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1  熊本市が全国20番目の政令指定都市に移行した。
国道や県道の維持管理，教職員の人事権など317
項目の事務や権限が県から移譲された

6  福井県にある関西電力大飯原発を巡り，野田政権
は関係閣僚会議で運転再開の前提となる新たな安
全基準を策定した。東日本大震災規模の地震や津
波が起きても重大事故に至らない対策が柱

11 北朝鮮は朝鮮労働党の代表者会を開き，キム・ジ
ョンウン氏は新設の「第 1書記」に就任した。「第
1書記」は総書記に代わる党の最高ポストと見ら
れる。一方，11年末に死去したキム・ジョンイル
氏は「永遠の総書記」とすることが決まった

12 京都市の祇園の繁華街で，軽自動車が歩行者など
を次々にはね，歩行者 7人が死亡したほか，運転
していた30歳の男も死亡した

13 北朝鮮が人工衛星としている事実上のミサイルが
発射された。上空で少なくとも10個程度に分かれ
て落下し，発射実験は失敗した

13 野田政権は関西電力大飯原発の安全性を最終的に
確認し，夏の厳しい電力需給に対応するため，運
転再開の必要性があると判断した

13 東京・千葉・埼玉で男性 3人を相次いで練炭自殺
に見せかけて殺害した罪に問われた木嶋佳苗被告
の裁判員裁判で，さいたま地裁は 3人の殺害を認
定し，死刑判決を言い渡した

14 新東名高速道路の静岡県内の区間のうち御殿場－
三ヶ日ジャンクション間の約162キロが開通した

14 関西電力大飯原発の再稼働に向け，枝野幸男経産
相が福井県庁で西川一誠知事らと会談した。西川
知事らは関西地方などからの理解を得ることが必
要だとして同意を先送りした

16 石原慎太郎東京都知事は訪問先のワシントンで講
演し，東京都が沖縄の尖閣諸島を購入するため，
地権者と交渉していることを明らかにした

16 北朝鮮が人工衛星としている事実上のミサイルを
発射したことについて，国連安保理が強く非難す
る議長声明を全会一致で採択した

22 新潟県佐渡市で野生復帰を目指して自然に放され
た国の特別天然記念物のトキについて，環境省は
「ひなが誕生した」と発表した。放鳥されたトキ
の卵がふ化したのは初めて

23 京都府亀岡市で集団登校中の列に車が突っ込み小
2の女の子と妊娠中の女性が死亡し， 8人が重軽
傷を負った。京都府警は無免許で運転していた18
歳の無職少年を現行犯逮捕した

26 陸山会事件の政治資金規正法違反罪で強制起訴さ
れた小沢一郎民主党元代表に，東京地裁は無罪判
決を言い渡した

29 群馬県藤岡市の関越自動車道藤岡ジャンクション
付近で，大型バスが道路左側の防護壁に衝突した。
乗客45人のうち男女 7人が死亡，38人重軽傷

1  12年度から14年度までの 3か年経営計画の初年度がスタ
ートした。「公共」「信頼」「創造・未来」「改革・活力」
の「 4つの重点目標」に取り組むとしている

1  群馬・栃木両県で県域放送を開始した。平日の正午前の
3分間で「気象情報」や「お知らせ」を放送するほか，
午後 6時40分からの『ほっとぐんま640』『とちぎ640』
で県内のニュースや地域の話題，天気予報を伝える

2  番組改定がスタートした。主な新設番組は次のとおり
G－『くらし☆解説』（火～金），『明日へ 支えあおう』

（日），『連続クイズ ホールドオン！』（月～金），『仕
事ハッケン伝』（木），『探検バクモン』（水），『テ
ンペスト』（木），『NEWS WEB24』（火～土）

E－『Rの法則』（月～木），『ハートネットTV』（月～木），
『趣味Do楽』（月・火），『ららら♪クラシック』（日）

BS1－『Asia Insight』（月），『アスリートの魂』（月），『古
田敦也のスポーツ・トライアングル』（日）

BSP－『あにまるワンだ～』（月～金），『きらり！えん
旅』（木），『恋する雑貨』（月），『写ねーる』（火）

R1－『すっぴん！』（月～金），「香山リカのココロの美
容液」（金），『wktkラヂオ学園』（土・日）

R2－『英会話タイムトライアル』（月～金），『バリバラ
R』（日），『中国語“日本ジャーナル”』（土・日）

FM－『音楽遊覧紀行』（月～木），『オペラ・ファンタ
スティカ』（金），『洋楽80’sファン倶楽部』（日）

3  第30回向田邦子賞にハイビジョン特集ドラマ『生むと生
まれるそれからのこと』が評価された岩井秀人氏が選ば
れた

5  総務省がNHKに対して12年度の国際放送実施を要請し，
NHKは実施要請を応諾すると回答した

5  地上アナログテレビ放送の終了に伴う受信契約の解約件
数が11年度，約17万2,000件に上ったと発表した

5  東日本大震災の巨大津波を描き，世界44の国と地域で放
送された『NHKスペシャル』「巨大津波“いのち”をど
う守るのか」がテレビやラジオの優れた作品を表彰する
「ジョージ・フォスター・ピーボディー賞」に選ばれた

13 番組間や放送局間の音量差を解消するため，人が感じる
音の大きさを数値で表した「ラウドネス」による音声レ
ベル管理を13年度の番組から導入すると発表した

19 日本科学技術ジャーナリスト会議が科学ジャーナリスト
賞2012を発表し『ETV特集』「原発事故への道程」を制
作した増田秀樹チーフプロデューサーが大賞を受賞した

23 FM放送の送信所を東京タワーから東京スカイツリーに
切り替えた。ビルの影響などで受信しにくかった場所で
の受信環境が改善する

24 ロンドンオリンピックの一部競技をインターネットで生
中継する方針を明らかにし，総務省に認可を申請した

27 BPO放送倫理検証委員会の川端和治委員長は，NHK松
山放送局がニュースで誤ったテロップを放送した問題な
どを受け，放送局に注意喚起を促すコメントを公表した

4月
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1  地上テレビのデジタル化で空いた帯域を利用した，
日本で初めての携帯端末向けの有料テレビ「NOTT
V」が開局した。スマートフォン向けに高画質のリ
アルタイム型放送と蓄積型放送を行う。放送エリア
は当面，東名阪の12都府県と福岡，沖縄だが，全国
主要都市に順次拡大していく予定

1  大阪府を送受信対象地域とする「FM802」は，関西
インターメディアが運営する外国語FM放送「FM 
COCOLO」の事業を譲り受けた。「FM802」は，民
放ラジオで初めて 2波を保有する

1  動画のインターネット配信サービス「Hulu」が，テ
レビ東京のドラマとアニメの配信を始めた。同サー
ビスで日本のテレビ局の番組が配信されるのは初

2  民放キー局 5社と電通は，インターネットを通じて
過去に放送した番組を有料配信するサービス「もっ
とTV」を共同で始めた。地上波放送のリアルタイム
視聴から簡単な操作でVODサービスに移行できるた
め，民放は番組視聴時間と視聴者層の拡大を目指し
ている

2  ラジオ放送をインターネットで同時配信する
「radiko.jp」に放送大学が参加し，全国配信を始め
た。ラジオNIKKEIは全47都道府県に配信エリアを
拡大した。また，民放ラジオ11局がそれぞれのエリ
アを対象に実用化試験放送を始めた

2  日本テレビで，『ママモコモてれび』がレギュラー番
組としてスタートした。日本テレビと同グループ各
社の有志による異色の子育て活動「ママモコモ」を
番組化したもので，料理の手伝いや創作の楽しさな
どを子どもにも分かるように紹介するという

12 東日本復興コンソーシアムが設立された。福島県南
相馬市のエリア限定放送サービス「南相馬チャンネ
ル」の取り組みを発展させ，復興情報をインターネ
ットを通じて全国各地の避難者に届ける「東日本復
興チャンネル」の実現を目指す

17 フジテレビは，映像プラットフォーム「You Tube」
に「フジテレビ番組公式チャンネル」を開設し，配
信を開始した。配信されるのはニュース番組やアニ
メなどで，番組コンテンツを包括的にネット配信す
るのは，日本の放送局で初めて

19 民放連は，携帯端末向け放送局のmmbi，新BS放送
局のジェイ・スポーツ，ブロードキャスト・サテラ
イト・ディズニーの 3社が準会員として加盟するこ
とを承認した。民放連加盟社は203社となった

22 TBSホールディングスと日本経済新聞社が設立した
「日経・TBSスマートメディア」が，共同事業の第
1 弾として，英語によるアジア向け情報番組
「Channel JAPAN」の放送・配信を始めた。日本の
最新情報をアジアの放送局やインターネットサイト
を通じて放送・配信するほか，国内のスマートフォ
ンユーザー向けにモバイルコンテンツを提供する事
業にも取り組むという

3  韓国のMBC経営陣は，ストライキを主導したとして
労組委員長と労組事務局長を解雇したことを明らか
にした。韓国では，現政権の意をくんだ人物が「落
下傘社長」として各放送局のトップに就任し，取材
方針などに介入しているとして，放送現場から不満
の声があがっており，12年に入ってから放送局のス
トライキが相次いでいた

3  アラブ首長国連邦を拠点とする中東・北アフリカ向
けの24時間アラビア語ニュースチャンネルSky 
News Arabiaが 5 月 6 日から放送を始めることが，
明らかになった

3  ニューズコープ傘下の英国の衛星テレビBSkyBのジ
ェームズ・マードック会長が辞任した。BSkyBを巡
っては，記者が犯罪容疑者の電子メールを違法に入
手し，会社もこれを容認していたことが明らかにな
ったり，子会社がBSkyBのライバル衛星放送の違法
無料視聴を助長し倒産に追い込んだ疑惑が浮上した
りしていた

4  カナダの公共放送CBCは，組織の大幅な再編計画を
発表した。同局が運営するラジオ・カナダ・インタ
ーナショナルについて， 6月26日をもってラジオ放
送を廃止してオンラインサービスに移行し， 7言語
によるサービスを 5言語に縮小するとしている

5  アメリカの調査機関ピュー・リサーチ・センターの
調査によると，iPadなどのタブレット型情報端末の
普及に伴って，人々がニュースに接する頻度が増え
ている。タブレット端末所有者の41％，電子ブック
所有者の35％が，以前よりニュースを読むことが多
くなったと回答した

6  ニールセン社の調査によると，アメリカでタブレッ
ト端末を持つ人のうち，テレビを見ながらタブレッ
トを操作することが月に 1度以上あるという人は
86％，毎日あるという人は41％いる

10 オーストラリアの競争消費者委員会は，国内の衛星・
ケーブルテレビ事業者第 1位のFoxtelによる同第 2
位Austarの吸収合併を承認した。サービス提供地域
をすみ分けてきた両社の合併で，国内最大の全国規
模の有料テレビ事業者が誕生する

12 中国政府の国家インターネット情報弁公室は，ネッ
ト上のデマをまん延させたとして，関係者 6人を拘
束，42のサイトを閉鎖処分にしたと発表した。12年
2 月初めに，重慶市の前警察局長がアメリカの在成
都総領事館に駆け込む事件が起きてから，事件に関
するさまざまな情報がネット上で乱れ飛んでいた

16 イタリア政府は，デジタル移行後に空く周波数をデ
ジタル放送事業者に競争入札方式で割り当てる方針
を固め，関連法案を閣議了承した

18 イギリスの首都ロンドンで，アナログ放送が終了し
た。BBC Twoが 4 日に送信を止め，18日にBBCと商
業テレビのすべてのアナログ放送が送信を終了した。
終了に伴う混乱はなかった

4月
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5  国内で唯一運転を続けていた北海道の泊原発 3号
機が定期検査に入り，国内にある原発は50機すべ
てが停止した。全原発が止まるのは42年ぶり

6  茨城県つくば市で竜巻が発生し，中学 3年生の男
子生徒が倒壊した住宅の下敷きになって死亡した
ほか，34人がけが

6  フランス大統領選挙の決選投票で，社会党のオラ
ンド氏が現職のサルコジ大統領を破った。フラン
スで社会党の大統領が誕生するのは，1995年に退
任したミッテラン大統領以来，17年ぶり

6  ギリシャ議会選挙で，緊縮策を進めてきた連立与
党の議席が過半数を割った

7  ロシアの大統領の就任式がモスクワで行われ， 3
月の大統領選挙で当選したプーチン氏が 4年ぶり
に大統領に復帰した

9  政府は，東京電力が原発事故の賠償などを進めて
いくために申請していた総合特別事業計画を認定
した。これにより東京電力は 1兆円の公的資金の
投入で，事実上国有化された

9  政治資金を巡って強制的に起訴された民主党の小
沢元代表に無罪判決が言い渡されたことについ
て，検察官役の指定弁護士が東京高裁に控訴した

10 シリアのダマスカスで，自爆テロと見られる爆発
が 2回続けて起き，50人以上が死亡した

14 日中韓 3か国はFTA（自由貿易協定）の交渉開
始を明記した共同宣言を発表。一方で北朝鮮問題
には言及せず，日韓と中国の温度差が浮き彫りに

15 沖縄が日本に復帰してから40年を迎え，沖縄県で，
政府と県が共催して記念式典を開催した

18 政府は，関西電力管内で15％以上の自主的な節電
を要請するとともに，九州電力など西日本の電力
会社管内でも節電を要請するなどとした12年夏の
節電対策を決定した

18 利根川水系の群馬，埼玉，千葉県にある 6か所の
浄水場で国の基準値を超えるホルムアルデヒドが
検出され，取水が一時停止された

21 金環日食が鹿児島県から福島県までの各地で観測
された。国内では25年ぶり， 3大都市圏を含む広
い範囲で観測できるのは実に932年ぶりとなった

22 高さ634メートルの世界一高いタワー，東京スカ
イツリーが開業した

22 音楽評論家の吉田秀和さんが死去，98歳
25 三重県名張市でぶどう酒に農薬が入れられ，女性

5人が殺害された1961年の名張毒ぶどう酒事件
で，名古屋高裁は奥西勝死刑囚が求めていた再審
を認めない決定をした

29 映画監督・脚本家の新藤兼人さんが死去，100歳
31 ニューヨーク外国為替市場で，ヨーロッパの信用

不安が広がることへの懸念を背景にユーロが売ら
れ， 1ユーロ96円台後半と2000年12月以来，11年
半ぶりの円高・ユーロ安水準となった

2  ロンドンオリンピックの放送計画に含まれない一部競技
をインターネットで生中継することについて，総務省は
実施を「適当」とする見解を明らかにした。配信するの
は， 1日当たり数種目から20種目程度で，オリンピック
期間中，延べ1,000時間程度を想定。配信地域は国内に
限定する

