報・啓発するよう要望した。
同法の施行による過剰反応や情報隠しが改善されて
いないとし，「個人情報の有益性に配慮しつつ個人の
権利利益の保護を図る」という法の理念が実現され
ていないと指摘した

17 総務省の「周波数オークションに関する懇談会」の
ヒアリングで，民放連は，放送用と放送事業用の周
波数をオークションの対象から除外するよう求めた。
災害時の情報伝達など放送が担う公共的役割を果た
すために，周波数を国が確保し安定的に番組を提供
できるよう保障することが肝要と主張した

20 総務省の情報通信行政・郵政行政審議会は，高知県
と山口県のCATV3者が，区域外再送信に関する同意
を民放局に求めて拒否され，大臣裁定を申請してい
た事案で，高知県の 1者に対しては再送信に「不同
意」，山口県の 1者に対しては「同意」，同じく山口
県の 1者に対しては裁定資格を満たさないため拒否
処分とする，との答申を行った。これを受けて，片
山総務大臣は，答申通りの「裁定」を行った

30 放送倫理・番組向上機構（BPO）の放送倫理検証委
員会は，日本BS放送が 1月から 3月にかけて放送し
た政治番組『“自”論対論 参議院発』について，司
会者とゲストを自民党議員のみで構成したことは，
政治的公平を損ない，放送倫理に違反するとの決定
を公表した

2  イギリスの放送を所管するジェレミー・ハント文化
相は，政府のローカリズム政策の一環として重要視
する新たなローカルテレビの導入計画について，関
係者の意見の概要を発表した。ローカルテレビの運
営に対する意見は， 1社所有による商業モデルから，
非営利や完全にローカルサービスによって所有され
るモデルまで，幅広いものだった

6  スリランカ北部州のKokavilで，LTTEと政府軍との
激戦で破壊され，再建されていた多目的送信塔が完
成した。デジタルテレビ放送やラジオ，電気通信，
軍事送信などに使われる

7  オーストリアでは，中部シュタイアーマルク州のマ
リアツェルとミュルツタールで地上アナログ放送が
終了し，06年10月に始まったデジタル移行が全土で
完了した。オーストリアでは衛星放送とケーブルテ
レビが広く普及しており，地上放送でテレビを視聴
しているのは全世帯の約 5％である

7  米NBCは，14年のロシア・ソチ冬季大会，16年のリ
オデジャネイロ大会，18年の韓国・ピョンチャン冬
季大会に加え，開催地未定の20年大会の 4つのオリ
ンピックの放送権を獲得したと発表した。放送権料
は合計で43億8,000万ドル（約3,500億円）に上る

14 台湾の立法院（国会）は，ラジオ・テレビ法の改正
案を可決した。これまで審査による許可制となって
いた放送免許を，今後は競売・くじ引きなどを含む
多様化した形で交付することになる

16 英BBCの看板番組『パノラマ』枠で放送され，高評
価を受けたドキュメンタリー番組について，BBCの
監督機関であるBBCトラストは，「一部の映像が本
物でない可能性が高い」として，BBCに謝罪放送を
行うよう命令した

20 チリ政府は，国政に関する国民の声を把握するため
にフェイスブックやツイッターなどのソーシャルネ
ットワークのモニタリングを行うと発表した。ジャ
ーナリスト団体や野党からは，プライバシー侵害を
危惧する意見や，政府による言論の監視につながる
として反対する意見が上っている

21 アメリカのインターネット調査会社コムスコアは，
米グーグル社が提供するインターネット関連サービ
スの世界全体での利用者が， 5月に，初めて10億人
を突破したと発表した

22 台湾の独立規制機関である国家通信放送委員会は，
12年 7 月末に始まるロンドンオリンピックを地上デ
ジタルのHD放送で見られるよう，これまで12年内と
してきた地上アナログ放送の終了時期を12年 6 月末
に前倒しする方針を打ち出した

30 韓国のKT経済経営研究所は，国内のインターネット
検索サービスの最大手NHNの10年の広告収入が 1兆
1,000億ウォン（820億円）となり，主要テレビ局を
上回ったと発表した

6月
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1  東京電力と東北電力の管内で，工場など大口の利
用者に対して10年夏のピーク時より原則として
15％の節電を求める電力の使用制限が始まった

5  岩手，宮城両県知事に対し「知恵を出さないやつ
は助けない」などと述べた松本龍復興担当相が辞
任し，後任に平野達男内閣府副大臣が昇格した

6  玄海原発の運転再開などについての国主催の説明
会で，九州電力が関連会社 4社に対し，一般市民
として運転再開を容認するメールを送るよう指示
していたことが分かった

8  最高検察庁は，特捜部の改革策を公表し，告発さ
れた経済事件の捜査を強化し，「看板」の独自捜
査を中心とする捜査態勢を見直すことになった

9  20年余の内戦を経て，スーダン南部の10州が分離
した「南スーダン共和国」が独立した

11 福島県南相馬市で，肉牛のエサのワラから国の目
安の56倍にあたる 7万5,000ベクレルの放射性セ
シウムが検出された

15 住宅の賃貸契約の更新料について最高裁は，「あ
まりに高額でなければ有効」という初めての判決
を言い渡した

18 女子ワールドカップサッカードイツ大会決勝で
「なでしこジャパン」はアメリカに勝ち，初優勝
した。澤穂希主将は得点王とMVPになった

21 最後のスペースシャトル「アトランティス」が地
球に帰還し，30年に及んだシャトルの歴史に幕を
下ろした

22 ノルウェーのオスロ中心部で爆弾テロが起きたの
に続き，郊外の島で開催中の与党の青年大会で男
が銃を乱射し，合わせて77人が死亡した

23 中国浙江省の高速鉄道で，停車中の列車に追突し
た列車のうち 4両が高架橋から15メートル下に転
落し40人が死亡した。事故後 1日半で運転を再開
したことや車両の一部が地中に埋められたあと再
び掘り出されたことに批判の声が出た

25 原発事故や被災者の二重ローン問題への対応策を
盛り込んだ総額およそ 2兆円の11年度の第 2次補
正予算が参議院で可決，成立した

26 「日本沈没」などのSF小説を数多く発表し，
1970年の万国博覧会のプロデュースに関わるなど
知識と行動力を生かし幅広く活動した小松左京さ
んが肺炎のため死去，80歳

29 中部，九州，四国の各電力会社は，過去 5年間に
開かれたシンポジウムなどで国から事前に質問や
動員などの依頼があったことを明らかにした

30 新潟県と福島県で26日から猛烈な雨が降り続き，
6人が死亡・行方不明となった。一時， 2つの県
の13万世帯，39万人に避難指示や避難勧告が出さ
れ，気象庁は「平成23年 7 月新潟・福島豪雨」と
命名した 

1  地上テレビ放送の完全デジタル化に向けた最終段階とし
て，東北 3県を除く全国で「カウントダウンスーパー」
を開始した。 6月末の未完了世帯を29万世帯と推計

1  デジタル化周知のため，17日まで東京・山手線 3編成の
全車両を使った「山手線デジタル放送トレイン」に参
加， 1号車でGTV， 2 号車でEテレ，BS1，BSPは 9 ～
11号車のBS連合車両で広報を展開した

1  埼玉県の菖蒲久喜ラジオ放送所のR2は，日中の 6時間，
出力を定格の500kWから250 kWに下げて放送していた
が，夏の電力の使用制限に対応するため，9月22日まで，
実施時間帯をさらに 5時間余り延長した。秋田大潟ラジ
オ放送所のR2についても， 9月 9 日まで同様の措置を
実施した

10 大相撲名古屋場所が始まり，愛知県体育館から中継した。
八百長問題で 3月場所が中止となり， 5月の技量審査場
所も中継しなかったため半年ぶりの大相撲中継となった

12 フルデジタル時代の受信料制度のあり方について検討し
てきた「受信料制度等専門調査会」が報告書をまとめ
た。インターネットについては受信料的な負担を想定す
ることも相当だとする提言をした

16 映画監督，山田洋次さんが 3年にわたって記録してきた
SL「C6120」の修復，復活の映像をまとめた『NHKス
ペシャル　復活～山田洋次・SLを撮る』を放送した。
山田監督初のテレビドキュメンタリーで，ナレーション
は女優の吉永さゆりさんが担当した

18 BS1で決勝戦を中継した『FIFA女子ワールドカップ　
ドイツ2011』は，視聴率が10.7％となり，BSでは初めて
10%を超えた

19 BSPで『渡辺謙　アメリカを行く～“9.11テロ”に立ち
向かった日系人』を放送した。同時多発テロ後，アメリ
カで顕著になった人種差別の動きに異議を唱えた日系人
の活動を紹介，GTVでは 8月15日に放送

23 「NHK WONDER LAND 2011」を24日まで東京・秋葉
原で開催した。GTVの『MAG・ネット』，R1『エレう
た！』，FM『ミュージックライン』の公開収録など

24 地上テレビ放送は，震災で大きな被害を受けた岩手・宮
城・福島の 3県を除く44の都道府県でアナログ放送が終
了し，デジタル放送に完全に移行した。アナログ放送終
了に伴う問い合わせは 1日で 3万5,000件に達した

27 「NHK映像マップみちしる」のサイトがオープンした。
地図上のポイントから，その地点に関係がある 3分前後
の動画を視聴できる“地域映像のライブラリー”

29 『NHKスペシャル』の新たなシリーズとして「未解決
事件」をスタートさせた。第 1回は「グリコ・森永事件」
を取り上げ，関係者への取材や警察の内部資料などを基
に事件の詳細を描く「実録ドラマ」，関係者の「証言ド
キュメント」，そして新事実を追求する「スクープ・ル
ポ」といった手法で事件の全容に迫った

31 『デジタル☆宝さがし～ホリ出し物は変身』をGTVで
放送した。クイズを楽しみながらデジタル放送の機能を
理解する番組で，生放送中のマルチ編成も実施した

7月
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3  民放連は，加盟社の10年度決算状況を発表した。地
上民放局193社の売上高は 2 兆2,464億円で前期比
0.1％の増加。 5年ぶりの増収となった。テレビ放送
事業収入は前期より1.4％増えたが，ラジオ放送事業
収入は前期比4.2％減で10年連続の減収

6  BPOの放送倫理検証委員会は，10年11月から11年 1
月にかけてテレビ東京と毎日放送が放送した情報バ
ラエティー番組で，情報・事実の正確さを確認する
努力を怠る放送倫理違反があったとする意見を公表
した。意見書と合わせて「若きテレビ制作者への手
紙」という冊子をテレビ各社に配付し，若手現場ス
タッフに情報確認の重要性を説いた

13 東日本大震災の被災 3県でテレビ放送のデジタル化
が延期された問題で，電波監理審議会は，アナログ
放送の終了を12年 3 月31日とするよう答申した。電
波法特例法では11年 7 月24日から最大で 1年間延期
することになっているが， 2波放送を継続する地元
放送局の負担が大きいことを考慮した

14 携帯端末向けにドラマや電子書籍などを配信するマ
ルチメディア放送の名称が，「モバキャス」に決まっ
た。地上デジタル放送への完全移行で空きが出る電
波の活用策のひとつ。一斉にデータを送信できるた
め，回線が混んで映像が止まることがなく，画質も
良い。12年 4 月からスタートする

15 総務省は，10年のモバイルビジネス市場の動向調査
結果を発表した。モバイルビジネス市場は 1兆6,550
億円で前年比8.8％の増。このうちモバイルコンテン
ツ市場は6,465億円で前年比17％増と大幅に伸びた

20 インターネットを通じて民放ラジオの同時再送信を
行う「radiko.jp」が，広島地区で実用化試験配信を
始めた。半年後に本配信に移行する予定。配信は 6
地区，参加社は41社になり，聴取可能エリアは19都
道府県に拡大した

20 総務省は，AMラジオ局の茨城放送が放送局の免許
を関連会社のIBS社に譲渡することを認めた。併せ
て茨城放送を番組制作など放送業務の事業者として
認定した。改正放送法後，放送のハードとソフトの
分離が認められたのは初めて

24 岩手，宮城，福島の 3県を除く全国44都道府県の地
上テレビと全国のBSテレビのアナログ放送が一斉に
終了し，デジタル放送に切り替わった。被災地 3県
も12年 3 月31日に地上テレビのアナログ放送が終了
する。各局とも正午に通常番組の放送を終了し，ア
ナログテレビの画面は，地デジ未対応の視聴者に早
期対応を呼びかける静止画面となった。各局とも24
時までに停波し，アナログテレビは，地上波58年，
BS波22年の歴史を閉じた。正午から夜10時までに総
務省やNHKなど放送局への問い合わせは約21万件あ
ったが，総務省によれば，大きな混乱はなく，テレ
ビはデジタル放送に切り替えられた

4  ドイツの公共放送ARDとZDFは，14年のソチ冬季五
輪と16年のリオデジャネイロ五輪の放送権を獲得し
たと発表した。支払った金額は，合計 1億3,500万ユ
ーロ（約150億円）と推定されている。ARDとZDF
は，今回初めて国際オリンピック委員会と直接交渉
を行った

5  インターネットによる動画配信サイトを運営するア
メリカのNetflix社は，中南米とカリブ海地域の43か
国で11年後半から動画配信事業を行うと発表した。
英語，スペイン語，ポルトガル語でサービスが行わ
れる