10 放送と通信をより連携させたハイブリッドキャスト
（Hybridcast）受信機をメーカー 5社との協力で開発し
たと発表した。大画面テレビで番組を楽しみながら，手
元のタブレット端末で好みの情報を見ることができる。
番組の追加コンテンツをネット経由で受信し，番組との
合成表示もできるという

10 松本正之会長は，11年度の受信料収入が予算額を44億円
余り上回り，過去最高の6,725億円になる見通しである
ことを明らかにした

11 農政ジャーナリストの会が第27回農業ジャーナリスト賞
をNHKの『ETV特集』「原発事故に立ち向かうコメ農
家」と信濃毎日新聞の連載企画「勧農鳥（ホトトギス）
の憂い―農再生へ自由化時代」に贈ると発表した

15 地上波によるスーパーハイビジョンの野外伝送実験に世
界で初めて成功したと発表した。スーパーハイビジョン
は，フルハイビジョンに比べ解像度は16倍。野外伝送実
験ではUHFの 2 チャンネルを使用して約4.2キロ離れた
地点で受信し，鮮明な映像の復元が確認された

24 東京電力の新経営陣の一人として社外取締役に内定した
NHKの數土文夫経営委員長が，経営委員長を辞任する
とともに，経営委員も辞任すると記者会見で明らかにし
た。 5月14日に発表された東京電力の社外取締役に數土
氏が含まれていたことから，兼職によってNHKの報道
内容の信頼性が揺らぎかねないとして，内外から批判が
出ていた。NHK経営委員長は，会長選出の混乱で辞任
した前の小丸成洋氏に続き，任期途中の辞任となる

24 受信料の支払督促に応じない21都道府県の36人に対し，
4月31日までに受信料を支払わなければ各地の裁判所に
強制執行の申し立てを行うと通告する文書を郵送した。
強制執行の予告は10年 5 月以降実施し，今回が 4回目

24 放送技術研究所の一般公開で，放送・通信連携サービス
のハイブリッドキャストや，高画質のスーパーハイビジ
ョンなど，最先端の放送技術が紹介された

28 自宅に麻薬と覚醒剤を隠し持っていた罪に問われたNH
Kの元職員に東京地裁は懲役 3年，執行猶予 5年の有罪
判決を言い渡した

28 第38回放送文化基金賞の受賞番組が発表された。テレビ
ドキュメンタリー部門では，IBC岩手放送『幾歳経ると
も要心あれ―2011.03.11東日本大震災―』と『NHKスペ
シャル』「38分間 巨大津波 いのちの記録」が，テレビ
ドラマ部門ではNHKの『スペシャルドラマ～坂の上の
雲』がそれぞれ本賞を受賞した

30 東京電力の社外取締役と兼職していることに関する批判
を受け，NHK経営委員長と同委員の辞意を表明してい
た數土文夫氏が退任した

5月
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9  民放連は，「電波の有効利用の促進に向けた検討課題
（案）」についての意見書を総務省に提出した。「電
波利用料は電波共益費用に充てる」という原点に返
り，「使途は抑制的に検討し，利用料の総額も抑制す
べき」と主張している。防災，安全，安心などのシ
ステムの支援については，電波利用料の使途として
適切かどうかを，個別に検討するべきだとしている

10 講談社は，絶版で入手が困難となっている同社の作
品を電子書籍で復刊させるプロジェクト「復☆電
書」を始めた。読者からツイッターやフェイスブッ
クなどでリクエストを募り，上位になった作品から
著作権者との交渉を始める。読者側に見えるよう，
復刊に至るまでの過程を公表するという

11 BPOの放送倫理検証委員会は，日本テレビの報道番
組『news every』が特集として放送した「食と放射
能 水道水は今」について，審議対象とすることを決
めた。同番組ではボトルドウオーターについて取り
上げたが，利用者として紹介された女性が一般の利
用客ではなく，水のメーカーの経営者の親族で同社
の大株主でもあったことが判明した

16 在京民放キー局 5社の12年 3 月期の連結決算が出そ
ろった。売上高は 5社とも前年同期比で増収となっ
た。売上高が最も多かったのはフジ・メディア・ホ
ールディングスで，前期比0.75％増の5,936億円。次
いでTBSホールディングスで1.1％増の3,465億円。ま
た，純利益はテレビ東京ホールディングス以外の 4
社が前期を上回る増益となった。減益となったテレ
ビ東京ホールディングスは，前期に関連会社が経営
統合し特別利益を計上したが，12年 3 月期はその反
動で減少となった

17 NTTドコモと大日本印刷は，インターネット上で電
子と紙媒体の書籍を併売するオンライン書店
「honto（ホント）」を開設したと発表した

17 日韓交流会議は，公共的な日韓共同テレビ局を設置
することを提言した。日韓間ではドラマなどの番組
交流が活発化しているが，伝統芸能など文化的な番
組の交流も必要だとしている

21 日本PTA全国協議会は，11年度の「子どもとメディ
アに関する意識調査」の結果を発表した。メディア
接触が子どもに与える影響への対応策としては，「マ
スコミの情報をうのみにしないで，批判的に捉える
情報リテラシーを子どもたちに身につけさせたい」
と考える保護者が75％を占めた。また，保護者の心
配は，テレビより携帯電話をはじめとしたインター
ネットに移ってきている，と報告している

24 博報堂が「全国スマートフォンユーザー1,000人調
査」の結果を発表した。スマートフォンの保有率は，
前年の 5％から28％に増えた。全体のうち女性保有
者は31％から51％へと大幅に増加した。約 7割のユ
ーザーはテレビを見ながらスマートフォンを操作し，
その後 4割が検索をして店頭に向かうという

3  ニュージーランドのTVNZは，政府補助金の打ち切
りで 6月末に放送を終えるデジタル専門チャンネル
TVNZ7の周波数帯を，同局の無料地上テレビTV 
ONEのタイムシフト（時差放送）チャンネルとして
引き続き運用する，と発表した。良質のドキュメン
タリーなどを評価する視聴者から放送継続を求める
運動が起きていた

7  アメリカのABC傘下のABCニュースと全米最大のス
ペイン語テレビ局ウニビションは，ヒスパニック住
民を対象とした英語によるニュースネットワークを
立ち上げる，と発表した。12年夏からオンラインサ
ービスを始め，13年からテレビ放送を開始する

7  台湾の国家通信放送委員会は，ケーブルテレビ事業
買収問題で公聴会を開催した。この事案は，中国テ
レビなどを運営する中国時報グループを買収した食
品事業者の旺旺グループがケーブルテレビ大手の中
嘉網路の買収でも合意したもので，言論の多様性確
保の点から議論を呼んでいた

8  カタールの衛星放送局アルジャジーラは，北京に滞
在していた記者が外国人記者証の更新を拒まれたた
め，英語放送の北京支局を当面閉鎖することを明ら
かにした

10 イギリスの放送と通信を規制監督するOfcomは，ロ
ーカルテレビ免許の入札を始めた。イギリスでは，
13年の開始を目標に地上デジタル放送にローカルテ
レビを新規に導入する計画が進められている

10 南米ボリビアは，国営のデジタルテレビチャンネル
ボリビアTV HDを発足させた。同国のモラレス大統
領はマスメディアに対する批判的な言動で知られる
が，開局の目的はコミュニケーションの民主化と文
化の多様性促進にあると述べた

10 ブラジルで，11年11月に成立した情報公開法が施行
された。同法は，ブラジルの立法，行政，司法など
国家レベルから市町村レベルまで全ての公的機関の
情報公開を義務づけ，その手順を規定している

15 フランスの独立規制機関CSA（視聴覚高等評議会）
は，携帯端末向けテレビサービスを断念すると発表
した。CSAは16のチャンネルに対してDVB-H方式に
よる携帯端末向け放送の免許を付与したが，この 2
年間，事業者側による環境整備が進まなかった

16 イギリスのBBCトラストは， 5年間に2,000人の人員
削減やサービスの見直しを含むBBCの経費削減計画
「質の優先」について，一部修正し承認した

21 イタリアの放送・通信分野の独立規制機関AGCOM
は，国民的な関心が高い重要行事を無料で放送する
ことを放送事業者に義務づける「特別指定行事」の
リストを13年ぶりに改定し，サイト上で公開した

23 スリランカで，デジタル放送とHD放送が可能な設備
を備えた地上テレビ局Hiru TVが放送を始めた。
Hiru TVは，FM放送大手のABC Media Networkが
テレビ事業に参入して運営する総合娯楽チャンネル

5月
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1  日本の円と中国の人民元を銀行間で直接交換する
取り引きが東京と上海の外国為替市場で始まった

3  地下鉄サリン事件で特別手配されていたオウム真
理教の菊地直子容疑者が神奈川県相模原市で身柄
を確保され，警視庁は殺人などの疑いで逮捕した

4  野田第 2次改造内閣が発足した。問責決議を受け
た 2人を含む 5人の閣僚を交代させ，防衛相に拓
殖大教授の森本敏氏を初めて民間から起用した。
野田首相は記者会見で，社会保障と税の一体改革
などの懸案に取り組む環境を整備することがねら
いであることを強調した

6  天皇陛下のいとこの三笠宮寛仁さまが逝去，66歳
7  東京電力女性社員殺害事件で無期懲役が確定した
ネパール人の男性について，東京高裁は再審を認
めるとともに刑の執行を止める決定をした

11 水俣病研究の第一人者で，半世紀にわたって患者
の診察を続けてきた原田正純さんが死去，77歳

14 富山大学附属病院で治療を受けていた 6歳未満の
男の子が脳死と判定された。判定の基準がより厳
しい 6歳未満で脳死とされたのは初めてで，男の
子の臓器は 3人の患者への移植が行われた

15 オウム真理教の一連の事件で特別手配されていた
最後の 1人，高橋克也容疑者が東京・大田区内で
見つかり，殺人などの疑いで逮捕された

16 関西電力大飯原発 3号機・ 4号機の運転再開を巡
って，政府は，野田首相と関係閣僚による 4大臣
会合を開き，福井県など立地自治体の同意が得ら
れたとして，運転再開を決定した

16 シリアに派遣されている国連の停戦監視団は「暴
力が激化して監視員が重大な危険にさらされてい
る」として監視活動を停止すると発表した

19 企業年金の運用に失敗して巨額の損失を出したA
IJ投資顧問が 2つの年金基金から約70億円をだま
し取っていた疑いが強まったとして社長ら 4人が
詐欺の疑いで逮捕された

20 原子力の安全規制を担う新たな組織を設置するた
めの法律が参議院本会議で可決・成立し，原子力
規制委員会が発足することになった

24 エジプトで，ムバラク政権の崩壊後，初めての大
統領を選ぶ決選投票の結果，イスラム原理主義組
織ムスリム同胞団のモルシ氏が勝利した

26 社会保障と税の一体改革に関連する法案が衆議院
本会議でいずれも賛成多数で可決された。消費税
引き上げ法案では，民主党から小沢元代表ら57人
が反対し，民主党は事実上分裂状態となった

29 米国防総省は，新型輸送機オスプレイを沖縄の普
天間基地に配備することを日本政府に伝えた

29 信用不安への対策が焦点となっていたEUの首脳
会議は，スペインやイタリアなどを支援するため，
ユーロ圏の基金を活用して金融市場の安定化を図
る仕組みを整えることなどで合意した

1  福島第一原発事故に伴い設定された「警戒区域」「計画
的避難区域」の一部が，新たに「帰宅困難区域」「居住
制限区域」「避難指示解除準備区域」として再編された
ことに伴い，この区域の設定を受けた世帯についても，
受信料免除の対象とすることを発表した

1  ロンドンオリンピックの一部競技をインターネットで生
中継することについて，日本新聞協会メディア開発委員
会が総務省に意見書を提出し，「インターネット事業は
放送の補完にとどめるべき」とする考えを示した

4  優れた放送に贈られる第49回ギャラクシー賞（放送批評
懇談会主催）の贈賞式で大賞が発表され，テレビ部門の
大賞に『連続テレビ小説』「カーネーション」が選ばれ
た

7  松本正之会長は記者会見で，国立国会図書館の放送アー
カイブ制度骨子案について，「権利保護の問題や取材活
動が制約されるおそれがないかといった観点から，慎重
に時間をかけて検討してほしい」と述べた

12 受信料未払い者のうち，裁判所による支払督促や判決な
どが確定したにもかかわらず，受信料を支払わない19都
道県の30人に対して，強制執行の申立書を裁判所に送付
したと発表した

13 総務省が12年10月から実施される受信料の値下げを認可
した。口座振替やクレジットカードでの支払いは月額
120円の値下げ，コンビニなどでの支払いでは月額70円
の値下げとなる

13 ロンドンオリンピックの一部競技をインターネットで生
中継することを総務省が認可した

15 世界の優れたテレビ番組を紹介する国際コンクール「第
52回モンテカルロ・テレビ祭」の授賞式がモナコで開か
れ，NHKのドラマ『とんび』がミニシリーズドラマ部
門の最優秀賞にあたるゴールドニンフを受賞した

21 11年度決算を公表した。受信料収入が前年度よりも127
億円増えて6,725億円になるなど，事業収入は予算に比
して69億円増の6,997億円となった。一方，事業支出は
11億円節減して6,773億円となり，223億円余りの黒字と
なった。受信料の増加は，衛星契約が79万件増えるなど
受信契約全体が伸びたことによるもの

21 外部有識者による「視聴者視点によるNHK評価委員
会」（委員長・谷藤悦史早大教授）が11年度の報告書を
公表した。最終年度となる今回は 3年間の評価総括が行
われ，「放送の信頼性」は高いものの伸び悩み，「経営の
信頼性」評価は「必要水準」に達せず，改善に一層の努
力が必要とされた

21 ドラマ番組として予定していた『ゼロ、ハチ、ゼロ、ナ
ナ』の撮影開始直前に，原作の出版元である講談社から
映像化の許諾を白紙撤回され，制作・放送の中止を余儀
なくされたとして，講談社に対し損害賠償を求める訴訟
を東京地裁に提起した