7  インド政府は，商業FM局の 3期目となる拡大計画
に向け指針を決めた。免許交付の対象都市に人口10
万以上の市町227が新たに加わり，計839の新FM局
に免許が交付される

12 ニュージーランド議会は，「2011年TVNZ改正法」を
賛成多数で可決した。これによって，公共放送の使
命や役割などを明文化した「TVNZ憲章」が廃止さ
れる。「憲章」はTVNZに，ニュージーランドの社会
や独自の文化を反映した国内制作番組を放送するこ
となどを求めている

18 アメリカで有数の発行部数を誇る「USAトゥデイ」
などを発行する新聞社Gannettは，11年第 2 四半期
の売り上げが前年同期比2.2％減少したと発表した。
小売業や自動車業界などが広告費を減らし，新聞の
広告収入が減少したことが主な原因

20 エクアドルのコレア大統領が自身に対する批判的な
記事を掲載した新聞の経営者や編集者らを名誉毀損
で訴えていた裁判で，同国の裁判所は，経営者らに
対して懲役 3年の有罪判決と3,000万ドル（約24億
円）の賠償金支払いを言い渡した

20 アメリカの調査会社SNL Kaganは，15年末までに，
アメリカの全世帯の10％にあたる1,200万世帯が，イ
ンターネットの動画配信サービスを利用するように
なり，それに伴ってケーブルや衛星などの有料放送
の契約を解除する世帯が大幅に増加するだろうとい
う見通しを発表した

26 アメリカのFOXネットワークは，動画配信サービス
Huluに，これまで放送翌日には番組を見られるよう
に配信していたが， 8月以降，翌日視聴はケーブル
や衛星と契約している世帯に限定し，それ以外は 8
日後から視聴できるよう変更することを明らかにし
た。ケーブルや衛星と有料契約している世帯に配慮
したもの

28 英BBCの番組をオン・デマンドで視聴できる
「iPlayer」が，フランス，ドイツ，イタリアなど欧
州11か国で利用できるようになった。「iPlayer」の
サービスは国内では見逃し番組を無料で視聴できる
が，海外版は有料。BBCは，海外向けに新旧のコン
テンツをそろえ，11年内にはアメリカやカナダでも
サービスを始める予定

7月
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1  福島第一原発の 1号機と 2号機の原子炉建屋の間
付近でこれまでで最高の 1時間当たり10シーベル
トを超える放射線量が計測された

3  農林水産省は，コメの収穫前後の 2段階に分けて
放射性セシウムの検査を行い，国の暫定基準値を
超えたコメは廃棄処分を義務付けることにした

4  国民年金の保険料を過去10年に遡って支払うこと
を可能にする，国民年金法などを改正する法律が
可決，成立した

4  サッカーの元日本代表で，JFLの松本山雅の松田
直樹選手が練習中に急性心筋梗塞のため倒れ，治
療を受けていたが死亡，34歳

5  格付け会社「スタンダード・アンド・プアーズ」
がアメリカ国債の格付けを最上位の「AAA」か
ら 1段階引き下げたと発表，その直後，世界同時
株安と円高が加速した

5  放送作家や司会者として活躍し「マエタケ」の愛
称で親しまれたタレントの前田武彦さんが肺炎の
ため死去，82歳

8  江戸時代に始まり昭和初期に廃止されたコメの先
物取引が東京と大阪で72年ぶりに再開した

10 「和牛オーナー制度」と呼ばれる投資で全国に会
員を持つ栃木県の「安愚楽牧場」が東京地裁に民
事再生法の適用を申請し財産の保全命令を受けた

12 震災によるがれきの処理を自治体に代わり国が行
えるようにする法律が可決，成立した

17 長期にわたる調整運転が続いていた北海道電力泊
原発 3号機が営業運転を再開した。震災の後，定
期検査中の原発が営業運転を再開したのは初

17 静岡県浜松市の天竜川で，川下りの舟が転覆，乗
客ら 5人が死亡した

23 リビアの反政府勢力が首都トリポリを制圧し，カ
ダフィ大佐の独裁政権が事実上崩壊したが，カダ
フィ大佐の所在は不明で，各地で戦闘が続いた

24 格付け会社「ムーディーズ」は，日本の国債の信
用度を示す格付けを「Aa2」から1段下の「Aa3」
に引き下げた。社会保障や税制改革に向けた取り
組みが具体性に欠け，財政状態が悪化するおそれ
があるとしている

24 「アップル社」のCEO，スティーブ・ジョブズ
氏が「義務と期待に応えられなくなった」として
CEOを辞任すると発表した

26 菅首相は，退陣の条件としていた赤字国債発行法
などが成立したことを受け，民主党の両院議員総
会で退陣を表明した

29 韓国で開かれた陸上の世界選手権で男子ハンマー
投げの室伏広治選手は81メートル24の記録をマー
クし，金メダルを獲得した

30 衆参両院の本会議で民主党の新代表，野田佳彦氏
が第95代の首相に選出された 

6  完全デジタル化に向けて開発した『双方向クイズ　天下
統一』を 6日と13日の 2回，放送した。スタジオの解答
者を｢大将｣，視聴者はリモコンで「武将」として参加，
総投票数が38万を超え，若年層から定時番組化を望む意
見も寄せられた

7  放送衛星BSAT-3cを搭載したアリアン 5型ロケットが
南米の仏領ギアナから打ち上げられ，17日，東経110度
上の静止軌道に乗った。BSデジタル放送を担う衛星 3
機による運用体制が確立した

7  制作局青少年・教育番組部の49歳の職員が，東京・世田
谷区内を走行中の列車内で女性に対して盗撮行為をした
として逮捕された（その後，起訴猶予となり，停職 3か
月の処分にした）

9  『BS世界のドキュメンタリー　シリーズ　エネルギー
革命』を12日まで 4回連続で放送した。新エネルギーの
可能性や地球温暖化対策の最前線，核融合発電の開発現
場などを取材，放送した

13 『第43回　思い出のメロディ』は，歌の力で日本を元気
づける東日本大震災支援コンサートとしてNHK大阪ホ
ールから中継で放送した

19 『大河ドラマ～平清盛』のロケを岩手県奥州市で開始。
震災以来，東北地方で大規模なロケを行うのは初めて

25 『NHKスペシャル～シリーズ日本新生』の第 1回，「ど
う選ぶ？わたしたちのエネルギー」をGTVで放送した。
27日には有識者と市民による討論番組を放送し，日本の
エネルギー問題を集中編成した

26 岩手県奥州市の「えさし藤原の郷」で「大河ドラマ」で
は初めての試みとなる交流会（ふれあいミーティング）
を実施し，主役の松山ケンイチさんや阿部サダヲさん，
深田恭子さんも参加した。大船渡市の被災者を含む30人
を招待したほか，300人が集まった

27 菅首相の退陣表明を受けて中継で伝えた『民主党代表選
共同記者会見』は視聴率5.6％，29日午後の『ニュース　
民主党代表選関連』は13.3％と高い関心が寄せられた

27 「防災パーク2011」を28日まで放送センター周辺で開催
した。テーマは「情報が命を守る」，「自助・共助・公助」，
「防災・減災」，会場では防災シンポジウムや防災に取
り組む団体の紹介，災害報道で使われた機器の展示など
が行われた

28 GTVの『NHKとっておきサンデー』に冷水仁彦理事が
出演し，「どーも，NHKです」のコーナーで｢災害報道
への取り組み｣について紹介した。この番組では， 7月
17日に松本正之会長が｢節電への取り組み｣について， 9
月25日には木田幸紀理事が｢秋の新番組｣について伝え，
経営トップ自ら経営方針や取り組みを紹介した

28 ABUのロボットコンテストがタイのバンコクで開かれ，
タイ代表が優勝した。日本代表の東京大学は準々決勝で
敗れたが，「ロボコン大賞」を受賞した

30 東日本大震災で被害を受けた世帯や事務所などに対し，
受信料を 8月まで免除する措置をしていたが，免除期間
を10月まで 2か月間，延長することを決めた 

8月
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3  在京民放テレビキー局 5社と電通は，民放各社が主
体となった有料課金型のVODサービスを共同で推進
することで基本同意した。インターネットに接続し
たテレビ受像機に向け，在京 5社の過去の番組を配
信する。テレビ番組の視聴機会をより多く提供する
ことで，地上波放送のリアルタイム視聴を促進する
のが狙い。12年度から14年度を本格運用の準備期間
とする

8  電通は，11年上半期のマスコミ 4媒体の広告出稿量
の調査結果を発表した。テレビの番組CMの放送時
間は前年同期比21.4％減で10期連続の減少。東日本
大震災後の特別編成や企業の広告自粛が影響した

11 東海テレビは，11年 8 月 4 日に放送した情報番組『ぴ
ーかんテレビ』で，岩手県産米の視聴者プレゼント
の当選者を字幕テロップで「汚染されたお米セシウ
ムさん」などと表示した問題で，この番組の打ち切
りを発表した。問題のテロップは，CG制作を担当す
る外部スタッフが「ふざけた気持ち」で仮制作した
が，訂正されず誤って放送されたという。同局は 8
月30日に約１時間の検証番組『なぜ私たちは間違い
を犯したのか』を放送した。この番組を全国で視聴
できるよう，同社ウェブサイトで 2週間にわたって
公開した

11 毎日放送は，テレビのデジタル化のメリットをPRし，
番組編成の新たな可能性を探るため，マルチチャン
ネル編成を実施した。SD1でニュース番組，SD2で
プロ野球中継を放送。同社が異なる番組を同時に放
送するマルチ編成を行うのは初めて

12 総務省の「周波数オークションに関する懇談会」は，
周波数の競売を実施し，最高価額者に利用権を与え
る周波数オークション制度の導入にあたり，今後の
検討の方向性について中間整理を行い，公表した。
放送をどう扱うか，落札者の地位，有効期間，オー
クション収入の使途等について，重点的な議論が必
要だとしている

17 放送衛星システムは，11年 8 月 7 日に南米フランス
領ギアナの宇宙センターから打ち上げられた放送衛
星BSAT-3cが，予定通り東経110度の軌道位置に静
止したと発表した。BSAT-2系衛星の後継機で，最
大12チャンネルの放送が可能なBS中継器を搭載し，
現行BSデジタル放送や11年10月から始まる新BSデ
ジタル放送に使われる

25 国土交通省の荒川下流河川事務所が，携帯端末向け
の地上デジタル放送「ワンセグ」を使って，テレビ
局の放送とは別に，荒川エリアに限定して独自の映
像やデータを配信する「エリアワンセグ」の実験を
始めた。荒川付近の住民や河川敷にいる人を対象に，
防災情報の入手手段として有効かどうかを検証する

31 ソニーは，同社で初めてのタブレット型多機能端末
2機種を公開した。 9月から欧米や日本で発売を始
め，映画などの有料配信サービスにも対応させる

1  ドイツの主要都市と高速道路で，ヨーロッパのデジ
タルラジオ方式DABの後継規格であるDAB＋方式
によるデジタルラジオ放送が始まった。公共ラジオ
のドイチェラントラジオが 3チャンネル，商業ラジ
オ局が 9チャンネルで全国放送する

1  カタールの衛星放送局アルジャジーラの英語放送
AJEが，ニューヨークでケーブルテレビによる放送
を始めた。ニューヨークでの放送が可能になった背
景には，北アフリカや中東の一連の激変を伝える
AJEの報道への高い評価があると言われている

8  ボリビアのモラレス大統領は，通信・情報技術・コ
ミュニケーション一般法を公布した。テレビとラジ
オの周波数の33％ずつを国家と民間にそれぞれ割り
当て，残りを地域コミュニティーや原住民組織に割
り当てるとしている

16 ブラジル上院は，従来のケーブルテレビ法に代わる
新たな有料テレビ法案を可決した。新法は，衛星放
送などすべての有料テレビ放送を対象としており，
通信事業者の放送事業への参入を初めて認めた。ま
た，外資の参入規制も撤廃される

16 英政府は，15年までに世帯と事業所の90％がブロー
ドバンドを利用できるようにする政策の一環として，
イングランドとスコットランドの両地域に対し， 3
億6,300万ポンドの資金を割り当てることを明らかに
した

17 ドイツの行政裁判に関する最高裁でもある連邦行政
裁判所は，自宅を仕事場にしている個人事業主は，
仕事部屋で使用しているパソコンの受信料を追加的
に支払う必要はない，との判決を下した。ドイツの
現行制度では，同じ場所にある 2台目以降の放送受
信機は受信料の徴収対象にならない

19 ギリシャ政府は，公共放送のテレビチャンネルのう
ち，総合編成のET1，映画中心のCINE+，スポーツ
中心のSport+の 3 局を閉鎖すると発表した

22 米FCC（連邦通信委員会）は，対立する見解を表明
する機会を放送の中で設けることを義務付けた「公
正原則」など83の規則をFCC規則集から削除したと
発表した

22 リビアの反政府勢力は，首都トリポリで，カダフィ
大佐の演説などを放送していた国営テレビ局を占拠
し，国営ラジオ局も掌握した。25日，国営テレビ局
の衛星チャンネルを使った， FMと中波による新たな
ラジオ局Radio Libyaの放送を開始した

25 スロバキア政府は，13年 1 月からテレビ受信料を廃
止する法案をまとめた。これにより公共放送STVは
政府交付金でまかなわれることになる。STVはこれ
までテレビ受信料と広告放送料を主要財源としてき
たが，赤字運営のときは，政府が資金を補塡してき
た

25 韓国のKBSは，視覚障害者を地上テレビ局の番組で
は初めてキャスターとして起用することにした

8月
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1  福島第一原発周辺の「警戒区域」と「計画的避難
区域」で政府が 7月から 8月にかけて行った放射
線量の測定の結果，原発の北西方向に放射線量の
高い地域が広がっていることが分かった

4  台風12号による甚大な被害を受け政府は非常災害
対策本部を設置した。台風の動きが遅く長時間大
雨が続いて和歌山県や奈良県を中心に土砂災害が
相次ぎ，死者，行方不明者は97人に上った

7  餅の表面に切れ目を入れたアイデアの特許をめぐ
り越後製菓が佐藤食品工業に販売停止を求めてい
た裁判で知的財産高裁は，特許権の侵害だという
判断を示した

8  野田首相は就任後初めて福島県を訪問し，佐藤知
事に「厳しい被災生活をされている人々に対して
国には大きな責任がある」と陳謝した

9  東京電力と東北電力の管内で 7月から大口利用者
に15％の節電を求めた法律による使用制限が終了
した

10 鉢呂経産相が「放射性物質がうつった」「原発周
辺は死のまち」と述べたことが明らかとなり，責
任をとって辞意を表明，野田首相も了承した

13 石川県輪島市沖の日本海で，子どもを含む男女 9
人の乗った小型の木造船が見つかり，北朝鮮から
来たと説明した

20 三菱重工業の防衛や原発関連のサーバーなどがウ
イルスに感染し，中国など海外のサイトに自動的
に接続されていたことが分かった

22 国連総会に出席するためニューヨークを訪問した
野田首相は就任後初めてオバマ大統領と会談し，
日米同盟を深化・発展させていくことで一致した

23 国際共同研究グループの実験で，素粒子の 1つの
ニュートリノの速度が光よりも速いという，アイ
ンシュタインの特殊相対性理論と矛盾する結果が
発表された（12年 6 月，結果は誤りと修正した）

23 パレスチナのアッバス議長は，独立国として国連
への加盟を申請する書類をパン・ギムン事務総長
に手渡した

24 ロシアのプーチン首相は与党「統一ロシア」の大
会で12年 3 月の大統領選挙に立候補することを表
明した

25 日本語の「もったいない」を使って環境保護の大
切さを訴えたノーベル平和賞受賞者でケニア人の
ワンガリ・マータイさんが死去，71歳

26 小沢一郎元民主党代表の政治資金を巡り，収支報
告書にうその記載をした罪に問われた元秘書 3人
に東京地裁はいずれも執行猶予の付いた有罪判決
を言い渡した

30 福島第一原発の事故を受けて，南相馬市など福島
県内の 5市町村を指定していた「緊急時避難準備
区域」について政府は，状況が改善してきたとし
て指定を解除した

1  R1，R2，FMのインターネットによる同時配信「NHK
ネットラジオ　らじる★らじる」を開始した（当初は
PC系のみ，10月 1 日からスマートフォンも対応した）

2  川端総務相は震災で延期された岩手・宮城・福島の 3県
の地上テレビ放送の完全デジタル化について，予定通り
12年 3 月末までに完了する考えを示した

4  『日韓共同制作ドラマ　赤と黒』（全17回）を15日まで
BSPで放送した。温泉や花火，雪景色など日本でのロケ
映像もふんだんに盛り込まれた韓流ドラマ

5  全国の放送局の取材班が被災地の様子や復興にかける
人々の思いを継続的に取材したドキュメンタリーシリー
ズ『明日へ！再起への記録』をGTVで９日まで５日連
続で放送した

7  「週刊ポスト」 9月23日号が「戦争証言プロジェクト」
の番組やアーカイブスにねつ造の疑惑があると掲載した
ことに対し，厳重な抗議をするとともに謝罪と訂正記事
の掲載を求めた

10 震災から半年になる11日にかけて，GTVでは26時間に
わたり震災関連番組の集中編成を行った

11 『NHKのど自慢』は，放送時間を30分拡大，出場者も
通常より10組多い30組に増やして岩手県久慈市から中継
した。仙台，福島，久慈で行われた予選会を収録した関
連番組も20～22日に放送した

11 同時多発テロから10年，BS1の『ワールドWaveトゥナ
イト　スペシャル9.11追悼式典』で，ニューヨークのグ
ラウンドゼロから追悼式典のもようを中継で伝えた

12 「Connected World TV Awards」の授賞式がオランダ
のアムステルダムで行われ，震災の最新ニュースをライ
ブ映像で世界に伝え続けたとして「NHKワールドTV」
が放送局部門の最優秀賞「ブロードキャスター・オブ・
ザ・イヤー」に選ばれた

15 千葉局技術部の33歳の職員が東京都町田市内のビルで女
性に対し盗撮行為をしたとして逮捕された（その後，罰
金100万円の略式命令を受け，諭旨免職の処分にした）

18 国際宇宙ステーションに長期滞在中の古川聡飛行士が新
開発の超高感度カメラを使って生中継する『世界初・生
中継特番　宇宙の渚に立つ』をGTV，BSPで放送した

21 後期番組改定について放送総局長が会見し，時間帯ごと
にきめ細かく年齢層を想定し，新規の番組を配置したこ
とを明らかにした。主な新番組は次のとおり
G－『よる☆ドラ～ビターシュガー』（火），『地球イチ

バン』（木）
E－『グレーテルのかまど』（土），『スコラ　坂本龍一　

音楽の学校』（土）
BS1－『地球テレビ　エルムンド』（日）
BSP－『世界遺産　時を刻む』（金）
R1－『かれんスタイル』（木）

26 優れたテレビ番組に贈られる「国際エミー賞」の時事問
題部門で『NHKスペシャル～奇跡の生還～スクープ　
チリ鉱山事故の真実』が選ばれ，ニューヨークで授賞式
が行われた。この部門での受賞は初めて
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1  アメリカで人気を集めているHulu（フールー）が，
日本でサービスを開始した。月額1,480円で数百本の
ハリウッド映画と数千本の海外ドラマなどが視聴で
きる。アメリカのサービスには無料と有料があり，
どちらにも広告が付いているが，日本のサービスに
は広告が無く，有料サービスのみである。携帯回線
からの利用については，NTTドコモと独占的マーケ
ティングパートナーシップを締結している。将来は，
日本のテレビ番組が視聴できる可能性もある

1  ケーブルテレビ大手ジュピターテレコム（J：COM）
が電通と提携して，新たに開発した「CM割」を開
始した。CM割は，J：COMが提供するVODサービス
で，番組視聴前にあらかじめ用意されたCMの中か
ら見たいCMをひとつ選ぶことで番組視聴料金が105
円割引になるサービス。J：COMはこの仕組みを導入
することで，VODの利用を高めたい考え

14 総務省は，民間放送事業者の10年度の収支状況を発
表した。テレビ局の純利益は621億4,300万円で，前
年度の 2倍以上に急増した。一方，ラジオ局66社は
合わせて38億3,900万円の赤字で，赤字額は前年度の
5倍以上に拡大した

15 東海テレビが『ぴーかんテレビ』で，岩手県産米の
プレゼント当選者を「怪しいお米セシウムさん」な
どと不適切に表示した問題で，放送界全体の信頼を
損なったとして，民放連は同局を厳重注意処分とし
た。併せて，再発防止策への取り組みと，その進

しん

捗
ちょく

状況の報告などを要請した
15 民放連は，11年 7 月に出された「NHK受信料制度等

専門調査会」報告書についての見解を公表した。
NHKテレビ番組のインターネット同時配信について
は，その経費に受信料収入をあてることには反対で
ある，としている。理由として，相当なコストがか
かること，言論・ジャーナリズムの多様性の観点か
ら慎重な検討を要することなどを挙げている

15 総務省は，テレビ放送のデジタル化で空いた帯域を
使うV-Highマルチメディア放送を行う移動受信用地
上基幹放送局の予備免許を，NTT系のmmbi社の子
会社ジャパン・モバイルキャスティングに交付した。
同社は，12年 4 月から放送開始の予定

22 東海テレビの情報番組『ぴーかんテレビ』の不適切
表示問題に関連し，放送倫理・番組向上機構の放送
倫理検証委員会は，同様の事態は他の放送局にも起
こりうるとして，不祥事の再発防止のため異例の提
言をし，各放送局の真

しん

摯
し

な取り組みを要請した
27 テレビ東京が11年 1 月に『ありえへん∞世界』で，

南大東島のサトウキビ栽培農家が楽をしてお金を稼
いでいるように放送した問題で，放送倫理・番組向
上機構の放送倫理検証委員会は，事実を正確に伝え
ず，作為的な手法でサトウキビ農家への偏見をあお
る結果を招いたとして，放送倫理に違反するとの決
定を公表した

5  ドイツの公共テレビZDFは，若い世代の視聴者を引
き付けるため，1997年から放送してきたニュース・
情報専門チャンネルを「ZDFFinfo」としてリニュー
アルした。定時ニュース番組「heute」の制作者たち
がスタジオで視聴者の質問に答える番組や，インタ
ーネットサービスの視聴ランキングと連動した番組
が目玉となる

8  アメリカの調査会社Gartnerは，11年の世界のパソコ
ンの出荷台数が 3億6,400万台と，前年に比べて3.8％
の伸びにとどまるとの見通しを発表した。伸びの鈍
化の理由として，11年下半期のアメリカと西欧にお
ける販売不振と，タブレット型情報端末の人気の高
まりによるパソコン離れを挙げている

12 フランスの独立規制機関CSAは「地上デジタルテレ
ビジョンの将来」と題する報告書を発表し，地上デ
ジタル放送に最先端の映像・音声圧縮規格と伝送方
式を導入して， 5年後をめどにすべてのチャンネル
の高画質化を目指す方針を明らかにした

13 スイスの国民議会は，受信料をテレビ・ラジオの受
信機の所有者から徴収する現行制度に代え，受信機
の所有にかかわらず，すべての世帯と事業所から徴
収する新制度に移行することを議決した。隣国ドイ
ツで13年から実施される方式にならったもの

13 カナダ・ラジオ・テレビ電気通信委員会は，放送局
に対し，12年 9 月 1 日からテレビコマーシャルの音
量制限を求める通達を出した。ここ数年，コマーシ
ャルの音量が大きすぎるという苦情が増え続けてい
たという。これにより，番組とコマーシャルが同じ
音量で放送されることになる

13 サウジアラビア王家のアルワリード・ビン・タラル
殿下は，アラビア語の新たな24時間国際ニュースチ
ャンネル「アルアラブ」の放送を12年12月に始める
と発表した

21 フランスの公正競争監視機関は，衛星放送最大手の
カナル・プリュス社によるライバル社TPSの 5 年前
の買収について，条件として結んだ多くの契約にそ
の後違反があるとして，承認の撤回と3,000万ユーロ
（約33億円）の罰金の過料を言い渡した

21 スペインの公共放送RTVEの最高意思決定機関であ
る経営評議会は，放送前のニュース原稿を評議員が
閲覧できるよう，制度を改めることを決めた。これ
に対し，事前閲覧は検閲につながるとして反対の声
が一斉に上がったことから，経営評議会は決定を撤
回する事態に追い込まれ，混乱が続いた

21 台湾の国家通信放送委員会は，現在の地上テレビ局
5局以外の事業者に， 5つの地上テレビの新規免許
を交付する方針を決めた。 5つの免許のうち 1つは，
「公共チャンネル」として芸術・教育文化・環境・
健康などの番組の放送が義務付けられる。これによ
り，台湾の地上テレビのチャンネル数は現在の16か
ら，将来は26に増加する

9月
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1  ニューヨークのウォール街で，失業率の高さや政
府の経済政策に抗議するデモが行われ，ブルック
リン橋を占拠したとして一時，700人が警察に拘
束された。デモはその後，全米に広がった

4  国連安保理は，反政府デモへの弾圧を続けるシリ
アのアサド政権に対し，強い措置を取ることも辞
さないとした決議案の採決が行われたが，ロシア
と中国が拒否権を行使したため否決された

5  カリスマ経営者として知られた「アップル社」の
前CEO，スティーブ・ジョブズ氏が死去，56歳

9  福島県内のすべての子どもを対象に甲状腺に異常
がないかを生涯にわたり調べる検査が始まった

9  「除染」について助言するため来日したIAEAの
調査団が福島県を訪問し，政府が除染モデル事業
を行う南相馬市の現場を視察した

12 米国上下両院は韓国とのFTA，自由貿易協定に
関する法案を可決，韓国企業は日本企業より有利
な条件でアメリカへの輸出が可能に

13 洪水被害が広がるタイで，多数の日系企業が入居
するアユタヤの工業団地に川の水が流れ込んだ

18 大分県竹田市で，母親を殺害した罪に問われ 1審
で有罪になった被告に対し，福岡高裁は責任能力
がなかったとして逆転で無罪を言い渡した。 1審
の裁判員裁判で有罪だった被告が控訴審で無罪と
なったのは初めて