22 東京都内の 1世帯に対し，受信契約の締結と受信料の支
払いを求める民事訴訟を東京地裁に提起した。未契約世
帯に対する民事訴訟の提起は11年11月以来， 2回目

6月



国　　内 海　　外

第１部　2012年度の動き｜  放送日誌

49 NHK年鑑’13

1  フジ・メディア・ホールディングスが，系列の準キ
ー局関西テレビの株式を追加取得すると発表した。
同社の関西テレビへの出資比率は19.85％から20.35％
となり，関西テレビはフジの連結財務諸表上の持分
法適用関連会社となる

1  テレビ東京は，外国語FM放送を運営する100％子会
社「エフエムインターウエーブ」株の90％を木下工
務店のグループ会社に譲渡すると発表した

7  日本映像ソフト協会は，国立国会図書館が受信した
放送番組を直接，録画・保存できるよう国立国会図
書館法を一部改正しようとする動きに対して，表現
の自由に関わる問題であり，慎重な検討が必要であ
るとの意見を公表した

11 ラジオ番組のインターネット配信を行う「radiko」
は，12年 4 月の利用者が1,046万人となり，10年 3 月
のサービス開始以来，初めて1,000万人を突破したと
発表した。東日本大震災後ラジオを見直す機運が広
がったことや，スマートフォンが普及したことが増
加の背景にあると見られる

12 公正取引委員会は，日本音楽著作権協会（JASRA
C）に対して独占禁止法に基づいて出した排除措置
命令を取り消す審決をした。JASRACが放送事業者
との間で楽曲の使用料を包括徴収していた問題で，
09年 2 月に出した判断を覆すもので，公取委がいっ
たん認定した違反行為を取り消すのは18年ぶり

12 日本テレビは，スマートフォン向けセカンドスクリ
ーンアプリ「wiz tv」の無料配信を始めた。放送中
の番組に対する視聴者の反応が分かる「盛り上がり
グラフ」やツイッターの関連コメント，番組情報な
どが閲覧できる

14 民放連は，ロンドンオリンピックの一部競技をイン
ターネットの共同公式動画サイトで生中継すると発
表した。民放連としては初めての試み

15 納本制度に準じて，私人が出版するオンライン資料
について国立国会図書館への送信を義務付ける改正
国会図書館法が参院本会議で全会一致で可決，成立
した。施行日は13年 7 月 1 日

19 京都府警は，有料デジタル放送を無料で視聴できる
不正なB-CASカードを販売したとして，東京都在住
の男を不正競争防止法違反容疑で逮捕した。不正B-
CASカードがインターネットを通じて広まっている
との情報があり，有料テレビ会社でも事態を憂慮し
ていた

22 住友商事は，子会社の通販会社ジュピターショップ
チャンネルの株式の50％をアメリカのファンド・ベ
イキャピタルグループが日本に設立する会社に売却
すると発表した。ジュピターは，国内テレビ通販市
場で約 3割のシェアを持つ最大手

30 テレビ神奈川の『Billboard Top 40』が，同一ビデ
オジョッキーによる最長寿の音楽番組として，ギネ
ス世界記録の認定を受けた

1  カタールの衛星放送局アルジャジーラは，スポーツ
専門チャンネルをフランスで開局し，放送を始めた。
「BelN Sport1」と名付けられたこのチャンネルは月
間の契約料が約1,100円で，アルジャジーラは契約増
加にはずみをつけるために「UEFAサッカー欧州選
手権2012」などの放送権を獲得している

6  アメリカの調査機関ピュー・リサーチ・センターの
調査によると，65歳以上の高齢者の53％がインター
ネットや電子メールを利用している。半数を超えた
のは初めてのこと

7  韓国KBSと同局の第 2労組は，「公正な放送」の実現
に向けて労使が合意したことを受けて， 3月以来94
日間に及んだストライキを解除すると発表した

12 米FCCは，09年 6 月の地上デジタル放送完全移行後
も 3年間続いていたケーブルテレビでのアナログ放
送の同時再送信を12年12月12日で終了することを，
5人の委員の全員一致で承認したと発表した

15 フランスの公共放送FTVとSACEM（作詞作曲家楽
譜出版者協会）は，SACEMのレパートリーの音楽
作品の使用について合意した。FTVは放送だけでは
なく，ネット配信のキャッチアップサービスでもSA
CEMが管理する音楽作品の無料配信が可能となる

19 英国BBCの見逃しサービスiPlayerに，放送中の番組
途中であっても，パソコンで冒頭から見られる機能
が加わった。これまでは冒頭から視聴するには番組
終了まで待つ必要があったが，新機能により 2時間
前まで戻すことができる

20 フィンランドで，公共放送税の導入に関する法律が
成立した。公共放送YLEの財源であるテレビ受信料
は，13年 1 月から公共放送税に改められ，テレビ受
信機の所有の有無にかかわらず，世帯および事業所
単位で徴収されるようになる

21 ブラジルの有力日刊紙フォーリャ・デ・サンパウロは，
オンライン記事の購読に課金制を導入した。毎月20
件までは記事を無料で読めるが，21件目からは氏名
等の登録が求められ，41件目から有料になる

22 メキシコで，ジャーナリストの保護を目的とする新
法が成立した。犯罪組織などから脅かされ危険な状
態にいるジャーナリストや人権擁護活動家を国が保
護するというもの

25 ドイツの公共放送ARDとZDFは，国内の大手ケーブ
ル事業者に対し，12年末で送信料の支払いを打ち切
ることを明らかにした

28 米複合メディア企業ニューズ・コープは，収益が悪
化している新聞や出版などの活字部門を別会社にす
ることを明らかにした

30 台湾全域で地上アナログ放送が終了した。台湾では，
04年 7 月に地上デジタル放送が始まったが，ケーブ
ルテレビの普及率が高いために地上デジタル番組の
人気が出ず，受信機の普及も進まなかったことから，
アナログ放送の終了予定はたびたび延期されていた

6月
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1  関西電力は停止していた福井県の大飯原発 3号機
を起動した。3号機の起動は約 1年 3か月ぶりで，
国内で長期間止まった原子炉を動かすのは11年 3
月の東京電力福島第一原発事故のあと初めて

2  民主党の小沢元代表らが，消費税率引き上げ法案
の成立を目指す野田首相の方針に反対して，離党
届を提出。民主党は分裂することに

4  宇宙の成り立ちに欠かせないものとして半世紀近
く前にその存在が予言されながら見つかっていな
かったヒッグス粒子と見られる素粒子を発見した
と，日米欧などの研究グループが発表した

4  最高検察庁は11年 4 月から試験的に行ってきた取
り調べの録音・録画の検証結果を発表。特捜部な
どの独自捜査の事件の93％で録音・録画が実施さ
れたものの，すべての過程が録画されたのは40％
にとどまった

5  東京電力福島第一原発事故について，国会の原発
事故調査委員会は，事故は「自然災害」ではなく，
明らかに「人災」だったとする報告書を衆参両院
の議長に提出した

7  沖縄の尖閣諸島について，国が島を購入する方向
で島の地権者との具体的な交渉を進めていること
が明らかになった

9  政府は，関西電力大飯原発 3号機がフル稼働した
ことを受けて，関西・中部・北陸・中国の各電力
会社の管内に対する節電要請の数値目標を緩和す
ることを表明した

10 印刷会社の従業員が胆管がんを発症した問題で，
厚生労働省が全国の印刷会社を調査した結果，新
たに東京・石川・静岡で 3人が胆管がんを発症し
ていたことが判明，発症者は 5都府県で17人に

11 新党「国民の生活が第一」が発足。国会議員49人
が参加し，衆議院で公明党を上回る第 3党に

11 大津市で中学 2年生の男子生徒が自殺したことを
巡り，滋賀県警は生徒が受けていたとされるいじ
めと自殺との関連などを調べるため，中学校と大
津市教育委員会を捜索した

23 東京電力福島第一原発について政府の事故調査・
検証委員会が最終報告を公表し，「大津波に対す
る東京電力の緊迫感と想像力が欠けていたこと
が，事故の重要な要因の一つだ」と批判した

23 アメリカ軍の新型輸送機オスプレイを積み込んだ
輸送船が山口県の米軍岩国基地に到着し，12機す
べてが陸揚げされた

27 史上初の 3回目の開催となるロンドンオリンピッ
クが，204の国と地域が参加して開幕した

31 水俣病の症状があるものの国の基準では患者と認
定されない未認定患者に対する国の救済策の申請
が締め切られた。申請を行った人は熊本・鹿児島・
新潟の 3県で 6 万5,151人に上り， 2 ～ 3 万人と
した国の当初の想定を大きく上回った

5  ヨーロッパ最大の放送機器展示会（IBC）の最高賞であ
る「IBC国際栄誉賞」を，放送技術研究所が日本で初め
て受賞することになったと発表した。この賞は，放送・
映画・メディア産業などの分野で国際的に優れた貢献を
した個人または組織に与えられるもので，研究機関が受
賞するのは今回が初めて

5  NHKが開発してきた水面合成カメラ「ツインズカム」
がロンドンオリンピックのシンクロナイズドスイミング
中継に採用されたと発表した。水上と水中で撮影された
映像を，水面をはさんだ 1つの映像に合成することで，
競技選手の動きをスムーズに追いかけることができる

5  ロンドンオリンピックの期間中，オリンピック放送機構，
BBCとの共同で，スーパーハイビジョンによるパブリ
ックビューイングを東京の渋谷と秋葉原，それに福島市
の 3会場で行うと発表した

6  NHK交響楽団は，欧米を中心に活躍するパーヴォ・ヤ
ルヴィ氏を15年 9 月から首席指揮者に迎えることになっ
たと発表した。ヤルヴィ氏は，パリ管弦楽団音楽監督や
フランクフルト放送交響楽団音楽監督を務めている

7  インターネットテレビでのビデオ・オン・デマンド
（VOD）サービス「もっとTV」にNHKが参加した。
「もっとTV」は在京民放 5社と電通が12年 4 月から開
始したシステムで，NHKの参加によりボタン一つで民
放とNHKのVODが見られるようになった。提供される
NHKの番組は約5,000本

7  「地方の時代」映像祭のフォーラム「オキナワを考える，
フクシマを考える」が東京・丸の内の関西大学東京セン
ターで開催され，『NHKスペシャル』「故郷か移住か～
原発避難者たちの決断」が上映された

13 NHKは，福岡放送局と宮崎放送局の職員が脱法ハーブ
を吸引して病院に運ばれたことについて，それぞれ停職
1か月の懲戒処分にすることを決めた

20 受信料未払い者のうち，裁判所による支払督促や判決な
どが確定したにもかかわらず，受信料を支払わない 6都
府県の 8人に対して，強制執行の申立書を裁判所に送付
したと発表した

26 放送部で活動する全国の高校生たちがアナウンスやドラ
マ制作の技術を競う「NHK杯全国高校放送コンテス
ト」の決勝大会が東京で開かれ， 6つの部門で優勝が決
まった

27 テレビの設置台数に応じた受信契約を結ばなかったなど
として，東京都と大分県のホテル事業者 3社に対し，受
信契約の締結や受信料の支払いを求める訴訟を東京地裁
に起こした

27 07年12月にNHKが契約して使っていたオールニッポン
ヘリコプターのヘリコプターが静岡市で墜落し，機長ら
2人が死傷した事故で，業務上過失致死傷などの疑いで
書類送検されていた当時の整備責任者ら 3人について，
静岡地検は不起訴とした。静岡地検は，マニュアルどお
りに整備したとしても装置の不具合を見つけることは難
しかったと判断した

7月
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2  12年 4 月クール（ 4月 2日～ 7月 1日）の視聴率で，
テレビ朝日が1959年の開局以来初めて視聴率 3冠王
となった。サッカーワールドカップアジア最終予選
の中継番組などが貢献した

2  朝日放送など 3社は，インターネットでラジオ番組
を配信する「radiko」のシステム管理会社「メディ
アプラットフォームラボ」を設立した。資本金は，
朝日放送が15％，NTTスマートコネクトが51％，
「radiko」が34％を出資する

4  「radiko」と静岡県立大学は共同で，視聴覚障害者向
けの音声・点字端末「ブレイルセンス」で「radiko」
が利用できる専用アプリを開発したと発表した。放
送局名を音声読み上げと点字で案内するほか，番組
名などを点字で表示する

9  フジテレビは，同局系の情報番組『とくダネ！』で，
大津市の中学 2年生が自殺した事件に関わる資料を，
関係者の名前が判読できる状態で放送したとして，
同番組内で謝罪した。フジテレビは，取材班と映像
編集者の連絡の不備やチェックミスが原因だったと
認めた

10 朝日放送は，テレビ番組の企画・制作分野で世界有
数の大手である「ゾーディアックメディアグルー
プ」の配給部門「ゾーディアックライツ」と，世界
に向けて番組を販売するための番組フォーマットの
立案・開発で合意したと発表した

13 民放連は，11年度の地上民放193社の決算状況を公表
した。売上高合計は前年度比0.4％減の 2兆2,358億円。
経常利益は同 7％増の1,335億円で 3年連続で増益と
なった。29社は損失を計上した

18 高齢者の安否をテレビで確認する「見守りテレビ」
の実証実験が，埼玉県北本市で始まった。このシス
テムは家電メーカーのシャープが開発したもので，
安否確認機能を搭載したテレビの電源を入れると，
情報が北本市や自治会に送信され，体調に関するア
ンケートへの回答で，高齢者の状態が分かる

25 民放テレビ132社によるロンドンオリンピック共同公
式動画サイト「gorin.jp」で，女子サッカー「なでし
こジャパン」のカナダ戦などの競技ハイライトの動
画配信が始まった

27 BPO（放送倫理・番組向上機構）は，11年度の年次
報告書を公表した。青少年委員会による「子どもへ
の影響を配慮した震災報道についての要望」や，番
組制作者に実施した震災報道に関するアンケートの
結果など，東日本大震災に関連する内容が多く取り
上げられた

31 BPOの放送倫理検証委員会は，日本テレビの情報番
組『news every』について，放送倫理に反する点が
あったとする意見を公表した。飲み水の安全性をテ
ーマにした特集に登場した宅配飲料水の利用者が，
この水を製造・販売する会社の経営者と血縁関係に
あった

1  イタリアの有料衛星放送Sky Italiaは，時間無制限の
オンデマンドサービス「Sky On Demand」を始め
た。同社のHD契約者向けに追加料金なしで提供され
るサービスで，インターネットに接続したHD対応の
デコーダー経由で，1,200タイトル以上の映画やドキ
ュメンタリーなどを無制限に視聴できる