20 行方が分からなくなっていたリビアのカダフィ大
佐が国民評議会の部隊の攻撃を受け，死亡した

21 アメリカのオバマ大統領は，イラクに駐留する米
軍部隊すべてを2011年末までに撤退させ， 9年近
く続いたイラクでの戦争を終結させると発表した

24 東京電力が公表を拒んでいた福島第一原発の事故
当時の手順書が個人名を除いて公開され，改めて
深刻な事故への想定の甘さが浮き彫りになった

24 「どくとるマンボウ」シリーズや「楡家の人々」
などで知られる作家の北杜夫さんが死去，84歳

29 タイの洪水被害は，首都バンコクにも広がり，市
民生活や交通機関などに大きな影響が出た。特に
自動車部品，ハードディスクドライブなどの工場
での被害は世界経済への影響も懸念された

31 国連は，世界の人口が70億人を突破したと発表し，
国際社会に対し人口増加に伴う問題に対する取り
組みを強化するよう呼びかけた

31 政府・日銀は 8月 4日以来 3か月ぶりに円売りド
ル買いの市場介入に踏み切った

31 ユネスコ，国連教育科学文化機関は総会で，パレ
スチナを加盟国として承認した。米国はユネスコ
への資金47億円を差し止める考えを示した

31 野田首相はベトナムのズン首相と会談し，原発事
故前に同意していた日本の原発のベトナムへの輸
出を引き続き進めていくことを確認した 

1  ラジオのインターネットによる同時配信「らじる★らじ
る」のサービスをスマートフォンにも拡大し，番組表，
番組HPのURLなども表記，付加情報の提供も開始した。
関連としてネットラジオの体験イベントを催し，その様
子をR1で随時放送した

1  GTVの『連続テレビ小説～おひさま』が終了した。『娘
と私』放送開始から数えて50周年となる。平均視聴率は
関東地区で18.8％

2  ラジオ離れが進む若者を対象にした民放ラジオ在京 5社
との初めての共同キャンペーン，「はじめまして，ラジ
オです。」を開催した。放送センター周辺でイベントを
開催， 1万2,000人が来場した

6  『紅白歌合戦』の応援隊の記者会見のもようをライブス
トリーミングで配信した。「NHKオンライン」だけでな
く外部サイトの「USTREAM」と「ニコニコ動画」で
も配信し，10分間の短時間にもかかわらず，アクセスは
3サイト合計で 1万9,017PVに上った

10 テレビ放送のデジタル化に合わせた全面改修のため半年
間休館していた東京・渋谷の放送センターの「スタジオ
パーク」が新たにオープンした。スーパーハイビジョン
上映設備や番組作り体験，放送の舞台裏を探検する展示
などを設けた。初日の来場者は4,930人

15 「アジア・フィルム・フェスティバル」が19日まで開か
れ，アジア各国の映画監督の新作 4作が上演された

17 GTVの『あさイチ』で，全国 7家族の食事に含まれる
放射性物質を調査した結果を放送したが，後日，番組で
公表した数値に誤りがあることが判明した

19 「週刊フライデー」10月28日号が，『紅白歌合戦』の出
場候補歌手と暴力団との関係の有無を記載したリストを
担当プロデューサーが作成したとする記事を掲載したこ
とに対し，リストは存在しないとして厳重な抗議を行い，
謝罪と訂正記事の掲載を求めた

22 BSPで30日までの 9日間，『きらり！東北の秋』と題し
東北の魅力を伝える番組を集中編成した。瀬戸内寂聴さ
んの青空説法，女優の白石美帆さんの大自然紀行，歌手
の石川さゆりさんの歌の旅などを紹介した

22 アマチュア映像制作者の登竜門となっている「ミニミニ
映像大賞」の最終審査が行われ，グランプリ作品と部門
賞 3作品が決まった。応募総数は989本

25 経営委員会は12年度から 3年間の経営計画を全会一致で
議決し，発表した。重点目標は「公共」「信頼」「創造・
未来」「改革・活力」の 4つで，当日，松本正之会長が
番組に出演し，計画の内容とねらいを伝えた。この番組
の視聴率は10.4％

27 教育コンテンツの国際コンクール「日本賞」の授賞式が
行われ，グランプリの「日本賞」に米国のWGBH教育
財団が制作した『アメリカを振り返る～人種隔離バスへ
の抵抗』が選ばれ，幼児向けカテゴリーの最優秀作品に
はNHKが制作した『みいつけた！』が選ばれた。コン
クールには61の国と地域から313作品が参加した 

10月
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1  BSデジタル放送が24チャンネルに拡大した。新たに
増えたのはWOWOW，スター・チャンネル，グリー
ンチャンネル，BSアニマックス，FOX bs238，BS
スカパー！，J SPORTS，放送大学。このうち
WOWOW，スター・チャンネル，J SPORTS，放送
大学はそれぞれ 2チャンネルを持ち，合わせて12チ
ャンネルが新たに放送を始めた。これまでのBSデジ
タル放送の多くが無料の総合編成だったのに対し，
新しいチャンネルのほとんどは有料で，専門チャン
ネルとなっている

12 電波監理委員会は，V-Highマルチメディア放送を行
う移動受信用地上基幹放送の業務の認定について，
総務省の諮問のとおり㈱mmbiが適当であると答申
した。地上基幹放送の業務についてはmmbi１社し
か申請が無く，V-High帯33セグメントのうち13セグ
メントを使って，mmbiは12年 4 月 1 日から放送を
開始する

14 九州電力は，11年 6 月にインターネットで中継され
た玄海原発説明会の番組に，運転再開を支持するメ
ールを送るよう関連会社などに指示した問題で，調
査報告書を経産省に提出した。この報告書に九電は，
外部有識者による調査委員会が指摘した佐賀県知事
の関与を一切盛り込まなかった。枝野経産相はこれ
を批判し，九電は報告書を再提出する予定

14 東日本放送は，震災発生から50日間に取材した宮城
県内の映像などをまとめたDVD「3.11東日本大震災 
激震と大津波の記録」の販売を始めた

14 米アップルのスマートフォン「iPhone」の新型機
「iPhone4S」が，日米など 7か国で同時に発売され
た。日本では，ソフトバンクとKDDI（au）が発売。
デザインは10年 6 月に発売された「 4」とほぼ同じ
だが，処理能力が向上し，バッテリー性能が上がった。
アンテナも改良された

19 スマートフォンには情報漏えいなどで従来の携帯電
話とは異なる新たな脅威が指摘されているが，総務
省は，有識者による「スマートフォン・クラウドセ
キュリティ研究会」の初会合を開いた。研究会は，
12年 6 月を目途に取りまとめを行う

21 テレビ朝日は，カダフィ大佐死亡後のリビア情勢を
取材するため，リビア中部のシルトへ向かっていた
取材車が交通事故にあい，カイロ支局長の野村能久
さんと現地スタッフ 2人が死亡し，日本人カメラマ
ン 1人がけがをしたと発表した

21 民放連は，「東日本大震災時のメディアの役割に関す
る総合調査」の報告会を開催した。被災者への情報
提供や被災者支援のあり方，災害報道などについて，
被災地のメディア関係者らが議論した

31 暴力団排除条例が全国で施行されることを受け，民
放連は番組制作やイベントにおける行動指針となる
「反社会的勢力に対する基本姿勢」をまとめ，公表
した

3  韓国のKBSは， 2 年連続で黒字を計上していたが，
11年は赤字に転落するとの予測が示された。赤字の
理由として，人件費や番組制作費の増加と広告収入
の減少が挙げられている

3  米ABCニュースは，検索大手Yahooと報道協定を結
び，インターネットを通じた報道を戦略的に強化し
ていくと発表した。ABCの取材したニュースが
Yahooニュースの主要なニュース源となり，両社合
わせて 1億人以上の利用者にコンテンツを届けるこ
とになる

6  イギリスのBBCは，今後 5年間に2,000人の人員削減
やサービスの見直しを含む経費節減計画「質の優
先」を発表した。計画案は，現行のサービスの規模
と範囲を維持したまま効率化するというもので，チ
ャンネル数の削減は考えていない。12月21日までに
広く意見を募り，12年春に発表する予定

7  インド政府は，乱立が懸念される商業衛星テレビチ
ャンネルの新たな免許申請基準を強化することを決
めた。これから免許申請ができる事業者の純資産額
は，ニュース番組を扱うチャンネルを初めて申請す
る場合，従来の 7倍近い 2億ルピー（約 3億円）以上，
娯楽チャンネルの場合は従来の 3倍近い5,000万ルピ
ー以上に引き上げられる

7  イタリアの衛星有料テレビSky Italiaは，加入契約者
が初めて500万を突破したと発表した。全契約者の
67％がHD契約だという

19 フランスの公共放送フランステレビジョンは，職員
が守るべき倫理規定などを盛り込んだ「チャンネル
憲章」を策定した。公共サービスの使命として，「報
道の真正さ」「透明性」「独立性」「情報の多元性」「国
民の多様性の反映」を改めて掲げている。また，ブ
ログやソーシャルネットワークを使用する際の倫理
規定も盛り込んだ

19 インド洋上の島国モルディブが，国営放送MNBCに
おける地上デジタル放送方式の規格に日本方式を採
用することを決めた。海外で地上デジタル放送の日
本方式採用を決めたのは，これが12か国目。津波な
どの災害の発生をいち早く知らせる緊急警報放送や，
移動中でも良好に受信できるワンセグ放送など，日
本方式の持つ独自の機能が評価された

24 台湾で複数の新聞とテレビ事業を展開する旺旺グル
ープがケーブルテレビ大手の買収を決めた事案で，
独立規制機関の国家通信放送委員会は，関係者から
意見を聞く公聴会を開いた。この場で，メディア研
究者からは，言論の多様性保持などの視点から懸念
の声が相次いで出された

24 イギリスのBBCは，ウェールズ語専門サービスの
S4Cとの間で，16年まで有効な協定を結び，支援額
を決めた。S4Cは政府助成金で運営されているが，
13年以降はテレビ受信許可料収入で賄われることに
変更されている

10月
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4  フランスのカンヌで開かれたG20サミットは，ヨ
ーロッパの信用不安が世界経済へ波及しているこ
とに強い危機感を示し，これに歯止めをかけるた
め，EU・ヨーロッパ連合がまとめた包括的な対
策を「歓迎する」とした首脳宣言を発表した

8  光学機器メーカーの「オリンパス」は，1990年代
ごろからの財テクの失敗で生じた損失を隠し，企
業買収に使ったとしていた1,000億円以上の資金
をその穴埋めに充てていたことが明らかとなった

11 野田首相は，加盟国間の関税撤廃などを目指す
TPP，環太平洋パートナーシップ協定の交渉に参
加する方針を表明した

15 肺がん治療薬「イレッサ」を服用後，死亡した患
者の遺族らが国と製薬会社を訴えた裁判で東京高
裁は，「副作用への警告が不十分だったとは言え
ない」として，国などの責任を認めた 1審判決を
取り消し，原告側逆転敗訴の判決を言い渡した

20 福島第一原発の事故などによって延期されていた
福島県の県議会議員選挙など福島県内の10の選挙
が一斉に行われた

20 プロ野球日本シリーズでソフトバンクが中日に 3
対 0で勝って， 8年ぶり 5回目の日本一となった

21 最高裁は，オウム真理教の元幹部，遠藤誠一被告
の上告を棄却し，死刑判決が確定した。16年にわ
たる教団の一連の裁判は多くの謎を残し終結した

21 古典落語に新境地を開き，毒舌や破天荒の行動で
も知られた落語家で，元参議院議員の立川談志さ
んが喉頭がんのため死去，75歳　

22 大王製紙の井川意高前会長がグループ企業から引
き出した100億円余りをマカオなどのカジノで使
ったとして，東京地検特捜部は井川前会長を特別
背任の疑いで逮捕した

22 日本人として最も長い 5か月半にわたり国際宇宙
ステーションに滞在した宇宙飛行士の古川聡さん
がカザフスタンの草原に着陸した

22 40年以上に及ぶカダフィ大佐の独裁が終結したリ
ビアで，アブドルラヒム・キーブ氏を暫定首相と
する暫定政権が発足した

22 東京証券取引所と大阪証券取引所は13年 1 月をめ
どに経営統合することを発表した

27 大阪府知事と大阪市長のダブル選挙の投票が行わ
れ，知事は大阪維新の会の幹事長で前府議会議員
の松井一郎氏，市長は大阪維新の会の代表で前知
事の橋下徹氏が当選した

30 1986年に福井市で起きた女子中学生殺害事件で，
名古屋高裁金沢支部は，殺人罪で懲役 7年の刑が
確定し服役した前川彰司さんの再審を認める決定
を出した

30 福島県の佐藤知事は県の「復興計画」に県内全原
発を廃炉にすることを求める文言を盛り込む考え
を明らかにした

2  ABU＝アジア太平洋放送連合の年次総会と関連会議が
8日までニューデリーで開かれ，小野副会長がABUの
副会長に選出された

3  「NHK文化祭たいけん広場2011」が 6 日までふれあい
ホールやスタジオパークを会場に開催され，“あつまれ！
みんなの元気”をキャッチフレーズに公開番組の収録や
新技術の体験コーナーなどが人気を集めた

3  R1で『私が愛した怪獣～語ろう選ぼう　いとしさ№
1』を放送した。ゴジラの誕生日である11月 3 日に昭和
の名怪獣を語り合い，リスナーの電子投票で№ 1を選ぶ
という双方向番組を展開

7  ABU賞の授賞式がインド・ニューデリーで行われ，
NHKの作品では，テレビドラマ部門で『ドラマスペシ
ャル～心の糸』，ラジオドラマ部門で『FMシアター～
鳥を放つ日』が「ABU賞」を受賞した。「東日本大震災
におけるNHKの報道」に迅速で正確な報道を行ったと
して「デニス・アンソニー記念賞」が贈られた