3  フランスの社会党新政権は，大統領による 4つの公
共放送会社の社長指名を廃止し，独立規制機関CSA
（視聴覚高等評議会）による指名に戻す方針を明ら
かにした

4  仏公共放送フランステレビジョンは，インターネッ
トに接続されたテレビで，リモコンの特定のボタン
を押すことによって，番組の終了を待たずに，放送
中の番組を早戻しして冒頭から見ることができるサ
ービス「Salto」を始めた

5  韓国の放送通信委員会（KCC）は，衛星DMBサービ
スの唯一の事業者「STテルリンク」から提出された
事業廃止申請を受理し， 8月31日でサービスを終了
すると発表した。衛星DMBは05年 5 月に有料サービ
スを開始したが，その後スタートした無料サービス
の地上DMBに押され，加入者が落ち込んでいた

5  イタリアでは，全土で地上テレビのアナログ放送が
終了し，デジタル放送に完全移行した。イタリア政
府は，08年秋から，全国を16のエリアに分けてエリ
アごとにデジタル放送への移行を進めてきた。全国
放送のチャンネル数は，アナログ放送時代は約10だ
ったが，デジタル化によって75と大幅に増加した

9  中国の国家ラジオ映画テレビ総局は，インターネッ
トで提供されるドラマや短編映画などについて，事
前に当局の承認を得ることを求める通達を発表した。
「低俗で暴力的なコンテンツ」を制限することが目
的で，違反した場合は罰則を科すとしている

12 アメリカのラジオ・テレビ・デジタルニュース協会
とホフストラ大学が共同で実施した調査によると，
アメリカの典型的なローカルテレビ局は， 1日当た
り 5時間半ニュースを放送しており，この 3年間で
1時間増えている。ニュース番組への政治広告の需
要が高まっていることが，増加の背景にあるという

12 ドイツ北西部のブレーメン州で，イスラム教徒の社
会統合を促進するために，商業放送法が改正された。
同州の商業放送の監督機関には，社会的に重要とみ
なされるグループの代表が入っているが，この機関
にイスラム教徒の代表が加わることになった。放送
の監督機関にイスラム教徒が参加するのはドイツで
初めて

24 アメリカのAP通信は，記者がツイッターやフェイス
ブックなどのSNSを利用する際の新しいガイドライ
ンを発表した。これまでは独自取材したニュースが
配信された後でなければツイッターなどに書き込み
ができなかったが，今後は配信前に発信することも
できるとしている

7月
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6  内戦状態の続くシリアでアサド政権から離反した
ヒジャーブ首相が反政府勢力に合流する意思を明
らかにするとともに，ほかの閣僚にも離反を呼び
かける内容の声明を発表した

10 消費税率引き上げ法を含む，社会保障と税の一体
改革に関連する法律が参議院本会議で民主・自民・
公明などの賛成多数で可決・成立した

10 韓国のイ・ミョンバク大統領が韓国大統領として
は初めて島根県の竹島を訪問。日本は駐韓大使を
一時帰国させ抗議した

12 オリンピック・ロンドン大会が閉幕。日本のメダ
ルは金 7，銀14，銅17の計38個となり，総数で04
年のアテネ大会の37個を上回り過去最多

14 韓国のイ・ミョンバク大統領が天皇陛下の訪韓の
可能性について，「訪問するのなら，植民地支配
からの独立運動で犠牲になった方々に心から謝罪
をすべきだ」と発言した。これに対し，日本政府
は「極めて遺憾だ」として韓国側に抗議

15 沖縄県の尖閣諸島の魚釣島に香港の活動家らが上
陸し，沖縄県警と海上保安庁が不法入国の疑いで
14人を逮捕

17 日本政府は尖閣諸島への不法入国について刑事処
分を見送り，14人全員を強制送還

18 尖閣諸島の魚釣島に上陸するなどした香港の活動
家らが逮捕されたことに対する抗議活動が中国内
陸部まで広まり，陝西省・西安で数百人が参加す
るデモが行われた

19 尖閣諸島の魚釣島に東京都などの地方議員ら10人
が一時上陸した。上陸許可を申請していたが，政
府は「政府関係者以外が上陸すると，島の平穏か
つ安定的な維持管理が損なわれるおそれがある」
として申請を認めていなかった

20 内戦状態に陥っているシリアで，フリージャーナ
リストの山本美香さんが銃撃戦に巻き込まれ死亡
した。反政府勢力の「自由シリア軍」に同行して
シリア北部の主要都市アレッポを取材中だった

21 政府は，韓国のイ・ミョンバク大統領が島根県の
竹島に上陸したことへの対抗措置として，竹島の
領有権について国際司法裁判所への共同提訴に応
じるよう求める書簡を韓国側に手渡した

22 ロシアが世界貿易機関（WTO）に正式加盟した。
ロシアの輸入関税は最長 7年かけて段階的に引き
下げられることに

25 「アポロ11号」の船長として人類で初めて月に降
り立ったアメリカの宇宙飛行士ニール・アームス
トロングさんが死去，82歳

30 米共和党はロムニー前マサチューセッツ州知事を
同党の大統領候補に指名した

30 竹島の領有権について国際司法裁判所への共同提
訴に応じるよう求める日本の提案に対し，韓国政
府は拒否する書簡を日本側に手渡した

8  民主化が進展しているミャンマーで，外国人向けの英語
のテレビ国際放送「NHKワールドTV」の衛星による放
送が開始された。放送は現地で衛星放送を運営する「ス
カイネット」のチャンネルの一つとして始まった。これ
によって 1日24時間，「NHKワールドTV」を視聴でき
るようになった

8  省エネルギー対策の一環として整備を進めてきた菖蒲久
喜ラジオ放送所（埼玉県久喜市）の太陽光発電システム
「メガソーラー」が完成し，発電を開始した。日中の最
大発電時には放送所すべての電力が供給できる。年間発
電量予測は200万キロワットで一般家庭500世帯分に当た
る。同放送所の送信電力は日本最大級で関東・甲信越を
中心に約2,000万世帯をカバーしている

14 ビデオリサーチが，ロンドンオリンピックの地上波全番
組の平均視聴率を発表した。NHKが9.2％（Eテレを含
む），在京キー局 5局が7.4％で，NHKと民放を区別して
調査を始めた1988年のソウルオリンピック以来，最低の
視聴率だった。個別の番組で視聴率が高かったのは，サ
ッカー女子予選・日本対スウェーデン戦（NHK総合）
の30.8％，同決勝・日本対アメリカ戦（同）の29.1％，
サッカー男子予選・日本対スペイン戦（同）の26.1％な
どで，サッカーやマラソンなどの人気種目と柔道など日
本選手が活躍した種目の視聴率が高かった

19 「ABUアジア・太平洋ロボットコンテスト」が香港で行
われ，中国の電子科技大学が優勝した。同コンテストは
NHKが提唱して02年に始まったABU主催の大会

23 NHKが次世代テレビとして研究開発を進めているスー
パーハイビジョン（SHV）映像信号の使用がITU-R
（国際電気通信連合・無線通信部門）勧告として承認さ
れ，国際規格となった。国際的な技術基準となり，SHV
放送の早期実現に弾みがつくことになった。SHV放送
はロンドンオリンピックに際して世界の 9か所で公開さ
れ，臨場感あふれる映像や音響が好評だった

24 NHK大阪，MBSラジオ，ABCラジオ，ラジオ大阪，
FM OSAKA，FM802の在阪ラジオ 6局が共同キャンペ
ーン「ラジオにタッチ！」を開始した。キャンペーンテ
ーマソングの 6局同時オンエア， 6局共同制作番組の放
送などで，ラジオの楽しさや楽しみ方を提案する。11年
には東京で第 1回キャンペーン「はじめまして，ラジオ
です」が行われた

24 受信料未払い者のうち，裁判所による支払督促や判決な
どが確定したにもかかわらず，受信料を支払わない10都
府県の12人に対して，強制執行の申立書を裁判所に送付
したと発表した

29 災害現場など電源供給が途絶えた状況でも，太陽光と風
力のハイブリッド発電によって動作に必要な電力を確保
することができる可搬型・全天候型の放送用ロボットカ
メラを開発し，運用を開始した。カメラは宮城県亘理町
のビル屋上に設置され， 1年程度かけて発電や蓄電池の
状態などの運用データを収集・解析する予定

8月



国　　内 海　　外

第１部　2012年度の動き｜  放送日誌

53 NHK年鑑’13

1  関西テレビは，エリア放送の実験試験局の免許を取
得した。IPパケットを放送波に乗せて一斉に送る
IPDCや，マルチスクリーン型放送の実験を 8月19日
から始めた

1  ニッポン放送は，カルチュア・コンビニエンス・ク
ラブとリンダパブリッシャーズとの共催で「日本エ
ンタメ小説大賞」を創設し，作品の募集を始めた。
予想を超えたストーリー展開で感動を与える“映画
の原作小説”を生み出す新しい作家を発掘するのが
目的だという

3  東海テレビは，11年 8 月に情報番組『ぴーかんテレ
ビ』で岩手県産米の当選者欄に「あやしいお米」「セ
シウムさん」などと書かれた不適切なテロップが放
送された問題で，再発防止に向けた 1年間の取り組
みをまとめた冊子を公表した。東海テレビによれば，
外部有識者を含めた検証委員会を設置して調査した
結果，「社会常識に欠けたテロップ制作者がふざけた
気持ちで制作した不謹慎なテロップが，途中のチェ
ックが不十分なまま放送段階まで残り，未熟な新人
タイムキーパーの操作ミスで放送された」ことが判
明した。検証委員会は，再発防止の具体策を検討す
る再生委員会の設置を提言した

3  日本のコンテンツの海外展開に向けて，政府と民間
が連携して取り組みを進めるための具体策を検討し
ていた「コンテンツ海外展開協議会」が，報告書を
公表した。具体策として，海外発信チャンネルの継
続的確保，価格の安い新興国向けコンテンツに対す
る政府支援，制作関係者の地位向上と事業環境の整
備などを提言した

3  日本新聞協会は，福島第一原発事故直後の東電本店
でのテレビ会議の録画映像に関して，映像や音声を
編集せずに，全面的に公開するよう申し入れた

6  東京電力は，福島第一原発事故直後の対応を記録し
たテレビ会議の録画映像を報道関係者向けに公開を
始めた。視聴に際し，録画や録音，同社報告書に名
前が載った幹部以外の個人名の報道を禁じるなどの
制限を設け，こうした制限への同意を視聴の条件と
した

14 日本テレビは，12年 9 月にプロ野球の読売巨人軍が
主催する巨人戦全11試合をインターネットライブで
配信すると発表した。パソコンのほかスマートフォ
ンでも視聴できる。 9月 1 日と 2日は無料だが，11
日以降の 9試合は 1試合300円の有料

29 埼玉県公園緑地協会は，「埼玉スタジアム2002」周辺
に限って視聴できるエリア放送「埼スタTV」を開
始すると発表した。災害時の避難経路や注意事項な
どの防災関連情報を配信する。スポーツ競技場での
防災を目的としたエリア放送は全国でも初めて

30 TBSは気象会社ウェザーマップと共同で，現地周辺
の雨雲の状態などを伝えるスマートフォン向けアプ
リ「森田さんの雨デス」を開発したと発表した

1  インドの大手商業衛星テレビNDTVは，インド唯一
の視聴率調査会社TAMメディア・リサーチが視聴率
データを改ざんしたとして，TAMとその親会社を米
ニューヨーク州最高裁判所に提訴した。NDTVは，
TAMが他のテレビネットワークからリベートを受
け，NDTVの視聴者数が少なくなるようデータを改
ざんしたために，多大な損失を受けたとしている

3  ドイツで13年 1 月に導入される，全世帯に支払いを
義務付ける「放送負担金」は，バイエルン州憲法に
違反するとの訴えが，同州の憲法裁判所で受理され
ていたことが分かった

6  インターネットで世界中のラジオ放送を楽しめるサ
ービスを提供している米チューインは，利用者が世
界で4,000万人を超えたと発表した。このサービスで
は，パソコンや携帯端末，ネット接続テレビなどで
世界の 7万局以上のラジオ局の放送が聴取できる

13 アメリカで，スペイン語で放送を行う新しいネット
ワークMundoFoxが50局で放送を始めた。番組は全
てスペイン語で，連続ドラマやスポーツ中継などを
放送するが，既設のスペイン語放送局と差異化を図
るためにニュースに大きな力を入れるという

20 アメリカの株式市場で，アップル社の時価総額が一
時6,235億ドル（約49兆5,000億円）となり，世界の企
業で史上最高額となった。新型のスマートフォンや
タブレット型端末の発売が近く発表されるのではな
いかとの観測から，同社株を買う動きが高まったも
のと見られている

20 ドイツの公共放送ARDとZDFは，「2012年インター
ネット利用行動調査」の結果を発表した。それによ
ると，ドイツ国民の75.9％がインターネットを利用
している。テレビを視聴しながら，セカンドスクリ
ーンとしてスマートフォン，タブレット，ラップト
ップなどの携帯端末を使っている人は13％だった

20 韓国の放送通信委員会（KCC）は，アナログ放送の
地域別終了日を確定し，発表した。 9月の忠清北道
を皮切りに，最後は12月31日に首都圏地域で終了す
る。KCCは，アナログ放送終了に伴う混乱を避ける
ために，地域別に終了時期をずらすことにしていた

20 ミャンマー情報省は，国内の全ての印刷物を対象と
した事前検閲を同日付で廃止したと発表した。軍事
政権時代の1964年から続いた厳しい言論統制が大幅
に緩和される見通しとなった

21 フランスのエロー首相は，放送と通信の規制を別々
に行っている独立規制機関の合併を検討するよう，
関係する 3つの省の大臣に指示した

23 イギリスの放送通信分野の独立規制機関Ofcomは，
放送に対する視聴者意識調査の結果を発表した。イ
ギリスでは，青少年保護のために，夜 9時前に放送
する番組は性的・暴力的内容に注意するべきだとい
うガイドラインを設けているが，夜 9時が基準にな
っていることに，77％が適切だと回答した

8月
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11 政府は閣議で，沖縄県の尖閣諸島について，島の
購入費用として12年度予算の予備費から20億
5,000万円を支出することを決定し，地権者側と
契約書を取り交わして国有化した

11 アメリカで制作された映像がイスラム教の預言者
ムハンマドを侮辱しているとして，武装した集団
がリビア東部ベンガジのアメリカ領事館を襲撃
し，スティーブンス大使を含む 4人のアメリカ人
が死亡した。また，エジプトでも首都カイロのア
メリカ大使館前で抗議デモが行われた

14 アメリカで制作された映像に抗議するデモが中東
だけでなくアジアやアフリカなど少なくとも24の
国と地域に拡大し，デモ隊と治安当局との衝突が
相次いだ

14 政府は，原発事故を受けた新しいエネルギー政策
について，関係閣僚による会議を開き，2030年代
に原発の稼働ゼロを可能にするよう取り組むとと
もに，使用済み核燃料の再処理事業を続けること
を正式に決めた

14 全国の100歳以上の高齢者が初めて 5万人を超え，
過去最多になったことが厚生労働省のまとめで分
かった

14 沖縄県の尖閣諸島の沖合で中国当局の船 6隻が日
本の領海に入った。日本が尖閣諸島を国有化した
後，中国当局の船が領海に侵入したのは初めて

15 日本政府による沖縄県の尖閣諸島の国有化に抗議
するデモが中国各都市で発生し，暴徒化したデモ
隊の一部が日系企業を襲撃した

15 アメリカ軍の新型輸送機オスプレイを巡って，政
府はアメリカ側との協議の結果を踏まえ，日本国
内での運用について「安全性は十分に確認され
た」と発表した

19 経営が破たんし国の支援を受けながら再建を進め
てきた日本航空が，東京証券取引所に 2年 8か月
ぶりに株式を再上場し，国から独立した民間企業
として再スタートを切った

21 民主党の代表選挙で，野田首相がほかの 3人の候
補者に大差をつけて再選された

21 アメリカ軍の新型輸送機オスプレイ 7機が一時的
な駐機先の岩国基地を離陸し，山口県沖の瀬戸内
海などで試験飛行を行った

26 自民党総裁選挙は，国会議員による決選投票が行
われ，安倍元首相が新総裁に選出された。自民党
の総裁経験者が再び総裁に選出されたのは初めて

28 大阪市の橋下市長が率いる「日本維新の会」は，
7人の国会議員が参加し，大阪に本部を置くとす
る新党設立の届け出を総務大臣あてに行い，正式
に発足した

29 兵庫県姫路市の化学メーカー「日本触媒姫路製造
所」で化学物質の貯蔵タンクが爆発し，消防隊員
1人が死亡，36人がけがをした

4  新たな材料を組み合わせることにより，消費電力が従来
の 3分の 1，寿命が 7倍の有機ELデバイスの開発に成
功したと発表した。有機ELデバイスは，超薄型で曲げ
られるフレキシブルディスプレイの実現を目指して開発
が進められていたもの

6  ロンドンオリンピックの総合テレビの放送時間がニュー
ス・情報番組の放送時間を含めると274時間を超え，こ
れまでで最長だったことを松本正之会長が記者会見で明
らかにした。Eテレの放送時間も過去最長の19時間55分
だった。インターネットではダイジェスト動画や競技結
果などが配信され，大会期間を中心に 3億3,900万余の
アクセスがあった。さらにNHKオンデマンドではロン
ドンオリンピックの放送中継映像を日別・競技別に編集
して配信し，総配信本数は193本，総配信時間は291時間
50分に上った

9  オランダで開かれている世界最大級の放送・メディア産
業の展示会IBCで，国際的に優れた貢献をした個人や組
織に贈られる「IBC国際栄誉賞」にハイビジョンなど放
送技術の開発・普及で先導的な役割を果たしてきた放送
技術研究所が選ばれ，授賞式が行われた

10 首都圏放送センターが，防災情報を一般に提供するサイ
トで「首都圏防災ナビ」の発信を始めた。地震などの災
害時に防災に役立つ情報を分かりやすく提供する。NH
Kは首都圏だけでなく全国の放送局のホームページで災
害情報や避難情報，生活安全情報などを提供する方針

10 和歌山放送局は和歌山県串本町と，大津波警報などの非
常災害が発生した際に自治体の防災行政無線でNHKの
緊急ニュースを流すなどとする覚書を交わした。防災行
政無線にニュースを流して避難に活用してもらうのがね
らい

11 経営委員会は，空席となっていた経営委員長に委員長職
務代行者の浜田健一郎委員（ANA総合研究所取締役会
長）を選出した。経営委員長は，12年 5 月に數土文夫氏
が東京電力の社外取締役就任に伴って辞職したあと空席
となっていた。委員長職務代行者には作田久男氏（オム
ロン会長）が選ばれた

12 東日本大震災直後にインターネットで流れた膨大なデー
タの活用方法を考える「東日本大震災ビッグデータワー
クショップ」を，グーグル日本法人やツイッタージャパ
ン，朝日新聞社などとともに開催した

19 後期番組改定について，石田研一放送総局長が記者会見
で，総合テレビやEテレ，BSプレミアムで，家族で楽し
めるファミリー向け番組を新設することを明らかにした

21 受信料未払い者のうち，裁判所による支払督促や判決な
どが確定したにもかかわらず，受信料を支払わない10都
府県の13人に対して，強制執行の申立書を裁判所に送付
したと発表した

25 都道府県別の受信料支払い率を初めて公表した。各都道
府県の1,200世帯を対象にしたサンプル調査に基づき推
計したもので，全国平均は72.5％，最高は秋田県の
94.6％，最低は沖縄県の42.0％だった

9月
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3  ニッポン放送は，ラジオの番組情報などの音声コン
テンツをインターネットでオンデマンド配信するサ
イト「Radital」のサービスを始めた。聞き逃した同
社の番組やスマートフォン向けサービス「オールナ
イトニッポンモバイル」のほか，独自のコンテンツ
も配信する

3  民放連は，チャンネルやテレビ番組ごとに異なって
いた音量を統一する新基準「ラウドネス」の運用を
10月 1 日から始めると発表した。民放テレビ各局が
全ての番組とCMでこの基準に準拠した制作・送出
を行うことで，番組間やチャンネル間の音量感の差
が解消される

3  TBSラジオは，音声コンテンツのポータルサイト
「らじこん」で毎日放送ラジオの番組配信を始めた。
10年 4 月に始まった同サイトに参加する民放ラジオ
は10局となった

10 民放BS 5 社が，3D映像によるロンドンオリンピック
のハイライト番組をこの日から 1局ずつ 5夜連続で
放送した。番組中のCMも3D映像で作られた。放送
時間は午後11時から54分間。オリンピックが3Dによ
って放送されるのは国内で初めて

10 民放キー局 5社とMXテレビは，コピーを制御しコ
ンテンツを保護する「コンテンツ権利保護専用方
式」（新方式）の運用を始めた。新方式は，B-CAS
方式と並ぶ新たなコンテンツ保護方式で，13年 3 月
末までに全国のNHKと民放局で運用を始める

12 V-Lowマルチメディア放送推進全国協議会は，アナ
ログテレビのデジタル移行に伴って空いたVHF帯域
を利用して，V-Lowマルチメディア放送を実現する
ための制度枠組みについて検討を重ねてきたが，そ
の中間報告書を発表した

12 総務省は，11年度の民放事業者の収支状況を発表し
た。前年度と比較して，地上基幹放送事業全体の売
上高は減少したが，営業損益や経常損益は増加した。
衛星放送事業全体は，営業収益と営業費用はともに
増加し，営業損益も増加となった。ケーブルテレビ
事業全体の営業収益と営業費用はともに減少した

18 総務省は，日本テレビに認定放送持株会社移行の認
定書を交付した。移行は10月 1 日で，地上テレビ事
業を含む事業部門を分割し，分割準備会社に継承さ
せる。総務省はまた，準備会社への放送局免許の継
承を許可した

20 民放連の井上弘会長は，ロンドンオリンピックでの
収支が，NHKと共同で放送権を購入するようになっ
た1984年のロサンゼルスオリンピック以来，初めて
赤字になったことを明らかにした。赤字の理由とし
て，放送権料が高かったこと，時差の関係でCM収
入が低調だったことが挙げられた

27 BPOの放送倫理検証委員会は，発足後 5年間の活動
をまとめた「放送倫理検証委員会2007～2012」を作
成し，放送局と放送関係者に配付した

2  エジプトの国営放送ERTUの全国向けテレビチャン
ネルに，1960年の開局以来初めて，ヘジャブ（ムス
リム女性が髪を隠すために使用するスカーフ）を着
用した女性のニュースキャスターが登場した

4  ドイツの商業放送を監督する州メディア監督機関は
「2012年デジタル化報告書」を発表した。それによ
ると，ドイツのデジタル放送視聴世帯は，前年より
も10％増えて77.8％になった。デジタルケーブルテ
レビの普及も進み，全加入世帯の48.2％がデジタル
契約となった

4  ブラジルのベルナルド通信相は，16年に予定されて
いる地上デジタルテレビ放送への移行スケジュール
を変更すると発表した。一部地域では13年にデジタ
ルに移行するが，20年以降にずれ込む地域もある

7  韓国の放送通信委員会は，地上デジタル放送の24時
間放送を認める決定をした。韓国では従来，電力消
費の抑制や後発事業者の競争力向上を理由に，深夜
放送を認めないなど，放送時間を規制していた

11 スウェーデンの公共サービス委員会は，公共放送の
将来に関する報告書を政府に提出し，テレビ受信機
の所有をもとに世帯単位で徴収する受信料制度から，
所得に応じた累進課税方式で料金を定め，個人から
徴収する制度に変更すべきだと提案した

12 イギリスのOfcomは，全国21都市で導入する地上デ
ジタル放送のローカルテレビ免許について，イング
ランドのブライトンとグリムズビーの 2都市の免許
申請者に初めて免許を付与した

12 フランスの公共放送フランステレビジョンは，15年
までに500人分のポストを削減するという合理化案を
労働組合側に提出した

12 インドの衛星テレビ大手ZEELは，中東向けのアラ
ビア語チャンネルZee Alwanを開局した。アラビア
語に吹き替えられたインドの人気テレビドラマやヨ
ガ，旅行などを扱ったライフスタイル番組のほか，
独自制作のアラビア語番組が放送される

21 ロシアのメドベージェフ首相は，ロシア公共テレビ
を設立するための政府決議を承認した。ロシアに，
国営でも民間放送でもない独立非営利のテレビ局が
誕生することになる。衛星とケーブルで13年 4 月以
降に放送を開始する予定

22 アルゼンチン政府は，同国最大のメディア企業グル
ープClarinに対し，同グループが所有する放送局の
多くを12月までに売却するよう求めるスポット広告
を国営テレビで流し始めた

24 アメリカのアップル社は， 3日前に発売した新型の
スマートフォンiPhone5が全世界で500万台以上売れ
たと発表。携帯電話の販売台数としては過去最高

27 アメリカの調査機関ピュー・リサーチ・センターに
よると，ニュース源のトップにテレビを挙げた人は
55％で 1位。 2位は，ラジオと新聞を抜いて，39％
を占めたオンライン／モバイルだった

9月
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1  野田首相が内閣改造を行い，文部科学相に田中眞
紀子元外相を起用するなど，18人の閣僚のうち10
人を交代させた

2  味わいのある庶民的な役柄で人気を集めた俳優の
大滝秀治さんが死去，87歳

5  政府は皇室制度を巡って，皇族の減少に一定の歯
止めをかけるため，女性皇族が結婚後も皇室にと
どまれる女性宮家の創設を検討すべきとしたうえ
で，皇室を離れても国家公務員として皇室の活動
に参加できる案も盛り込んだ論点整理を公表した

6  山口県の岩国基地に一時駐機していたアメリカ軍
の新型輸送機オスプレイは，12機すべての普天間
基地配備が完了した

8  ノーベル医学・生理学賞の受賞者に，iPS細胞を
作り出すことに成功した京都大学の山中伸弥教授
と，いったん成長した細胞にも受精卵と同じ遺伝
情報が含まれることを発見したイギリスのジョ
ン・ガードン博士が選ばれた。日本人の医学・生
理学賞受賞は1987年の利根川進さん以来， 2人目

10 トヨタ自動車は，同社過去最多の約743万台を世
界でリコールすると発表した

13 小説や翻訳，文芸評論など幅広いジャンルで活躍
した作家の丸谷才一さんが死去，87歳

14 兵庫県尼崎市で起きた死体遺棄事件で，同市の住
宅の床下から 2人の遺体が発見された

16 アメリカ海軍の兵士 2人が，沖縄県で日本人女性
を乱暴してけがをさせたとして逮捕された

17 09年の参議院選挙で選挙区ごとの 1票の価値に最
大で 5倍の格差があったことについて，最高裁大
法廷は判決で憲法違反の状態だと判断するととも
に，選挙制度そのものの速やかな見直しを求めた。
違憲状態の判断は衆議院選挙でもなされており，
衆参両院の 1票の格差がともに憲法に違反した状
態と指摘される異例の事態に

19 遠隔操作ウイルスに感染したパソコンなどから犯
行予告が書き込まれた事件で，警視庁，大阪，三
重，神奈川の 4つの警察本部は合同捜査本部を設
置するとともに，これまでの捜査に問題があった
と見て検証することになった

19 在日アメリカ軍は短期の滞在を含めた日本に駐留
するすべてのアメリカ軍兵士に対して夜間の外出
を禁止することを発表した

23 暴力団関係者との交際が指摘されるなどしていた
田中慶秋法相が体調不良を理由に野田首相あてに
辞表を提出して受理され，辞任した

23 政府は，オリンピックと世界選手権を合わせて13
連覇を果たしたレスリングの吉田沙保里選手に国
民栄誉賞を授与することを決定した

25 東京都の石原慎太郎知事は記者会見で，都知事を
辞職するとともに，新たな政党を結成し，次期衆
院選に立候補することを明らかにした

1  受信料を値下げした。値下げ額は地上契約・衛星契約と
もに，毎期（ 2か月）払の場合，口座・クレジット払で
は月額120円，継続振込払では月額70円となる。受信料
の値下げは，ラジオ受信料を廃止しテレビ受信機だけを
対象にした受信料体系に移行した1968年以降では初めて
のこと

1  災害時に通信事業者や報道機関などが収集・提供する安
否情報を一括検索できるサイト「J-ampi」がスタート
した。運営はNHKやNTTなどで，10社12種類の情報が
提供されている。安否情報の共通プラットフォームは維
持コストやデータ規格の統一などの問題でこれまで実現
していなかった