9  「出演契約における暴力団等の排除についての指針」を
定めた。契約書を交わしていない場合でも，出演者が暴
力団関係者と判断した場合などは出演契約を直ちに解除
することがあるとした

11 『2011NHK杯国際フィギュアスケート』（札幌）を13日
までGTVとBS1で放送した。女子シングルは鈴木明子選
手，男子シングルは髙橋大輔選手が優勝した

13 大相撲11月場所で，幕下以下の取組をBS1のサブチャン
ネルで中継した。10月中旬からマルチチャンネル放送の
試行を開始していた

16 テレビ受信機を設置しているものの放送受信契約の締結
に応じない東京都内の 5世帯に対し，放送法に基づき契
約の締結と受信料の支払いを求める裁判を起こした。一
般の世帯を対象にした提訴は初めて

19 『蝶々さん～最後の武士の娘』をGTVで放送した（後
編は26日放送）。オペラ「マダムバタフライ」で世界的
に有名な蝶々さんの人生を宮﨑あおいさんが主演した。
原作・脚本は市川森一さんで，最後の脚本テレビドラマ
作品となった

20 GTVの『あさイチ』の制作スタッフがアレルギー治療
の最前線を徹底取材して番組にまとめた『NHKスペシ
ャル～アレルギーを治せ』を放送した。司会進行は『あ
さイチ』の井ノ原快彦さんと有働由美子アナ

23 ヨーロッパの信用不安を受け，『NHKスペシャル～ユー
ロ危機　そのとき日本は』をGTVで放送した。暗躍す
るヘッジファンドの動きを通して国際市場が抱える深刻
なリスクを明らかにするなど，国際経済の動きを分かり
やすく伝えた

26 歳末たすけあいの関連行事として『あなたのやさしさを
2011』を秋葉原で公開収録し，27日，GTVで放送した

27 大阪府知事選挙と大阪市長選挙にあたり，大阪局を中心
に準備を重ね，午後 8時に当選確実を速報した。関西地
区では 3時間39分にわたり開票速報を実施，関西地区の
最高世帯視聴率は28.3％を記録した

11月
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1  第 7 回日本放送文化大賞が発表された。テレビ番組
グランプリに静岡放送の『SBSスペシャル サヨばあ
ちゃんの無人駅』が，ラジオ番組グランプリにIBC
岩手放送の『空より高く～被災地に届け！園児の歌
声』が選ばれた

4  ジャーナリストの田原総一朗さんのテレビ番組での
発言により精神的苦痛を受けたとして，拉致被害者・
有本恵子さんの両親が慰謝料を求めた訴訟で，神戸
地裁は「発言に合理的な根拠はない」と判断し，田
原さんに100万円の支払いを命じた

10 総務省四国総合通信局は， 9月 6 日に高知県全域で
2時間24分にわたり放送が中断した高知さんさんテ
レビに対し，設備の管理や研修・訓練の見直しを講
じるよう行政指導した

10 民放連の定款が，総務省の認可を受けて変更された。
会員資格を「一般放送事業者」から「基幹放送事業
者」に変更し，新たに「正会員」「準会員」を設けた。
6月の新放送法施行を受け，会員資格の規定を見直
したもの

11 民放連は06年度から，東大大学院情報学環と共同で，
中高生を対象にメディア・リテラシー向上の研究に
取り組んできたが， 5年間の事業が終了したため，
東京で報告会を開催した

14 フジテレビは，上海の劇場で11月に上演されたミュ
ージカルが，90年に放送されたドラマ『東京ラブス
トーリー』の無断公演だとして，著作権侵害等で主
催者に抗議文を送ったことを明らかにした

14 民放連は，CMを含むすべてのテレビ番組の音声レ
ベルの新基準を12年10月 1 日から適用することを決
めた。従来のVUメーターによる測定では統一の難し
かった番組やCMの音の聞こえ方の差異を適正化す
る

15 東海テレビの『ぴーかんテレビ』の不適切なテロッ
プ問題で，再発防止策を検討していた「東海テレビ
放送再生委員会」が，答申書を公表した。経営効率
偏重の経営計画を見直すこと，社内の風通しを良く
すること，再発防止策の評価・公表の機能を持つ第
三者機関を設けることなどを提言した

27 大阪市長，府知事のダブル選挙で，日本テレビ系列
の 6局が，投票終了時刻の午後 8時より前に「当選
確実」のテロップを誤って放送した

29 テレビ朝日の早河洋社長は定例記者会見で，カタロ
グハウス「通販生活」の原子力発電所の是非を国民
投票で決めようというCMについて，報道番組のCM
はニュースと混同されやすい表現をしてはならない
とする民放連の放送基準に基づき，放送を断ったこ
とを明らかにした

30 民放連は，政府が法制化を進めている「秘密保全法
制」についての意見書を内閣官房に提出した。法制
化の是非そのものから国民レベルの議論が必要であ
り，拙速感が否めないとした

1  アメリカ政府の放送管理委員会は，12年度から16年
度までの国際放送の強化・改革計画を発表した。「発
明と統合によるインパクト」をスローガンに，デジ
タル時代に有効な情報伝達手法を開発するとともに，
発信体制を統合することで，シナジー効果を上げる
としている

9  アメリカで，自然災害に関する緊急警報を国民に伝
達するためのテレビとラジオの試験放送が全国一斉
に行われた。連邦緊急事態管理庁と連邦通信委員会
が共同で実施したもので，地方レベルでは同様の試
験放送が行われていたが，全国レベルでは初めて

14 英大衆紙の盗聴事件の解明を進めるため，関係者か
ら話を聞く聴聞会が始まった。キャメロン首相が設
置したレベソン委員会が行ったもので，初日には，
少なくとも28人の記者が盗聴に関わっていたことが
明らかにされた

15 イギリスのBBCトラストは，BBCの営利子会社BBC
ワールドニュース社が海外向けに放送した15本の番
組で，スポンサーシップ規定のガイドラインに対す
る重大な違反があったと発表した。具体的には，温
室効果ガスの排出量取引を扱った番組でスポンサー
企業を取材したり，ユネスコなどから資金を得て制
作した番組で同機関の関連活動を紹介したりしたの
は，宣伝に当たるとされた

17 カタールのドーハを拠点とする国際的な英語ニュー
スチャンネルAJEは，インドでの放送を同国最大の
衛星放送プラットフォームDish TVを通じて開始す
ることを明らかにした

18 ブラジルのルセフ大統領が，すでに国会の上下両院
で可決されていた情報公開法を正式に承認し， 6か
月後に施行されることになった。同法は，政府や国
営企業などに文書などの開示を義務付けるもので，
州や市政府，半官半民の企業も対象となる

22 フランスの公共放送フランステレビジョンとフラン
ス政府は，フランステレビジョンの中長期経営計画
「目標手段契約」に調印した。2000年に始まり 4度
目となる今回の目標手段契約は，文化番組の育成と，
インターネット接続テレビなどさまざまなプラット
フォームを通してのデジタル展開を主な柱としてい
る

27 ドイツの下院にあたる連邦議会は，電気通信法の改
正案を可決した。これにより，アナログのFMラジ
オ放送の周波数割り当ては，25年まで延長できるこ
とになった

28 イタリアの大手民放Mediasetは，新規の無料専門ニ
ュース専門チャンネル「TgCom24」を開始した

28 中国の国家ラジオ映画テレビ総局は，テレビドラマ
の番組の途中でコマーシャルを挿入することを禁止
する通達を出した。メディア関係者の中には，この
措置によってテレビ局の広告収入に大きな影響が出
ると指摘する声もある

11月
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7  震災からの復興に向けた自治体の取り組み支援の
ため，規制をなくしたり税制上の特例を設けるな
どの「復興特区法」が参議院で可決，成立した

9  震災からの復興の基本的な方針の策定を行う「復
興庁設置法」が参議院で可決，成立した

9  一川防衛相と山岡消費者担当相に対する問責決議
が参議院本会議で可決された

10 「ウルトラマンシリーズ」や「大河ドラマ」な
ど，多くの人気ドラマを手がけた脚本家の市川森
一さんが肺がんのため死去，70歳

11 南アフリカで開かれていた温暖化対策を話し合う
国連の会議，「COP17」は，京都議定書を期限切
れ後も継続し，2020年から新たな枠組みを発効さ
せることで合意した

12 政府の情報収集衛星を載せたH2Aロケットの打
ち上げが成功し，信頼性の目安とされる95%の成
功率を達成した

15 アメリカのオバマ大統領は演説で，「イラク戦争
の終結」を宣言した。18日には最後の部隊が国境
を越え， 9年近くのイラク駐留を終了した

16 野田首相は福島第一原発の原子炉が「冷温停止状
態」に達したと宣言したが，核燃料の状態が分か
らないままの宣言を疑問視する声も出た

17 北朝鮮の最高指導者，キム・ジョンイル総書記が
移動中の列車内で心筋梗塞のため急死，69歳。国
営メディアは葬儀委員会委員の最初に 3男のジョ
ンウン氏の名前を挙げ，「継承者」と伝えた

20 政府の安全保障会議は航空自衛隊の次期戦闘機，
FXについて米国など 9か国が共同開発を進めて
いる「F35」を採用することを正式に決定した

20 「家族ゲーム」や「失楽園」などで知られる映画
監督の森田芳光さんが急性肝不全で死去，61歳

21 政府と東京電力の合同会議が発足し，原子炉を解
体し廃炉にする作業を最長で40年かけて行うとす
る新たな工程表を発表した

23 政府は八ッ場ダム建設の必要経費を12年度予算案
に計上することを正式決定した。民主党の政権公
約の象徴の建設中止が撤回されることになった

28 防衛省沖縄防衛局は，米軍普天間基地の移設計画
に伴う環境影響評価書16箱を午前 4時過ぎの異例
の時間帯に沖縄県庁に運び入れた。前日，県内移
設に反対する団体に運び入れを阻まれていた

28 民主党の税制調査会は消費税について，2013年10
月に 8％，2015年 4 月に10%とする素案のたたき
台を示した。税率引き上げは政権公約に違反する
として衆議院議員ら 9人が離党届を提出した

30 ヨーロッパの信用不安を背景にユーロ安が進み，
ニューヨークの外国為替市場では一時， 1ユーロ
99円47銭と11年ぶりの水準まで円高が進んだ

31 オウム真理教の元幹部で，特別手配されていた平
田信容疑者が出頭し，逮捕された

1  「NHK歳末たすけあい・海外たすけあい」が始まった。
GTVの『SONGS』で，東日本大震災チャリティ企画と
して松任谷由実さんが制作した「（みんなの）春よ，来
い」を期間中，関連番組やイベントで活用した

3  『NHKスペシャル～証言記録　日本人の戦争』をGTV
で 2日連続で放送した。90歳，100歳を迎えた戦争体験
者800人の証言を 4年にわたって収集し，放送だけでな
く，アーカイブズ化して公開した

9  電波監理審議会が群馬県と栃木県での県域放送を実施す
ることを適当とする答申を行い，12年 4 月 1 日からの放
送開始に向けて準備に入った

11 『NHKスペシャル東日本大震災～震災遺児1500人』を
GTVで放送した。震災で父親や母親を失った子どもた
ちがさまざまな形で苦しみと向き合いながら懸命に生き
る姿を見つめた

13 11年度の子会社等の業績見通しが理事会で報告され，13
社の売上高は単純合計で2,410億円と前年度比128億円の
減収となる見込み。地デジ移行が完了したための関連業
務の大幅な売り上げ減少が主たる原因

15 GTV『あさイチ』で，10月17日に放射性物質の数値を
誤って放送した問題で，分析装置に整備の不備があった
ことが数値を誤った原因であることなどの経緯や再分析
の結果などを放送した

23 『NHKスペシャル～世界を変えた男　スティーブ・ジ
ョブズ』をGTVで放送した。10月 5 日に死去したジョ
ブズ氏の友人やライバル，伝記作家のインタビューから
素顔に迫った

25 スペシャルドラマ『坂の上の雲』第 3部が終了した。09
年11月から 3年にわたって放送した全シリーズ，13回の
関東地区の平均視聴率は14.4％

26 アジア 8か国の若者が制作したアニメやCGなどのデジ
タルアート作品を紹介する『ABUデジタルティーン
ズ』がトルコ，タイ，NHKのスタジオを結んで行われた。
このもようは12年 2 月11日，Eテレで放送された

28 GTVの『追跡！真相ファイル』で，ICPR（国際放射線
防護委員会）による「低線量被ばく」の国際的な安全基
準が揺らいでいると放送したところ，論旨のすり替えや
事実誤認などの問題があるとする指摘が寄せられた

31 『第62回紅白歌合戦』は，開始時間を前年より15分早め
て午後 7時15分から11時45分まで放送し，09年の60回と
並び歴代最長の放送時間となった。テーマは「あしたを
歌おう。」で，関東地区の視聴率は第 1部が35.2％，第
2部が41.6％だった。デジタルテレビや携帯などを通じ
た「視聴者審査」の投票数は104万と初めて100万の大台
を突破した

31 『ゆく年くる年』は，テーマを「祈り，そして明
あした

日へ」
とし，岩手県平泉町の中尊寺をキーステーションに東北
地方を中心に全国各地を結び，ふるさとの祈りの情景を
紹介した

12月
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2  東京放送（TBS）ホールディングスは，経済と社会
のグローバル化に伴い急速に成長するメディア市場
をターゲットに，日本経済新聞社と業務提携をし，
コンテンツの開発などを共同で行うと発表した。両
社の提携は，これまでになかったコンテンツを開発
したり，新たな市場を開拓したりするためには，活
字と映像メディアが協力して互いの強みを生かし，
補完しあうことが必要との判断で行われた

5  エフエム東京は，NTTドコモのスマートフォンで
JFN系列のFM局を聴けるIPサイマル配信サービス
「ドコデモFM」を開始した。アンドロイド搭載の
ドコモのスマートフォンに対応し，専用アプリをダ
ウンロードすることでJFN38局の放送を全国で聴取
できる

8  北朝鮮の映画をニュース番組で無断使用され著作権
を侵害されたとして，朝鮮映画輸出入社と日本での
上映権を持つカナリオ企画が，日本テレビとフジテ
レビに放送差し止めと損害賠償を求めた訴訟で，最
高裁第 1小法廷は，24万円の賠償を命じた知財高裁
の 2審判決を破棄し，請求を棄却した

15 大阪府を放送エリアとするFM802は，近畿 2府 4 県
向けの外国語放送「FM COCOLO」を関西インター
メディア社から譲り受け，12年 4 月 1 日から同社で
運営すると発表した。「FM COCOLO」は95年に日
本初の外国語FM放送局として開局したが，最近は
経営が厳しくなっていた

15 法務省は，新たな人権救済機関として政府から独立
した人権委員会を設置する法案の概要を公表した。
人権委員会は，法務省の外局として設置される。懸
案となっている報道機関などによる人権侵害につい
ての規定は盛り込まれていない

16 栃木県を放送エリアとするとちぎテレビが，県域
AMラジオ局栃木放送を子会社化することが，両社
の臨時取締役会で決まった

19 69年に始まり42年間続いたTBS系の『水戸黄門』の
最終回が放送された。視聴率は13.9%だった。かつて
は視聴率が30%を超える人気番組だったが，最近は
視聴率が低迷していた

20 電波の特定の周波数を使う事業者の選定に際して，
国が競売を実施する周波数オークション制度に関す
る検討を行っていた総務省の「周波数オークション
に関する懇談会」が報告書を取りまとめ，公表した。
報告書は，同制度の導入は従来の比較審査方式に比
べ行政裁量の余地が少なく，手続きの透明性や迅速
性が確保されるとし，さらにオークションの払込金
が国家財政に寄与するとしている

27 日本子ども家庭総合研究所の東日本大震災中央子ど
も支援センターは，大震災の津波の映像を子どもた
ちが繰り返し見ると，心的外傷ストレス障害が悪化
するおそれがあるとして，放送時間などに配慮する
よう，テレビ局など報道機関に要請した

1  韓国を代表する保守系の大手新聞各社が新規に設立
したテレビ局 4局が一斉に開局した。これらのテレ
ビ局は，報道，教養，娯楽などすべての分野を扱う
ことのできる「総合編成チャンネル」で，テレビ事
業者間の競争が激化するものとみられている

1  中国の広東省政府は，広東語によるテレビやラジオ
の放送について，12年 3 月から当局の許可を得るよ
う義務付ける規則を定めた。中国では北京語が標準
語として広く使われているが，広東省や広西チワン
族自治区などでは広東語を使っており，広東テレビ
の基幹チャンネルも広東語で放送している

6  米NBCは，地方ニュースの取材を充実させるため，
全米 4つの直営局で地元の非営利メディアと協力し
ていくことで合意した。アメリカでは，放送や新
聞，雑誌，ネットなどメディアを超えた提携・協力
の試みが続いている

10 ロシアの政府系テレビ局NTVは，国会議員選挙に与
党側の不正があったとして抗議する市民のデモをト
ップニュースで伝えた。このニュースでは，反政府
側のネムツォフ元副首相を「野党のリーダー」とし
て紹介しており，過去10年間，手錠をかけられた姿
などしかテレビに映されてこなかった同氏を驚かせ
た

13 アメリカの連邦通信委員会は，テレビのコマーシャ
ルの音量を番組と同じレベルまでに下げる規則を採
択した。コマーシャルの音量は，コマーシャルが放
送される番組の平均音量を超えてはならないとして
いる。12年12月13日から実施される

16 ドイツの受信料制度を改正する第15次放送改正州間
協定が，全州議会で批准された。公共放送の財源で
ある受信料は13年から放送負担金となり，受信機の
所有の有無にかかわらず，すべての世帯と事業所か
ら徴収されることになる

16 フィンランドの議会で，公共放送YLEの財源につい
て，テレビ受信料からYLE税へ変更することで，全
党が合意に至った。現行の受信料制度から大きく変
わるのは，YLE税の税額に累進課税方式が採用され
ること。税額は所得に応じて決まり，低所得者は全
額免除となる

19 インドの連邦議会上院は，下院に続き「2011年ケー
ブルテレビ・ネットワーク規制法修正案」を承認し
た。これにより，14年末までに全国のケーブルテレ
ビを段階的にデジタル化する法的基盤が整ったこと
になる

21 イランの国営放送IRIBは，スペイン語の衛星テレビ
チャンネル「Hispan TV」の本放送を始めた。ヨー
ロッパとアメリカ大陸のスペイン語圏向けに 1日24
時間の放送を計画している

22 イギリスの地方政府で作る団体LGAは，BBCのロー
カルラジオ縮小計画について，災害時の情報伝達に
支障が出るおそれがあるとして，反対を表明した

12月
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6  政府・与党は消費税率を14年 4 月に 8％，15年10
月に10％引き上げるなどの「社会保障と税の一体
改革」の素案を決定した

9  国際サッカー連盟は，11年の年間最優秀選手を発
表し女子ではW杯で優勝した「なでしこジャパ
ン」の澤穂希選手を選んだ。年間最優秀監督には
佐々木則夫監督が選ばれた

10 オウム真理教元幹部，平田信容疑者の逃亡を助け
た斎藤明美容疑者が東京の大崎警察署に出頭し，
犯人隠避の疑いで逮捕された。17年にわたり平田
容疑者とともに大阪などで暮らしていた

14 大学入試センター試験の58の会場で，問題冊子の
配付の遅れや配付しないミスがあり，4,500人余
りの受験生に影響が出た

16 君が代斉唱時に起立しなかったとして処分を受け
た東京都の公立学校の教職員170人が処分の取り
消しを求めた裁判で，最高裁は「重い処分は慎重
な考慮が必要だ」という初めての判断を示し，教
員 2人の停職処分と減給処分を取り消した

17 東京電力は企業向けの大口の電力料金を12年 4 月
以降，平均で17％値上げすると発表した

18 ミャンマーの民主化運動のリーダー，アウン・サ
ン・スー・チーさんは12年 4 月 1 日に行われる議
会下院の補欠選挙に立候補した

18 大リーグへの移籍を目指していたプロ野球，日本
ハムのダルビッシュ有投手がレンジャーズと総額
46億円で 6年契約を結んだ

19 創業132年の米イーストマン・コダック社が連邦
破産法11条の適用を申請した。デジタル化への対
応が遅れ，経営の悪化に歯止めがかからなかった

25 財務省が発表した11年の貿易統計によると，震災
の影響で輸出が振るわず，燃料などの輸入が増え
たことから貿易赤字は 2兆4,927円となった

26 環境省は，福島第一原発事故による「警戒区域」
と「計画的避難区域」の除染の工程表をまとめ
た。住民の早期帰還を目指して年間被ばく量が少
ない地域を優先し，50ミリシーベルト以下の地域
は14年 3 月末までに完了するとしている

26 原発事故で住めなくなった福島県大熊町の住宅の
損害について東京電力が1,300万円を支払うと回
答した。東京電力が住宅の損害賠償に応じる姿勢
を見せたのは初めて

26 米国防総省は財政赤字解消のため2013会計年度の
国防予算を60億ドル減らすと発表したが，アジア
太平洋地域では兵力を維持・強化する計画を明ら
かにした

31 原発事故の影響で住民の 9割以上が村外に避難し
ている福島県川内村の遠藤村長が「帰村宣言」を
行い，12年 4 月に役場や学校を再開するとしたス
ケジュールを公表した

1  NHKオンデマンドで，『第62回紅白歌合戦』の配信を開
始した。18日までの視聴数は 3万6,033件で，10年の 2
万7,293件を30％上回った

7  アナログ放送終了を 3月に控えた宮城，岩手，福島の 3
県向けに，デジタルへの移行を呼びかける「チーム地デ
ジ化」スポットを放送した。スポットには，村上弘明，
涼風真世，神尾祐さんの 3県出身者が出演した

7  「東日本大震災プロジェクト」で，さまざまな角度で震
災を記録する一環として，『あの日　わたしは～証言記
録　東日本大震災』の放送を始めた。すでに制作されて
いるものを再構成し， 1人の証言を 5分にまとめ，週に
4本程度放送した。月に 1回，43分版も放送した

7  BSPで『特集　世界遺産　時を刻む～向井理のオランダ
“サイクル”紀行』は，俳優の向井理が自転車に乗って
大運河や風車のある田園地帯などを巡り，オランダの魅
力を伝えた

8  『大河ドラマ～平清盛』がスタートした。「平家物語」で
は悪役として描かれた清盛に新たな光を当てて躍動感と
エネルギーにあふれる男として描く

8  Eテレの特集シリーズ，『日本人は何を考えてきたのか』
の放送を開始した。開国後150年，日本人の近代の思索
の営みを 2年がかりで描いていく12回のシリーズ。第 1
回は「日本はどこへ行くのか～福沢諭吉と中江兆民」

8  NHKワールドTVで『Science View』の放送を開始し
た。重点ポイントとして開発してきた独自制作の英語番
組で，日本が誇る最先端の科学や技術を分かりやすく紹
介する科学技術情報番組

9  BS1で『ドーハは悲劇ではなかった～日本サッカー　あ
の日から18年』を放送した。1993年のドーハで日本代表
のワールドカップ初出場にあと一歩まで導いたハンス・
オフト元監督が監督業からの引退にあたり，日本を訪れ，
当時の選手たちと再会した様子を紹介した

11 文化庁芸術祭で，『ETV特集　ネットワークでつくる放
射能汚染地図～福島原発事故から 2か月』（11年 5 月15
日放送）がテレビドキュメンタリー部門の「大賞」を受
賞した。事故発生 4日後から現地に入って放射線量の測
定を開始，｢ホットスポット」発見に至る状況を伝えた

22 『NHKスペシャル～ヒューマン　なぜヒトは人間にな
れたのか』の放送を開始した。“人間らしさ”の起源を
人類史20万年に探ろうという 4回シリーズで，俳優の藤
原竜也さんが進行役を務めた

28 BSPで，地域を舞台にした“地域発ドラマ”として富山
局制作の『港町相撲ボーイズ』を放送した。 2月下旬に
かけて各地の放送局が制作したその土地の空気感を伝え
る珠玉のドラマ 7本を放送した

31 日本国内のテレビ番組をインターネット経由で有料で視
聴できるようにしている東京の情報通信会社と静岡のビ
デオ機器メーカーに対し民放と共同で著作権侵害を訴え
ていた裁判で，知的財産高裁は 2つの会社にサービスの
停止と賠償を命じた

1月
2012年
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1  東海テレビ放送は，同社の番組やイベントを論評
し，注意喚起する第三者機関「オンブズ東海」を設
置した。不適切テロップ問題で，同社の再生委員会
が提言した内容を踏まえた措置

2  日本テレビは，11年の年間視聴率で全日，ゴールデ
ンタイム，プライムタイムの 3部門でいずれもトッ
プとなり， 8年ぶりに三冠王となった。これまで 7
年間はフジテレビが三冠王を続けていた

12 日本新聞協会は，期日前投票で投票を済ませた有権
者に，投票した政党や候補者を聞く出口調査につい
て，一定の指針を定めた確認事項をまとめ，会員各
社に周知することにした。投票を済ませた有権者を
取り合うなど調査が過熱するおそれがあり，選挙の
運営に悪影響を及ぼす懸念が出ていた

13 総務省は，「デジタル放送時代の視聴覚障害者向け放
送の充実に関する研究会」の初会合を開いた。テレ
ビのデジタル化や東日本大震災などで障害者向け放
送を巡る状況が変化したため，これまでの行政指針
の見直しを検討する

16 KDDIは，固定回線の契約とセットでスマートフォ
ンを契約すれば，スマホ 1回線当たり最大 2年間，
月1,280円割り引くと発表した。スマートフォンは，
従来の携帯電話より高い通信料が得られるため，
これまで携帯各社は料金競争を避けてきた

17 文化放送は，AMステレオ放送を終了し， 2月 6 日
から全番組をモノラル放送に移行すると発表した。
ステレオ放送の送信機器メーカーの製造中止により
修理部品が少なくなっているため，安定した放送を
継続するための措置

18 総務省は，スマートフォンで使用されるアプリとい
う有料ソフトを通して利用者の個人情報が流出する
問題の対応策を検討するワーキンググループを設置
すると発表した

23 総務省は，P2Pファイル共有ソフトを使ったコンテ
ンツの不正流通を抑止するため， 1月23日から29日
まで，同ソフトを使って違法コンテンツをダウンロ
ードしようとするユーザーに注意喚起する実証実験
を行った