2  世界の優れたテレビ番組に贈られる「国際エミー賞」の
ニュース部門に，11年 3 月11日から12日にかけて放送さ
れた東日本大震災の緊急ニュースが選ばれた。日本のメ
ディアがニュース部門で同賞を受賞するのは初めて

2  「視聴覚障害者向け放送普及行政の指針」を総務省が見
直し発表した。NHKに対して，できるだけ早くすべて
の定時ニュースに字幕を付けることや，手話放送の実施
時間をできる限り増加させることを目標として追加した

4  松本正之会長は記者会見で，受信料の衛星契約を12月か
ら口頭で締結できるようにすると発表した。BSの設置
確認メッセージを見た視聴者が電話などで契約の申し込
みを行った場合，契約書の提出を省略できる。10月から
の受信料値下げに伴う営業改革の一環

5  第12回「石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞」が発
表された。このうち，文化貢献部門で12年 2 月26日に放
送された『ETV特集』「花を奉る 石牟礼道子の世界」を
制作したNHKプラネット九州制作部の吉崎健エグゼク
ティブ・ディレクターが受賞した

12 『大河ドラマ』「平清盛」が海外で放送されることになっ
た。放送番組の販売を担当するNHKエンタープライズ
が，タイ，韓国，ブルネイの放送事業者と契約を締結す
ることで合意し，フランス・カンヌで開催されている番
組見本市MIPCOMでタイの放送事業者と覚書を締結し
た。『大河ドラマ』は，これまでも「篤姫」や「龍馬伝」
などが海外の放送事業者によって購入されている

17 ABU（アジア太平洋放送連合）の年次総会が，135の放
送機関等の代表が参加して韓国・ソウルで開かれ，小野
直路副会長が，テレビ放送の完全デジタル化に伴ってデ
ータ放送やワンセグのサービスを充実させていること
や，インターネットの情報を放送に反映させる新しい試
みのニュース番組『NEWS WEB 24』などを紹介した

18 受信料未払い者のうち，裁判所による支払督促や判決な
どが確定したにもかかわらず，受信料を支払わない18都
府県の35人に対して，強制執行の申立書を裁判所に送付
したと発表した

22 英語による外国人向けテレビ国際放送『NHKワールド
TV』のライブストリーミングをAndroid OSを搭載した
スマートフォンでも視聴できるアプリケーションを，国
内向けにも提供を開始した

10月
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1  日本テレビ放送網が認定放送持株会社へ移行した。
同社は「日本テレビホールディングス」に名称を変
更し，日本テレビ放送網，BS日本，シーエス日本の
3社が傘下に入った

1  TBSテレビは，CS放送の「TBSチャンネル 2」の放
送を始めた。これによりTBSテレビが運営するCS放
送は，既存のCSチャンネルを改称した「TBSチャン
ネル 1」とニュース専門チャンネル「TBS ニュース
バード」と合わせ， 3チャンネル体制となった

1  12年 6 月に成立した改正著作権法が一部施行され，
DVDに使われている「CSS」などの暗号技術を回避
して行う複製が違法となった。これまで罰則がなか
った違法ダウンロードには， 2年以下の懲役または
200万円以下の罰金，あるいはその両方が科せられる

4  BPOの放送倫理検証委員会は，日本テレビが12年 5
月 4 日に放送したバラエティー番組『芸能★BANG
ザ・ゴールデン』の中で，女性タレントと占い師の
同居騒動を取り上げた際に，占い師が出演する予定
がないのに，さも出演するかのように宣伝した問題
で，「視聴者への裏切り」であり，放送倫理に違反す
るとの意見を公表した

5  総務省は，11年度の放送の停止事故の発生状況を発
表した。地上系・衛星系の放送では495件で，停止継
続時間が15分未満のものが全体の46％を占めており，
設備故障や停電が原因である場合が多かった。有線
放送の停止事故は98件で，小規模な設備では継続時
間が10時間以上のものが多く，中・大規模な設備で
は継続時間が 2時間から 3時間が多かった

7  民放キー局 5社と朝日放送，NHKは政府と共同で，
日本の番組フォーマットを国際市場に売り込むため
のイベント「TREASURE BOX JAPAN」をフラン
スのカンヌで開催した。日本のテレビ局が制作した
バラエティーなどの番組フォーマットについて映像
などを使ってプレゼンテーションを行い，世界各国
のテレビ局・番組制作会社の幹部にアピールした

24 住友商事とKDDIは，CATV業界最大手のジュピタ
ーテレコム社と同 2位のジャパンケーブルネットを，
13年秋ころに経営統合させると発表した。 2社の統
合によって，契約世帯を増やすとともに，コンテン
ツの調達費用を抑えるという

25 テレビ番組，映画，ウェブ作品など音と映像を用い
た教育コンテンツを対象とした「日本賞教育コンテ
ンツ国際コンクール」で，スペインのアニメーショ
ン映画「皺（しわ）」がグランプリを受賞した

29 花王は，TBS，フジテレビ，テレビ東京の 3局で字
幕付きCMのトライアル放送を始めた。同社の 1社
提供番組の全てに付与した

30 外国語放送を中心としたFM放送局「Inter FM」を
運営するエフエムインターウエーブは，14年春に名
古屋エリアに新たな放送局を開局する方針であるこ
とを明らかにした

2  ドイツの連邦憲法裁判所が，弁護士が事務所で仕事
に使っているパソコンについて，受信料の対象にす
るのは合憲であると決定したことが明らかになった。
ドイツでは，07年からインターネットを通じて放送
サービスを利用できる端末機を受信料の徴収対象に
している

5  米ABCの朝の番組で人気のお天気キャスター・チャ
ンピオン氏が，自分が同性愛者で年末に恋人と結婚
することを明らかにした。ABCは，プレスリリース
で同氏と結婚相手の写真を公表し，社長や同僚の著
名ジャーナリストが祝福のツイッターを送った

14 米ニューヨークタイムズ社は，13年後半にブラジル
の知識階層を対象としたポルトガル語版ウェブサイ
トを立ち上げると発表した。毎日30～40件の記事を
更新し，無料で閲覧できるようにする

15 フランスに本拠を置く大手衛星運用会社ユーテルサ
ット・コミュニケーションズは，イラン国営放送の
テレビとラジオの放送をすべて停止したと発表した

15 台湾で「りんご日報」などを経営する香港系の大手
メディアグループ「壹傳媒」が，台湾での事業を売
却し撤退することが分かった。壹傳媒は中国政府や
台湾の与党国民党に批判的な暴露記事を報道してい
たが，ケーブルテレビのチャンネルに組み込まれな
かったために，多額の赤字を余儀なくされていた

16 アジア太平洋連合（ABU）の総会が，17日までの 2
日間，韓国のソウル市で開かれ，48の国と地域から
600人余りが参加した

18 アメリカのジャーナリズム教育機関Poynterによる
と，12年の全米のオンラインの広告収入は総額358億
ドル（ 2兆8,500億円）を超え，新聞や雑誌などの印
刷・出版メディアの広告を初めて上回る見込み

18 米ニューズウィーク／ビースト社は，『ニューズウィ
ーク』誌の紙での発行を年内で取りやめ，13年から
はデジタル配信のみにすると発表した。同誌は『タ
イム』誌と並ぶ代表的な週刊誌だが，05年以降は，
販売部数が漸減し多額の損失を出している

18 英公共放送BBCの国際放送「ワールドサービス」
は，政府交付金の削減に伴う第 3次の削減計画を職
員に通告した。新たに73のポストを削減し， 1日の
ニュース放送時間を18時間から14時間に減らすほか，
英語放送の芸術番組などを廃止することにしている

22 フランスの議会下院は，公共放送負担税の値上げを
賛成多数で可決した。公共放送負担税は消費者物価
指数に連動することになっており，13年度は12年度
より 2ユーロ高い年間127ユーロになる予定だった
が，政府は，財政難のためさらに 2ユーロ上乗せし
て129ユーロとする案を提案していた

24 イギリスでは，全土でアナログ放送が終了し，デジ
タル放送へ移行した。地上デジタル放送は1998年に
始まり，08年からアナログ放送終了作業を地域ごと
に行ってきた

10月
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2  田中眞紀子文科相は記者会見で，大学などの開設
の認可の在り方を抜本的に見直したいとして，文
部科学省の審議会が13年度の開設を認可すると答
申した秋田市，札幌市，愛知県岡崎市の 3つの大
学の認可を見送ったことを明らかにした

6  アメリカ大統領選挙の投票が行われ，民主党現職
のオバマ大統領が共和党のロムニー前マサチュー
セッツ州知事を破り再選された

7  1997年に東京電力の女性社員が殺害された事件の
再審で，東京高裁は「犯人は別の男の可能性が高
い」と指摘し，ネパール人のゴビンダ・プラサド・
マイナリさんの無罪が確定した

7  兵庫県尼崎市などで起きた一連の死体遺棄事件
で，兵庫県警は，角田美代子容疑者が，集団生活
をしていた男性の遺体を岡山県の海に遺棄した疑
いが強まったとして死体遺棄の疑いで再逮捕した

7  田中眞紀子文科相が2013年度開学予定の 3つの大
学について，新たな審査基準を設けて判断すると
していた姿勢を一転させ，現行制度のもとで速や
かに認可する考えを示した

10 80年近く舞台やテレビで活躍し，女優として初め
て国民栄誉賞を受賞した森光子さんが死去，92歳

12 「国民の生活が第一」の小沢一郎代表が政治資金
を巡って強制的に起訴された裁判で， 2審の東京
高裁は「収支報告書の記載が正しいと考えていた
可能性がある」と指摘し， 1審に続いて無罪を言
い渡した

14 パレスチナ暫定自治区のガザ地区で，イスラム原
理主義組織ハマスの軍事部門のトップ，アフマド・
ジャバリ氏らがイスラエル軍による空爆で殺害さ
れた

15 中国共産党が中央委員会総会を開き，党トップの
総書記に習近平国家副主席を選出して新体制を発
足させた。また，習近平氏は軍のトップの中央軍
事委員会の主席に就任し，これまで主席だった胡
錦濤氏は完全に引退することになった

16 衆議院が解散され，政府は臨時閣議で12月 4 日公
示，16日投票の衆議院選挙の日程を決めた

19 「国民の生活が第一」の小沢一郎代表の裁判で，
検察官役の指定弁護士が上告しない手続きを取
り，小沢代表の無罪が確定した

19 約 4 か月にわたり国際宇宙ステーションに滞在し
ていた日本人宇宙飛行士の星出彰彦さんがロシア
の宇宙船ソユーズで地球に帰還した。滞在中の船
外活動は日本人としての最長となった

22 愛知県豊川市の豊川信用金庫蔵子支店に男が押し
入り，客と職員 5人を人質に立てこもった。約13
時間後に捜査員が支店内に突入，男を逮捕し，人
質は全員保護された

27 滋賀県の嘉田知事が記者会見で，新党「日本未来
の党」を結成することを表明した

1  松本正之会長は記者会見で，東京タワーから東京スカイ
ツリーへの地上波テレビの送信所移転に伴い，一部でテ
レビを視聴できなくなる世帯が生じるおそれがあるとし
て，対策を進めていくことを明らかにした。また移転時
期については「対策の対象となる世帯をできる限り減ら
してから，なるべく早く移転したい」と述べた

5  ロンドンオリンピックで一部の競技映像をインターネッ
トのライブストリーミングで提供した業務について，要
した経費が約3,800万円だったと発表した。内訳は映像
伝送関連が1,700万円，運行システム開発費が600万円，
特設サイトのページ制作・運用費が1,500万円だった。
ライブストリーミングは，20の競技について913時間の
配信が行われ，接続数は2,613万件に達した

6  NHKとユネスコが「世界遺産」と「無形文化遺産」を
デジタルハイビジョン映像で記録し，次世代へ受け継い
でいくことで合意し，「世界遺産デジタル映像アーカイ
ブス」事業の第 3期パートナーシップ契約に調印した。
NHKとユネスコは04年以降，世界遺産番組の共同制作
などを進め，累計の制作本数は700本近くに上る。新た
な契約には映像のアーカイブ化に加え，映像をユネスコ
のホームページなどで公開することが盛り込まれている

8  中国国内でNHKの海外向けテレビ放送「ワールドプレ
ミアム」が中国共産党大会のニュースを伝えたところ，
画像と音声が 1分余りにわたって中断された。放送が中
断されたのは，中国国内の貧富の格差や民主活動家に対
する抑圧に触れた部分

11 さまざまな言語でラジオ放送を行っているNHKの国際
放送「ラジオ日本」は，日本とパキスタンの国交が樹立
して60年になるのを記念して，パキスタンでリスナーを
招いた交流イベントを開いた

17 第32回「地方の時代」映像祭2012が大阪・吹田市の関西
大学で開催され，グランプリにNHK仙台放送局が制作
した『NHKスペシャル』「イナサがまた吹く日～風寄せ
る集落に生きる」が選ばれた

22 NHKなど在京テレビ局 6社は，13年 5 月ごろに地上テ
レビ放送の送信所を東京タワーから東京スカイツリーに
移転すると発表した。一部の世帯では事前に受信対策が
必要な場合もあるとして，在京テレビ局 6社は，事前の
対策として移転前に東京スカイツリーからの試験放送と
受信対策を行う方針を明らかにした

26 公益財団法人日本デザイン振興会（東京都港区）は，E
テレの『デザインあ』を12年度のグッドデザイン大賞に
決定したことを公表した。デザインというテーマを子ど
も番組に組み立てた革新性，日本のデザイン教育に対す
るインパクトと意義などが評価された

27 米ツイッター社が日本で初めてとなる「イベントペー
ジ」として『NHK紅白歌合戦』のページを開設した。
イベントページは，大規模なイベントの際にツイッター
ユーザーのさまざまなツイートを表示するもので，これ
までロンドンオリンピックや米大統領選挙などで開設さ
れた

11月
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1  気象庁は，13年 3 月 7 日から津波警報を改訂すると
発表した。新しい津波警報では，地震の規模と津波
の予想高さを過小評価した東日本大震災の教訓と反
省を踏まえ，マグニチュードが 8を超えるような巨
大地震のおそれがある場合には，予想高さの第 1報
を「巨大」と定性的な表現で発表する。また，GPS
波浪計や海底津波計がキャッチした沖合の観測値も
「沖合の津波観測情報」として独立して発表する。
これにより，テレビ，ラジオによる速報の表記や表
現も大きく変わる