25 電子情報技術産業協会は，11年の薄型テレビの出荷
実績は1,982.9万台で，前年の78.7％だったと発表し
た。11年 7 月の地上テレビのデジタル移行の後出荷
が減り，前年実績を20％以上下回った

25 TBSテレビは，同社の番組とコンセプトや演出方法
が酷似した番組を放送し著作権を侵害したとして，
米ABCと制作会社に放送の差し止めと損害賠償を求
めた訴訟で，和解したと発表した

26 民放キー局 5局と電通が共同で始めるVODサービス
の名称が「もっとTV」に決まった。視聴している番
組に関連するコンテンツが簡単に見つけられるのが
特徴で，視聴にはインターネット接続環境と専用テ
レビが必要となる。 4月 2日にサービス開始

4  11年の 1年間のアメリカでの音楽アルバムの売上げ
は 3億3,060万枚と前年より1.3％増加し，04年から続
いていた減少傾向に歯止めがかかった。売上げ増加
の最大の理由はオンライン購入が対前年比8.5％の増
加を示したこと

9  キルギスのアタムバエフ大統領が「キルギス公共テ
レビ・ラジオ放送協会法」に署名した。11年11月に
議会で可決された同法は，これまで国営放送だった
国家テレビ・ラジオ放送協会を公共放送機関として
国から独立させるもので，公共放送の法的地位や目
的，権限，責任などを定めている

11 デンマーク政府が全株式を所有する商業放送TV2
は，これまで広告を財源とし無料で放送してきたメ
インチャンネルTV2を有料サービスに転換した。
TV2は，08年ころから経営が悪化し，政府資金によ
る救済策が行われてきたが，政府は，11年 3 月に事
業立て直し策として有料サービスへの転換を決定し
ていた

11 タイの政府系企業MCOTのカセムスワン会長は，タ
イの文化を輸出し，国際的なブランドイメージを構
築するために，CCTVやアルジャジーラ，BBCをモ
デルにした国際テレビチャンネルを開設する計画を
明らかにした

23 イギリスの放送と通信分野の独立規制機関Ofcomは，
商業放送ITVが11年にビデオゲームの映像を誤って
使用したことは「視聴者の信用を損なうもので，放
送コードに違反する」と指摘した

23 アメリカのメディア大手ニューズ・コーポレーショ
ンは，スペイン語テレビネットワークMundo FOX
を12年秋にアメリカに立ち上げると発表した

24 イギリス大衆紙の盗聴事件をきっかけに，キャメロ
ン首相の要請で設置された調査委員会で，BBCトラ
ストのパッテン会長は，政府によるメディア規制に
対して改めて反対の意思を表明した

24 フランスの有料放送大手Canal+は，10年 6 月に始め
た3Dサービスを取りやめた。ヨーロッパを覆う経済
不況もあって，3D作品の制作が同社の予測ほど伸び
なかったことが背景にある

25 韓国の地上放送局大手MBCで，報道内容が政府より
となって放送の公正性と信頼性が損なわれたとし
て，記者とカメラマンの大多数が幹部の辞任を求め
てストライキに入った。このため，50分間の看板ニ
ュース番組『ニュースデスク』は15分間の放送とな
り，他のニュースも時間短縮や放送中止の事態とな
った

26 アメリカの調査会社アルビトロンが発表した報告書
によると，全米で毎週， 2億4,100万人がラジオ放送
を聴いており，国民の 7割が毎日 2時間45分，ラジ
オをつけているという。アルビトロンは「ラジオは
依然，アメリカ国民にとってなくてはならないもの
だ」と結論付けている

1月
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3  沖縄防衛局の真部局長が 2月12日の宜野湾市長選
挙に向け職員に講話を行い，政治的中立性が問わ
れた問題で，田中防衛相らが対応を協議したが，
結論を見送った

4  反政府デモへの弾圧を続けるシリアのアサド政権
に対し国連の安全保障理事会は，市民への攻撃や
人権侵害の即時停止などを求める決議案を採決し
たが，ロシアと中国が拒否権を行使，否決された

8  在日米軍の再編を巡り，日米両政府は普天間基地
の移設計画と海兵隊のグアムへの移転計画を分離
し，海兵隊移転を先行することで合意した

9  米原子力規制委員会は，ジョージア州ボーグル原
子力発電所の 2基の原子炉の建設計画を承認し，
米国では34年ぶりの新規着工となる

10 東日本大震災からの復興政策を担う「復興庁」が
発足した。本庁を東京に，岩手，宮城，福島の 3
県に復興局などを置く

11 世界的な女性歌手，ホイットニー・ヒューストン
さんがロス郊外の高級ホテル浴室で死去，48歳。
コカイン使用と心臓疾患による溺死と見られる

15 イラン政府は，欧米が中止を求めているウラン濃
縮活動について，新型の遠心分離機の開発に成功
し，すでに稼働を開始したと発表した（24日，国
際原子力機関は，最近 2か月で13.8kgの20％濃縮
ウランを製造したとする報告書をまとめた）

16 東京地検特捜部と警視庁は，巨額の損失を隠して
資産を1,000億円以上多く見せかける粉飾決算を
した疑いで，オリンパスの菊川剛前社長や手口を
指導した証券会社の元社員ら 7人を逮捕した

16 映画「夫婦善哉」などに出演して日本映画の黄金
期を支え，連続テレビ小説などのドラマや舞台で
も活躍した女優の淡島千景さんが死去，87歳

17 政府は， 1月にまとめた社会保障と税の一体改革
の素案を，そのまま「大綱」として決定した

17 中国企業が米国アップル社の「iPad」の商標権を
主張し販売差し止めを求めていた裁判で，中国広
東省の裁判所が広東省での販売停止を命じた

20 99年，山口県光市で主婦と幼い娘を殺害した罪に
問われた当時18歳の元少年について，最高裁は上
告を退け，死刑が確定することになった

27 国の支援を受けて再建を目指していた世界 3位の
半導体メーカー「エルピーダメモリ」は，円高や
半導体価格の下落などで資金繰りのめどが立た
ず，東京地裁に会社更生法の適用を申請した

27 メキシコで開かれていたG20，財務相・中央銀行
総裁会議は，欧州の信用不安の拡大を防ぐための
IMF・国際通貨基金の融資基盤の強化に向け，検
討を進めることで合意した

29 震災復興財源を捻出するため，国家公務員の給与
を12年度から 2年間，平均7.8％削減するとした
法律が参議院本会議で可決・成立した

2  『大河ドラマ～平清盛』について，兵庫県の井戸敏三知
事が「画面が汚い」と指摘したのに対し，松本会長は会
見で「現場は最新の技術を使って，できる限り時代表現
をリアルにしたいと考えている」と述べた

2  民放キー局 5社と電通によるVOD（ビデオ・オン・デ
マンド）サービス「もっとTV」（12年 4 月運用開始）に
ついて松本会長は「参加する準備はしているが，時期や
提供する内容は現在精査している」ことを明らかにした

3  「NHKワールド・ラジオ日本」が放送している18の言
語すべてが，ウェブサイトを通じたライブストリーミン
グで聞くことができるようになった

5  『サッカー男子　ロンドン五輪アジア最終予選　「日
本」対「シリア」』をヨルダンのアブドラ国王競技場か
ら中継した。22日には「日本」対「マレーシア」の試合
をマレーシアから中継した

6  「NHKワールドTV」をAndroidOSの端末でライブスト
リーミングできるアプリケーションが用意された。当面，
海外のみのサービス提供となる。すでにiPhone用は提供
されており，世界の携帯端末の半数で利用可能となった

7  アジア各地に飛び出して自らの道を切り開く日本女性の
物語，『アジアで花咲け！なでしこたち』をBS1で 4 回
に分け放送した。ベトナムで結婚情報ビジネス，中国で
は飲料水ビジネスを立ち上げた女性などを紹介した

9  被災地の子どもたちがビデオカメラで撮影したミニ番
組，『こどもたちが見た被災地』をGTVとBS1で始めた。
祖父を津波で亡くしたり埼玉県に集団で避難した小学生
たちが「今，自分がもっとも伝えたいこと」を紹介した

11 「第41回番組技術展」を14日まで放送センターで開催，
現場の技術担当者が知恵と工夫で開発した機器34項目を
紹介，特別展示では震災報道で使われた機材も展示した。
シャトルバスの車内広告や専門学校や高専への案内状の
送付などの効果で来場者は前年の1.5倍の8,340人

11 BSPで『クリスマスの卒業式～福島・飯舘村の子どもた
ち』を放送した。 9か月遅れで行われた幼稚園と小学校
の卒業式の様子を，活動を支援した俳優の伊勢谷友介さ
んも出演して紹介した。東北の魅力を全国に紹介する
「ほっこり！東北の冬」キャンペーンの一環

12 患者数が100万人を超え，増え続けている「うつ病」治
療の最前線を紹介する『NHKスペシャル～ここまで来
た！うつ病治療』をGTVで放送した。脳の働きを画像
化する診断や磁気刺激による治療などを紹介した

19 『大河ドラマ～平清盛』の冒頭で，「きょうの見どころ」
を開始した。人物背景が複雑で分かりにくいという声に
応えての措置

22 東日本大震災の際，長時間にわたり津波被害の状況を報
道したとしてイギリスの「王立テレビ協会」から「テレ
ビ・ジャーナリズム賞」の「審査員賞」を受賞した

25 編成局ソフト開発センターの47歳の専任ディレクターが
自宅に麻薬を隠し持っていたとして麻薬取締法違反の疑
いで逮捕された。ハワイの空港で違法薬物を所持してい
たとして拘束され，警視庁の捜査員に引き渡された

2月
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1  民放連と日本弁護士連合会が，「報道と人権に関する
懇談会」を開いた。東日本大震災を巡る報道や日弁
連の対応について情報を交換したほか，裁判員裁判
の取材・報道上の課題，秘密保全法制の問題点など
を巡って意見を交換した

2  日本音楽著作権協会が放送事業者からの楽曲使用料
の包括徴収方法を巡り公正取引委員会から受けた排
除措置命令の取り消しを求めた審判で，公取委は他
の管理事業者の事業活動を排除する証拠がなかった
として，命令を取り消した

10 BPOの「放送と青少年に関する委員会」は，NHKと
民放のドラマ・バラエティー制作者の意識調査結果
を発表した。調査は，娯楽番組制作者の現状認識や
将来展望などを探るために行われ，NHKと民放の制
作者666人が回答した。首都圏の成人視聴者にも関連
の調査を実施した。その結果，「番組制作者よりも一
般視聴者のほうが，最近の番組の質の低下を意識し
ている」「将来も，娯楽や情報の供給源としてのテレ
ビの役割は揺らぐことはない」などが浮かび上がっ
た

10 総務省は，東経110度CS放送に関わる衛星基幹放送
の業務に関し，HDTVの 8 事業者10番組，SDTVの
4 事業者 4番組を認定したと発表した。時代劇専門
チャンネルや囲碁・将棋チャンネルなどが認定され
た

11 コミュニティー放送局 3局を含む滋賀県のラジオ局
5局は，災害への備えとリスナーの防災知識の向上
を目指し， 2時間の共同制作番組『防災ラジオ滋賀
2012～地震災害から身を守る』を放送した

15 朝日放送と電通，イギリスのテレビ番組制作会社・
フリーマントルメディアの 3社が，番組の世界展開
を目指してオリジナルテレビ番組フォーマットを開
発したと発表した。同フォーマットは，テレビ番組
のコンセプトや構成，具体的な制作手順をパッケー
ジ化したもの

15 放送作家協会と国会図書館は共同で，テレビ番組の
脚本や台本の収集・保管，デジタル化によるアーカ
イブの意義などを考えるシンポジウムを開催した。
脚本の収集，保存，公開の重要性が語られた

16 NTTドコモが，携帯端末向けのV-Highマルチメデ
ィア放送「モバキャス」に日本で初めて対応する端
末 2機種を開発したと発表した。12年 3 月から順次
発売する予定

23 電通が11年の「日本の広告費」を発表した。総広告
費は 5兆7,096億円で，前年比2.3％減。 4年連続で減
少した。マスコミ 4媒体は前年比2.6％減。インター
ネット広告費はポータルサイトやソーシャルメディ
アの活用などで，前年比4.1％増だった

27 radikoは，岩手，宮城，福島，新潟，富山，大分，
宮崎の各県を聴取エリアとする11局の試験配信を 4
月 2日から始めると発表した

2  アメリカのインターネット新聞Huffington Postは，
12年夏から映像によるニュースのストリーミング配
信を始めると発表した。当初は 1日12時間配信し，
13年末までに16時間に拡大する

5  全米プロフットボールの王座決定戦「第46回スーパ
ーボール」は，視聴者数が 1億1,130万人となり，前
年を30万人上回って， 2年連続でアメリカのテレビ
史上最高記録を更新した

6  ドイツの国際放送ドイチェ・ベレは，テレビサービ
スを全面的に刷新した。英語のみのチャンネルを基
本チャンネルとして新設し，第 2チャンネルとして
2言語を使用した 5つの地域別チャンネルを設けた。
これにより，サハラ以南のアフリカを除き，全世界
で 2チャンネルを視聴できる