6  BS-TBSと日立製作所は，スマートフォン向け音声
SNS「talkfield」の試験運用を始めた。アプリ上で15
秒以内のメッセージを録音・投稿し，ユーザー同士
で共有できるサービス。文字に代わって音声を用い
ることで，幅広いユーザー層による利用が見込まれ
るという

6  民放連は，第 8回日本放送文化大賞を発表した。グ
ランプリは，テレビ番組がテレビ東京の『明日をあ
きらめない～がれきの中の新聞社～河北新報のいち
ばん長い日』，ラジオ番組が熊本放送の『ゆりかご 5
年の記録～命と倫理の間で』

8  私的録画補償金管理協会が録画機メーカーの東芝に
対して，デジタル専用録画機の補償金支払いを求め
て提起した訴訟で，最高裁第 1小法廷は，管理協会
の上告を退けた。これにより，デジタル専用録画機
は補償金の対象外とした知的高裁の判決が確定した

8  総務省は，日本の放送コンテンツの海外展開と権利
処理の効率化策などを検討する「放送コンテンツ流
通の促進方策に関する検討会」を立ち上げた。ほか
にも「放送サービスの高度化に関する検討会」と
「放送政策に関する調査研究会」を11月中に立ち上
げ，半年間かけてとりまとめを行うことにしている

14 「2012国際放送機器展」が16日まで千葉県幕張メッセ
で開かれた。過去最多の871社・団体が出展し，4K，
3D，V-Low帯を利用した防災ラジオ受信機など最新
技術機器が披露された

16 災害発生時に放送と通信の複数ルートを活用して緊
急情報を伝えようという実験が，宮城県石巻市で行
われた。「大津波警報が発令された」という想定の情
報が石巻市役所から発信され，スマートフォンにメ
ールが送られると同時に，ワンセグによるエリア放
送も実施された

28 電波監理審議会は，区域外再放送に関する徳島県の
ケーブルテレビ事業者「ひのき」からの異議申し立
てを認め，同社の裁定申請を拒否した総務大臣の処
分を取り消すことを議決した

29 12月16日の衆議院議員選挙を前に，インターネット
の動画サイト「ニコニコ動画」で，10党の党首が参
加する討論会が開かれた。各党首の発言に対する視
聴者の賛否のコメントがリアルタイムで書き込まれ，
表示された。約140万人が視聴した

1  イタリアの有料衛星放送Sky Italiaは，国内初の芸術
専門テレビチャンネル「Sky Arte HD」を開始し
た。絵画，建築，音楽などあらゆる芸術表現に焦点
を当て，イタリアをはじめ世界の芸術を紹介する

1  インドでは，14年末までに全国のケーブルテレビを
デジタル化する予定だが，その第 1段階として，デ
リーやムンバイなど 4大都市圏でデジタル移行が始
まった。だが，デジタル受信に必要なセットトップ
ボックスを設置していない世帯が多数あることから，
デジタル化の延期を求める動きも見られる

1  南米ウルグアイで，政府は，国内の74のコミュニテ
ィーラジオ局に対し，法令違反を理由に閉鎖を命じ
た。閉鎖されたラジオ局のうち20局は，宗教の勧誘
を行っていたという

6  オバマ大統領が再選された米大統領選挙で，ツイッ
ターなどのSNSが大きな役割を果たした。テレビ各
局が当選確実を伝え始めたころ，オバマ陣営は，勝
利演説やメール配信に先駆けて，いち早くツイッタ
ーで勝利宣言を出し，その後も，立て続けに感謝や
決意表明の“つぶやき”を送り続けた

10 英BBCのエントウイッスル会長は，BBC2の報道番
組で，保守党の元有力議員がかつて児童福祉施設の
子どもに性的暴力を加えたと報じたが，それが誤報
だと分かったため，責任をとり辞任した

13 韓国の放送通信委員会は，12月31日の地上アナログ
放送の終了を控え，全国1,734万世帯の99.2％がアン
テナ設置やケーブルテレビへの加入を通じて，地上
デジタル放送を受信できると発表した

16 イギリスのBBCワールドワイドは，ユーチューブ専
用チャンネル「アース・アンプラグド」を開設した。
自然番組を制作するBBCアース・プロダクションが，
野生動物の生態や自然の驚異などを数分のビデオク
リップに編集し，紹介する

16 インドの公共放送インド放送協会は，インド唯一の
視聴率調査会社TAMメディア・リサーチ社を，独占
的な立場を乱用して公正を欠いた視聴率調査を行っ
ているとして，市場の公正な競争を監督する行政機
関CCIに提訴した

20 韓国の放送通信委員会が実施した「2012年放送評
価」で，地上放送 3社の主要 4チャンネルの中で，
公共放送のメインチャンネルKBS1が前年に引き続
き，最も高い評価を受けた

20 米ニールセンの調査によると， 6歳から12歳までの
子どもにクリスマスプレゼントに欲しいものを尋ね
たところ，48％がアップル社のiPadを挙げた。iPad
のトップは 3年連続

26 ドイツで13年 1 月から実施される放送負担金の徴収
業務を行う「ARD・ZDF・ドイチェラントラジオ負
担金サービス」が業務を始めた。支払額が変わる市
民やすべての事業所に通知を送付するとともに，ウ
ェブサイトで届け出に必要な書類を提供した

11月
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2  山梨県の中央自動車道上り線の笹子トンネル内で
コンクリート製の天井が崩れ落ちて車 3台が下敷
きになり， 9人が死亡した

5  建設現場でアスベストを吸い込み肺がんなどにな
ったとして首都圏の元作業員らが起こした集団訴
訟で，東京地裁は国の対策が不十分だったと認め，
元作業員や遺族170人に10億6,000万円の賠償を命
じた。建設現場で働く作業員に対し，アスベスト
について国の責任を認めた判決は初めて

5  歌舞伎俳優の中村勘三郎さんが死去，57歳
10 ノーベル賞の授賞式がスウェーデンのストックホ

ルムで開かれ，医学・生理学賞に選ばれた山中伸
弥京都大学教授に記念のメダルと賞状が贈られた

12 兵庫県尼崎市の一連の死体遺棄事件のうち，男性
を殺害した疑いなどで再逮捕された角田美代子容
疑者が，兵庫県警察本部の留置場で自殺した

12 京都府舞鶴市で08年に女子高校生が殺害された事
件で，大阪高裁は，殺人などの罪で起訴された被
告に対し，「直接的な証拠が，目撃者の証言など
の状況証拠も信用できず犯人とは認められない」
として，無罪を言い渡した

12 北朝鮮が事実上の長距離弾道ミサイルを発射し，
国営メディアを通じて「人工衛星の打ち上げに成
功した」と発表した

14 米コネティカット州の小学校で，男が銃を乱射し
て児童20人を含む合わせて26人が死亡した。男は
犯行後，校舎の中で死亡しているのが見つかり，
銃で自殺したと見られる

16 第46回衆院選の投票が行われ，自民・公明両党は
衆議院のすべての議席の 3分の 2を上回る325席
を獲得して圧勝し， 3年 3か月ぶりに政権が交代
することになった。民主党は議席を選挙前の 4分
の 1以下に大きく減らす大敗となり，野田首相は
記者会見で，民主党の代表を辞任する考えを表明
した。投票率は戦後最低の59.32％だった

16 石原前知事の辞職に伴う東京都知事選で，前副知
事の猪瀬直樹氏がこれまでの都知事選で最も多い
433万票余りを獲得して初当選を果たした

19 韓国大統領選で，与党セヌリ党のパク・クネ氏が
最大野党・民主統合党のムン・ジェイン氏をわず
かの差で破って当選し，韓国で初めての女性大統
領が誕生することになった

22 富山県警の54歳の警部補が10年，富山市で70代の
夫婦を殺害し，室内に火をつけた疑いが強まった
として，殺人と放火などの疑いで逮捕された

25 民主党の代表選挙は，両院議員総会で党所属の国
会議員による投票が行われ，海江田万里元経済産
業相が新代表に選出された

26 自民党の安倍晋三総裁が第96代首相に就任し，第
2次安倍内閣を発足させた。自民・公明両党の政
権への復帰は 3年 3か月ぶり

4  ラジオ番組をインターネットで同時配信する「らじる★
らじる」に，近畿広域，中京広域，宮城県域などの各地
域放送の番組を追加できるよう総務省に認可を申請した

6  12月16日に投開票が行われる衆院選の政見放送が 6日か
ら始まり，NHKでは関東圏 1都 6 県の総時間数は48時
間47分に上った。これは政党数が増えたためで，前回の
09年の衆院選の政見放送を16時間上回った

7  宮城県三陸沖を震源とする地震で，気象庁は宮城県に津
波警報を出した。NHKは「東日本大震災を思い出して
ください。命を守るために一刻も早く逃げてください」
などと強い口調で呼びかけた。視聴者の反応はおおむね
肯定的だったが，「不快」「怖い」という意見もあり，石
田研一放送総局長は「具体的な表現の仕方を変える必要
があるか検討する」と述べた

7  総務省は，「らじる★らじる」に地域番組を追加するこ
とについて，「認可することが適当」とする考え方を公
表した

7  NHKなど在京テレビ局 6社は，地上テレビ放送の送信
所を東京タワーから東京スカイツリーに移転するのに先
立って，22日から受信確認テストを実施すると発表した

11 米ツイッター社は12年にツイッター上で話題になったラ
ンキングを日米英 3か国ごとに発表し，日本のテレビド
ラマ部門で『大河ドラマ』「平清盛」が首位となった

13 電車の中で女性の体を触ったとして逮捕され，その後不
起訴となった『おはよう日本』の元キャスターについ
て，NHKは停職 3か月の懲戒処分にすることを決めた

14 戦前から戦中の日本による台湾統治を取り上げたNHK
の番組について，「事実に反する一方的な内容だ」など
として，取材に応じた台湾の人や視聴者がNHKに損害
賠償を求めていた裁判で，東京地裁は「発言を恣意的に
編集したとは認められない」と指摘し，訴えを退けた

18 経営委員会は「外国人向けテレビ国際放送」の強化に関
する諮問委員会の設置を決定した。委員会では「NHK
ワールドTV」の充実・強化に向け，普及促進や財源な
どの課題を検討し，中長期的視点から経営委員会に提言
する

21 文化庁芸術祭で，『NHKスペシャル』「メルトダウン 連
鎖の真相」がテレビ・ドキュメンタリー部門で大賞を受
賞した。NHKのテレビ・ドキュメンタリー番組が芸術
祭の大賞を受賞するのは，11年度の『ETV特集』「ネッ
トワークでつくる放射能汚染地図」に続いて 3年連続

21 受信料を何年さかのぼって請求できるかが争点となった
裁判の上告審判決で，札幌高裁は，消滅時効を 5年とす
る旭川地裁の判決を支持し，10年と主張するNHKの上
告を棄却した

22 NHKと在京キー局が共同で東京スカイツリーからの試
験放送を始めた。その結果，同日中に「画面が映らない」
などの相談が458件寄せられた

25 ビデオリサーチが公表した『大河ドラマ』「平清盛」の
初回から最終回までの平均視聴率は12.0％となり，これ
までの大河ドラマでは最も低い視聴率となった
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1  日本テレビは，番組内容の不適切な点を事前に確認
する「番組制作向上推進事務局」を設置した。バラ
エティー番組を中心に表現方法，テロップ，音楽な
どを多角的に検証する

4  エフエム東京は，16日の衆院選まで，ステーション
ネームを「TOHYO（投票）FM」に変えて，若者に
投票を呼びかけた

7  共同通信社は，台湾の中央通信社と，ニュース交換
などで協力関係を推進することに合意し，ニュース
協力覚書に調印した。台湾と日本の通信社が正式な
協力関係を結ぶのは初めて

7  私的録画補償金管理協会は，デジタル放送専用録画
機器に関する私的録画補償金不払いを巡る，パナソ
ニックに対する訴訟の取り下げを決めた

8  放送ライブラリーは，ラジオをテーマにした初めて
の公開セミナーを開催した。毎日放送の『鉄になる
日』を聞いた後，番組スタッフが参加者150人とラジ
オの魅力について語り合った

10 脚本家の市川森一さんの 1周忌にあたるこの日，市
川さんの脚本130点余りと関係資料がオンラインで公
開された

14 話芸の巧みさでも親しまれた俳優の小沢昭一さんの
死去に伴い，TBSラジオの番組『小沢昭一の小沢昭
一的こころ』が， 1万414回をもって終了した

14 TBSは，ベトナムテレビジョンと日越国交40年記念
ドラマを共同で制作することを発表した。同時に，
ニュース報道の友好協力協定を結び，ニュース素材
の提供などを行うことで合意した

15 フジテレビは，本社屋で実施するイベントでホワイ
トスペースを使ったエリア放送を実施した。視聴エ
リアは，社屋から半径500メートルの範囲

16 日本テレビとTBSは，衆院選の開票速報番組で，落
選した候補者を誤ってテロップで当選確実と伝えた。
両局とも番組内で訂正，謝罪した

17 日本ペンクラブは，図書館の蔵書をデジタル化する
グーグルのプロジェクトで，日本語書籍の取り扱い
改善策に合意したと発表した

20 総務省の「放送政策に関する調査研究会」は，NH
K，日本国際放送，BBCワールドジャパンの各事業
者から国際放送事業についてヒアリングした

23 民放BS 5 社は，13年 1 月13日まで，共同特別編成キ
ャンペーン「楽しいだけじゃ、ものたりない。」を実
施した。各局がこれまで放送した中から，もう 1度
見てほしい番組を厳選し，計120時間を超える特別番
組を放送した

25 総務省の「電波有効利用の促進に関する検討会」が
報告書を公表した。12年 4 月から14回の会合を開催
し，電波の有効利用を一層促進する観点から，必要
な規律の見直しや電波利用料の活用などについて検
討を行ってきた。 3回のパブリックコメント，関係
者からのヒアリングも行った

3  イタリアの公共放送RAIと通信最大手Telecom Italia
は，インターネット接続型の有料プラットフォーム
Cubovision上で，RAIの番組を提供することに合意
したと発表した

6  米FCCは，航空運輸の安全を所管するFAA（連邦航
空局）に対し，タブレット端末や電子書籍リーダー
が広く普及していることから，航空機内での電子機
器の利用制限を緩和するよう提言した