6  09年から試験放送に入っていたクルド語衛星テレビ
の新チャンネルSterk TVの本放送が始まった。クル
ド語は，自らの国を持たないクルド人の言語で，ト
ルコ，イラン，シリアの国境地帯で広く使われてい
るほか，欧州各国にも話す人がいる

7  ABCニュースを傘下に持つ米ディズニーと，米スペ
イン語テレビ最大手Univisionが，ケーブルテレビ向
けに24時間英語ニュース専門チャンネルの設立に向
けて交渉中であると，AP通信が伝えた

9  中国の国家ラジオ映画テレビ総局は，海外のテレビ
ドラマや映画の放送についての新たな規制を通知し
た。中国のテレビ局が海外のテレビドラマや映画を
放送する際は，原則としてその量を50話以内とし，
それを夜 7時から10時までの間は放送してはならな
いとしている

13 フランスの公共放送の 1つで，ラジオ国際放送を行
っているRFIは，経営委員会の臨時総会を開き，テ
レビ国際放送フランス24との合併を承認した。国際
放送のテレビとラジオの合併は，サルコジ政権の既
定路線だったが，RFIの労働組合の抵抗もあって遅
れていた

15 英BBCは，12年 7 ～ 8 月に開催されるロンドンオリ
ンピックの放送のうち，開会式，閉会式，男子100メ
ートル決勝などで，3Dによる実験中継を行うと発表
した

21 イタリア政府は，放送を受信できるパソコンや携帯
端末などのデジタル機器は，公共放送RAIの受信料
の対象にならないとの判断を明らかにした

24 アメリカ西海岸の有力紙ロサンゼルス・タイムズは，
3月からウェブ版の購読を有料にすることを明らか
にした。月に15までの記事は無料だが，その後は有
料となる。紙版の購読者は，ウェブ版をすべて無料
で利用することができる

29 スイスの公共放送SRG SSRは，既存の 6つのテレビ
チャンネルの衛星HD放送を開始した。これに伴い，
普及宣伝と試験チャンネルの性格を持つHD Suisse
のサービスは 1月31日に終了した

2月
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1  福島第一原発の事故の影響で役場機能を町外に移
した自治体の中で初めて，福島県広野町が元の庁
舎での業務を再開した

1  関西空港を拠点とする格安航空会社「ピーチ・ア
ビエーション」が運航を始めた。座席間隔を狭く
しての定員増などでコスト削減を図る

7  17年前，自宅に放火し長女を殺害したとして無期
懲役が確定した母親ら 2人に対し大阪地裁は，「自
白に有罪認定を維持できるほどの信用性はない」
として再審を認める決定をした

11 東日本大震災から 1年，死者 1万6,278人，行方
不明者2,994人，避難生活を強いられている人々
は34万4,000人に上る

11 アフガニスタンのカンダハル州で駐留米兵が民家
に侵入して銃を乱射し，女性や子どもを含む16人
を殺害した

13 中国政府がレアアースの輸出を不当に規制してい
るとして，日本，米国，EUは共同でWTO・世界
貿易機関に提訴する方針を固めた

16 戦後の思想界を代表する論客として1960年代の学
生運動や知識人に影響を与えた評論家で詩人の吉
本隆明さんが死去，87歳

21 米政府は，イランからの原油輸入を阻むために設
けた制裁の対象から日本とEU諸国の計11か国を
除外することを発表した

23 ｢官房機密費」の使い道を明らかにするよう市民
グループが求めた裁判で大阪地裁は，使い道が分
かる文書は非公開とする一方，相手が特定されな
い一部文書の公開を認めた

26 東京電力柏崎刈羽原発 6号機が定期検査のため運
転を停止し，国内で運転を続けている原発は北海
道電力の泊原発 3号機の 1基だけとなった

26 福島第一原発 2号機で，内視鏡を使った格納容器
の内部調査の結果，燃料を冷却する汚染水の水位
は容器の底から60センチで，東京電力が予想して
いた 3メートルを大幅に下回ることが分かった

30 政府は，消費税率引き上げ法案を閣議決定し，国
会に提出した。民主党の小沢元代表に近い副大臣
と政務官，合わせて 4人が辞表を提出した

30 北朝鮮が 4月中旬に「人工衛星」を打ち上げると
予告したことを受けて田中防衛相は，国内に落下
する場合に備え，ミサイル防衛システムで迎撃す
る「破壊措置命令」を自衛隊に発令した

30 大阪地検特捜部の元部長と元副部長が部下の証拠
改ざんを隠蔽した罪に問われた事件で大阪地裁
は，いずれも懲役 1年 6か月，執行猶予 3年の有
罪判決を言い渡した

31 ｢南海トラフ」付近で起きる地震について国の検
討会は，従来の想定の 2倍近い680余の市町村で
震度 6弱以上の揺れ，四国などの23市町村で20メ
ートル以上の巨大な津波を想定した

1  第63回日本放送協会放送文化賞の受賞者は，あさのあつ
こ（作家），加山雄三（俳優・歌手），古井貞煕（東京工
業大学名誉教授），南安雄（作曲家・指揮者），吉岡幸雄
（染織史家），若尾文子（俳優）の皆さん

1  被災者への配慮から，震災発生当時の津波映像などの使
用を自粛するよう求める日本医師会からの申し入れを受
けたことについて会長が記者会見で，今後も配慮してい
きたいと述べた

3  岩手県田野畑村を舞台にした『土曜ドラマスペシャル～
それからの海』をGTVで放送した。多くの証言をもと
にした脚本による被災地の再生を描いたドラマで，主役
はオーディションで選ばれた岩手県の中学生が演じた

3  『NHKスペシャル』は，「原発事故100時間の記録」を
放送したのをはじめ，11日まで，9日間にわたって連日，
震災をテーマにした内容で放送した

4  BSPの『晴れ，ときどきファーム！』で，軽乗用車の運
転席と助手席のヘッドレストを外したまま出演者に運転
させた様子が放送され，道路運送車両法違反の疑いで警
察から注意を受けた

10 11日にかけて，延べ11時間半にわたり，石巻市を拠点に，
生中継を軸にした震災関連番組を集中編成した。11日夜
には俳優の渡辺謙さんが出演し，『NHKスペシャル～“同
日同時刻”生中継　被災地の夜』を放送した

10 東北の食材を使った大鍋や東北の郷土料理の弁当などを
紹介する「ふるさとの食　にっぽんの食」全国フェステ
ィバルが11日まで放送センター周辺で行われた

16 松山放送局で，朝のローカル放送時間帯に，大学教授が
窃盗で逮捕されたという事実とは異なる内容の字幕が 2
秒間表示された。訓練用例文を電子台本に登録していた
ことや，契約スタッフの訓練の管理面に問題があった

22 放送記念日に合わせ，『NHKスペシャル～NHKと東日
本大震災～より多くのいのちを守るために』を放送し
た。かつてない“複合汚染”に際し，NHKの震災報道
は被災者の命を守ることができたかどうかを検証した

28 民放連の新会長となる井上弘氏が記者会見で，NHKが
検討しているテレビ番組のネット同時送信は民業圧迫の
おそれがあり，控えてほしいと発言した。これに対し松
本会長は，公共放送として，できるサービスを適切に行
っていくと述べた

31 11年度の受信契約，衛星契約の解約，免除は，東日本大
震災やアナログ放送終了に伴い，37万5,000件に達した。
衛星契約の増加と未収削減に努めた結果， 3か年経営計
画の「支払率75%」の目標を達成，受信料収入は6,725億
円となる見込みで，予算額を44億円上回った

31 震災の影響で延期になっていた岩手・宮城・福島の 3県
の地上テレビ放送のデジタル放送への切り替えが実施さ
れ，アナログ放送が終了した

31 服飾デザイナーのコシノ 3姉妹の母親，小篠綾子さんを
モデルにした『連続テレビ小説～カーネーション』が終
了した。全期間の平均視聴率は19.1％で，小篠さんの力
強い生き方と出演者の好演が視聴者の支持を集めた

3月
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2  放送倫理・番組向上機構は，東日本大震災からまも
なく 1年を迎え，予定されている関連番組に関して，
子どもたちへ映像がもたらすストレスに配慮するよ
う，民放各社とNHKに要望した

8  広瀬道貞民放連会長は，東日本大震災から 1年を機
に，全会員社に向けたコメントを発表し，あらため
て災害時の対応を見直し，一層の態勢強化に努める
よう呼びかけた

8  民放連が定時総会で，次期会長にTBSテレビ会長の
井上弘氏を決定した。広瀬道貞会長の任期満了に伴
うもので，任期は12年 4 月 1 日から，14年 5 月か 6
月に開催される民放連総会まで

10 TBSテレビは，東日本大震災から 1年を機に，震災
からの復興をテーマに取材・放送したニュース映像
のアーカイブを，ウェブサイトで 1か月間の期間限
定で公開した

11 東日本大震災から 1年。民放各社はこの 1年を振り
返り，被災地の状況を伝える関連の特番を放送した。
日本テレビ『復興テレビ　みんなのチカラ3.11』，テ
レビ朝日『報道ステーションSP』，TBSテレビ『朝
ズバッ！絆スペシャル』，テレビ東京『震災から 1年　
ここから始まる～冬来たりなば春遠からじ』，フジテ
レビ『東日本大震災から 1年～希望の轍』など

17 BSデジタル放送「Dlife（ディーライフ）」が放送を
開始した。BSデジタル放送は 3月 1日に 6チャンネ
ルが放送を始めており，31チャンネルとなった。デ
ジタル放送推進協会は，開局記念イベント「パワー
アップBS！31チャンネル勢揃い」を開いた

23 総務省は，経営難に陥った近畿 2府 4 県向けの外国
語放送「FM COCOLO」の放送免許を，大阪府を放
送エリアとするFM802が継承することを認可した。
ラジオ局の複数経営を認めた

27 野村総合研究所は，生活者がどの程度各種メディア
に接触しているかを調査し，そのデータを提供する
と発表した。12年 4 月から実施する。テレビでは，
日本で初めて，地上波とBS放送の番組接触状況を個
人単位で365日間調査する

28 BS，CSの放送局などでつくる衛星放送協会は，反社
会的勢力の排除を徹底させるため，番組出演者など
と放送に関わる契約を結ぶ際のガイドラインを策定
した

29 日本テレビ放送網，BS日本，シーエス日本の 3社が
12年10月 1 日に経営統合し，認定放送持ち株会社「日
本テレビホールディングス」を発足させると発表し
た。認定放送持ち株会社への移行は在京キー局で 4
局目

31 東日本大震災で大きな被害を受け，地上テレビのデ
ジタル化が延期されていた岩手，宮城，福島の 3県
でアナログ放送が終了した。これにより，すべての
都道府県で地上テレビのデジタル化が完了した

7  イギリスの，新聞協会を中心とした自主規制機関「報
道苦情処理委員会（PCC）」は，解散することを発表
した。PCCは，「ニューズ・オブ・ザ・ワールド」の
盗聴事件では，調査をしたのに新聞側は潔白である
とする誤った判断を示すなど，自主規制が機能して
いないとして批判が強まっていた

7  米NBCは，ユーチューブと連携し，ロンドンオリン
ピックのすべての競技をインターネットでライブ配
信することを決めた。動画の配信時間は3,000時間に
達し，携帯端末でも受信が可能になる

9  ベトナム情報通信省は，15年までに北米，ヨーロッ
パ，アジア太平洋地域を対象に，また20年までに全
世界を対象に，ベトナム関連ニュースを衛星で放送
する計画を明らかにした。放送言語は英語，フラン
ス語，ロシア語，ドイツ語，スペイン語，中国語，
日本語などが予定されている

12 複合メディア企業ニューズ・コーポレーションは，
インドのケーブルテレビ大手Hathway Cable ＆
Datacomの持ち株すべてを売却し，インドのケーブ
ルテレビ市場から撤退した。今後は，衛星テレビチ
ャンネル事業と衛星放送事業に注力していくとして
いる 

13 244年の歴史を持つ百科事典ブリタニカの書籍版の発
行が中止されることになった。ピーク時の1990年に
は，アメリカ国内で12万セット売れたが，最新の
2010年版は8,000セットしか売れず，購入者の多くは
図書館や学校だった。有料オンライン版は，継続す
ることにしている

14 英BBCは，ユーザーが番組をダウンロード購入し，
無期限に保存できるデジタルショップの開設を計画
していることを明らかにした。将来的には，BBCの
全番組に加えて他の制作会社の番組も自由に販売で
きるようにする方針で，業界全体のメリットをうた
っている

19 アメリカの独立調査機関ピュー・リサーチセンター
が発行した「米国ニュースメディアの現状」によれ
ば，11年１年間で米国内ではモバイル機器が急速に
普及し，アメリカ国民の4人に 1人がスマートフォン
やタブレットの携帯端末で，ニュースを取得してい
る

21 イギリス政府は，国内のアニメやビデオゲーム，テ
レビ番組の振興策として，13年 4 月から優遇税制措
置をとると発表した。業界への税控除によって，制
作現場の国外移転に歯止めをかけ，外国企業のイギ
リス国内誘致がしやすくなると期待している

26 フランスの国立視聴覚研究所（INA）は，インター
ネットによる動画配信事業者ユーチューブに対して，
5万7,000本のビデオを貸し出すことで合意した。ビ
デオはユーチューブの文化，歴史，スポーツ，娯楽
の専門チャンネルで配信され，その広告収入はINA
とユーチューブで折半されるという
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