7  ドイツの公共放送ZDFは，最大で400人の人員削減
を行うと発表した。組織をスリム化し，採用を抑制
するほか，例えば文化番組については，新たに立ち
上げる編集部門に既存の制作部門を集約して，制作
費を削減するとしている

11 米調査機関ピュー・リサーチ・センターはメディア
企業エコノミストグループと共同で，携帯ニュース
の利用実態に関する調査報告を発表した。スマート
フォンやタブレット型情報端末の所有者のうち，男
性は 4割以上が毎日携帯端末でニュースを読んでい
るのに対し，女性は 3割程度にとどまっている

12 フランスで，新たに 6つの地上デジタルチャンネル
が放送を始めた。いずれも専門チャンネルだが，ま
だ認知度が低いためか，初日の視聴シェアは 6チャ
ンネル合わせて1.4％にとどまった

14 ドイツに本拠を置き，ヨーロッパ10か国で事業を展
開する商業放送グループのプロジーベン・ザットア
インス・メディア社は，傘下の北欧向け放送局を売
却すると発表した。今後はドイツ語圏向けのテレビ
とデジタル事業に力を入れるとしている

18 ニューヨークに本部のあるジャーナリスト保護委員
会は，12年に世界で殺害されたジャーナリストは67
人で，過去最悪だったことを明らかにした

18 仏公共放送フランステレビジョンの労働組合は，政
府が求める経費節減と合理化に反対して，大規模な
ストライキを全国一斉に行った。約45％の組合員が
参加し，全国各地でローカルニュースが放送できな
い事態となった

19 英BBCの元司会者が数百人の未成年者に性的暴行を
繰り返していた疑惑を追及した番組を，BBCが放送
直前になって中止した問題を調査していた外部検証
委員会が報告書を公表した。BBCに疑惑を隠蔽する
意図はなかったとする一方，その管理体制は機能し
ていなかったと厳しく指摘した

21 パキスタンの公共放送PTVは，年明けの 1月中にも，
英語チャンネルを開局すると表明した。パキスタン
では，商業事業者による 2つの英語チャンネルが先
行しており，公共放送による立ち上げが課題だった

28 中国の全人代常務委員会は，「ネット情報保護に関す
る決定」を行った。ネット事業者にユーザーの個人
情報の厳正な管理を求めるとともに，事業者はユー
ザーに対して実名による登記を要求しなければなら
ないとしている

12月
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8  大阪市立桜宮高校でバスケットボール部キャプテ
ンの 2年生の男子生徒が，顧問の教師から体罰を
受けた翌日の12年12月23日に自宅で自殺したと大
阪市教育委員会が発表した

11 政府は景気回復に向け，国の支出で10.3兆円，自
治体や民間の負担を合わせた事業費ベースで20.2
兆円となる緊急経済対策を決定した。内閣府は，
対策によってGDPを実質で 2％程度押し上げ，60
万人の雇用を生み出す効果があるとしている

15 映画監督の大島渚さんが死去，80歳
16 山口県から羽田空港に向かっていた全日空のボー

イング787型機で煙を感知する表示が出て異臭が
し，高松空港に緊急着陸した。国土交通省は全日
空と日本航空に対し安全が確認されるまですべて
の787型機の運航を停止するよう指示した

16 アルジェリア東部の天然ガス関連施設がイスラム
武装勢力に襲撃され，プラント建設大手「日揮」
関係者の日本人を含む外国人などが拘束された

16 第148回芥川賞に黒田夏子さんの『abさんご』，直
木賞に朝井リョウさんの『何者』と安部龍太郎さ
んの『等伯』が選ばれた。芥川賞の黒田さんは75
歳の史上最高齢での受賞となった

19 大相撲史上最多の32回の優勝を果たした元横綱大
鵬の納屋幸喜さんが死去，72歳

21 大阪市立桜宮高校で体罰を受けていた体育科の男
子生徒が自殺した問題で，大阪市教育委員会は，
体育科などの募集を停止して普通科に変更したう
えで，入学試験を実施することを決めた

22 政府と日銀は， 2％の物価上昇率を目標と明確に
決め，日銀による一段の金融緩和を進めることな
どを盛り込んだ共同声明を決定した。物価目標の
設定は日銀としては初めて

23 埼玉県の教職員ら140人が条例の改正で退職金が
減額される前に早期退職することが明らかになっ
た問題で，NHKが全国の都道府県に取材した結
果， 7県で450人余りの教職員や警察官らが早期
退職をしたり希望していたりすることが分かった

24 アルジェリア東部の天然ガス関連施設がイスラム
武装勢力に襲撃された事件で，17人いた日本人の
うち10人の死亡が確認された

29 柔道女子の日本代表の強化合宿で暴力行為があっ
たとして，国内女子のトップ選手15人が女子代表
の園田隆二監督などを告発する文書を日本オリン
ピック委員会（JOC）に提出していたことが明ら
かになった

31 柔道女子日本代表の園田隆二監督が記者会見で，
監督を辞任する考えを表明した

31 大津市で中学 2年生の男子生徒が自殺した問題
で，市が設置した第三者委員会は，同級生からの
いじめが自殺の直接的な要因だったとする最終報
告書を公表した

4  松本正之会長は年頭のあいさつで，次世代テレビ「スー
パーハイビジョン」について，「2016年のリオデジャネ
イロ・オリンピックに向けて，実用化試験放送が開始で
きないか検討を進める」と述べた

12 中国国内でNHKの海外向けテレビ番組『ワールドプレ
ミアム』が，「南方週末」の記事が地元当局によって書
き換えられたとする問題を伝えたところ，映像と音声が
5分間にわたって中断された。この問題を巡ってNHK
のニュースの放送が中断されたのは 3日連続

13 『NHKスペシャル』「世界初撮影！深海の超巨大イカ」
が平均視聴率16.8％の高視聴率を記録した。同番組は，
世界最大級の無脊椎動物で，古来より船を沈めると恐れ
られてきた伝説のイカ「ダイオウイカ」を追跡，世界で
初めてその映像を撮影したもの。深海でその生きた姿を
見た者はいないとされてきたが，透明ドーム型で340度
の視界を持つ最新型の潜水艇に超高感度カメラを取り付
け，撮影に成功した。ツイッターなどネットでも話題を
集めた

15 2 月にテレビ放送開始60年を迎えるのを前に，NHKア
ーカイブスはインターネット上で「テレビ60年・特選コ
レクション」を公開した。テレビ60年史を刻んだ代表的
なNHKの番組やニュース約1,800本を紹介する

15 経営委員会が設置した「『外国人向けテレビ国際放送』
の強化に関する諮問委員会」が初会合を開き，座長に月
尾嘉男東大名誉教授を選任した。海外で行う外国人向け
放送「NHKワールドTV」の普及促進や財源などの課題
を検討する

16 総務省は，NHKのラジオ番組をインターネットで同時
配信する「らじる★らじる」について，東京から放送す
る全国向けの番組に加えて，仙台・名古屋・大阪の各放
送局の地域番組も配信できるようにすることを認可し
た。これによって仙台・名古屋・大阪の各放送局が放送
しているラジオ第 1とFMの番組が，全国各地でインタ
ーネットを通してパソコンやスマートフォンで聞くこと
ができるようになる。NHKは13年 4 月以降，準備が整
いしだい，新たなサービスを開始することにしている

20 全国の俳句の愛好家の優れた作品を紹介する「NHK全
国俳句大会」が開かれ，東日本大震災からの復興をテー
マにした俳句などが披露された

23 13年度の番組編成について，総合テレビの土曜夕方から
夜間にかけて，家族や地域の絆を結び直し，世代を越え
て楽しめる番組を新設するほか，Eテレでは，日曜夜に
オーケストラの演奏を 2時間ノーカットで放送する『ク
ラシック音楽館』を新設する方針が示された

29 次世代のテレビ放送規格4Kの放送開始時期について新
藤総務相は，当初の予定を 2年前倒しして14年から実施
する方針を記者会見で明らかにした。総務省の情報流通
行政局長はこれまで「4K放送は16年から」としていた。
4Kは現在のフルハイビジョンの 4倍の画素数を持つ高
画質テレビ放送規格（スーパーハイビジョンは8K）

1月
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2  テレビ朝日は，12年の年間プライムタイム（午後 7
～11時）視聴率で12.5％を獲得し，開局以来初めて
1位になった。全日とゴールデンタイム（午後 7～
10時）は，前年に引き続き日本テレビが 1位で，テ
レビ朝日はいずれも 2位だった

7  NTTドコモの子会社mmbiは，運営する携帯端末向
け放送局NOTTVの契約者が50万を超えたと発表し
た。契約者増加の理由として，放送対応端末が17機
種に増加し，放送エリアも22都道府県に拡大するな
ど視聴環境が整ってきたことを挙げている

16 電波監理審議会は，13年11月の基幹放送局の一斉再
免許に向けた制度整備のための放送法施行規則等改
正について，諮問案を適当とする答申を行った。地
デジ移行後の再免許となることから，新たな難視解
消への取り組みや，アナログテレビ放送関係規定削
除関連の整備などがなされた

17 民放連は，V-Low参入について民放連加盟のラジオ
局99社に行った意向調査の結果を発表した。希望す
るが65％，希望しないが10％，現時点で未定が25％
だった。こうした調査は10年前にも行われたが，そ
の時は96％が参入を希望していた

17 フジ・メディア・ホールディングスは，子会社「フジ・
スタートアップ・ベンチャーズ」を設立した。スマ
ートフォンやスマートテレビのアプリ開発などを手
がけるベンチャー企業への出資を通じて，これらの
事業の推進・拡大を目的とする

17 中部日本放送は，ラジオ事業を完全子会社「CBCラ
ジオ」に承継することを決定した。同社はCBCのラ
ジオ番組の制作，ラジオ営業部門の業務を委託され
ており，今後独自の権限と責任で事業運営すること
が適当と判断したもの

21 広島テレビ放送は，日本テレビ系列18社と共同で，
子どもの感染症に関する「感染症NEWS」をデータ
放送で提供する実証実験を始めた。08年から運営し
ているモバイル情報サイト「子育て応援団」のコン
テンツのひとつ

23 電子情報技術産業協会によると，12年の薄型テレビ
の国内出荷台数は645万台で，対前年比67.5％減と過
去最大の減少幅となった。10年と11年は出荷台数が
多かったが，その反動で需要が落ち込んだ形

25 富山県の民放 3局は，地域情報の発信力をアピール
する共同キャンペーンを始めた。「テレビも地産地
消」を掲げ，共同制作したスポットなどを通じて地
域に根ざしたテレビ局の存在意義をアピールした

28 東京ニュース通信社は，テレビ放送開始から60年の
節目に合わせ， 3月に「第 1回テレビ検定」試験を
実施すると発表した

29 テレビ東京の番組で誤った印象を与える内容を放送
され，名誉を傷つけられたとして，甘利明経済再生
相が損害賠償を求めた訴訟で，東京地裁は名誉棄損
を認め，計330万円の支払いを同局などに命じた

1  ドイツの公共放送の財源である放送受信料が放送負
担金に切り替わった。放送受信料は，受信機を備え
た世帯や事業者に支払い義務があったが，放送負担
金は，受信機のあるなしにかかわらず，全ての世帯
と事業所から徴収される。テレビ，ラジオ，パソコ
ンといった受信機の種類に応じた支払額の区別も撤
廃され，負担金の額は一律となった

1  英公共放送BBCの子会社BBCワールドが，ミャンマ
ーで有料テレビ放送を始めた。「BBCワールドニュ
ース」「BBCエンターテインメント」，子供向けの
「CBeebies」の 3つのチャンネルがミャンマーの商
業放送のプラットフォームで提供され，25万世帯が
視聴可能という。BBCがミャンマー向けにテレビ放
送を流すのは初めて

2  カタールの衛星放送局アルジャジーラは，アメリカ
のCATV向けニュースチャンネルCurrent TVを買収
し，アメリカ向けの新たなニュースチャンネルAL 
Jazeera Americaを立ち上げると発表した。13年内
の放送開始を目指すという

2  VOA（ボイス・オブ・アメリカ）などアメリカの国
際放送は，これまで米国内で放送することが法的に
禁止されていたが，65年ぶりの法改正によって，今
後は米国内向けに放送することも可能となった

3  ドイツの公共放送ARDは，総合編成チャンネル第 1
テレビの全番組をインターネットで同時配信するこ
とを始めた。ARDはこれまでもニュース番組や人気
ドラマなど一部の番組をインターネットで同時配信
していたが，視聴者から好評を得たため，すべての
番組に拡大した

8  パリを本拠地とする衛星運用会社ユーテルサットは，
次世代テレビといわれる4Kテレビの試験伝送を始め
た。4Kテレビは800万の画素数を有し，解像度は現
行のフルハイビジョンの 4倍

15 フィリピンの国家電気通信委員会は，地上デジタル
テレビの放送方式について日本方式を採用すると表
明した。フィリピンでは，15年までにアナログ放送
を終了し，デジタル放送に完全移行する予定

17 ジョージ・ワシントン大学と調査会社ORIの共同調
査によると，アメリカの有権者は，政治ニュースの
情報源として，フェイスブックやツイッターなどの
ソーシャルメディアを，放送や新聞などの従来型メ
ディアと同等かそれ以上に信頼している

21 オバマ大統領の 2期目の就任式が全米18のネットワ
ークで中継された。テレビの視聴者数は09年の 1期
目に比べ46％減少したが，式典の最中に発信された
就任式関連のツイートは110万にのぼり，09年の 8万
2,000を大幅に上回った

23 アメリカのメディア企業Intermedia Partnersと投資
会社Aztecaは，新たなスペイン語ケーブルテレビネ
ットワークHemisphereを設立することで合意したと
発表した

1月
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1  福島県南相馬市の小高区で，福島第一原発事故で
警戒区域に指定された地域では初めてとなるがれ
きの撤去作業が始まった

1  暴力行為があったと告発されていた柔道女子日本
代表の園田隆二監督の辞任が決まった

2  北海道十勝地方を震源とするマグニチュード6.5
の地震があり，釧路市や根室市などで震度 5強を
観測した

3  歌舞伎俳優で白血病の闘病を乗り越えて活躍を続
けてきた十二代目市川團十郎さんが死去，66歳

3  無免許運転で有罪が確定した正木篤広島県議のリ
コール（解職）の是非を問う住民投票が行われ，
賛成票が過半数を占めて正木議員が失職した。都
道府県議のリコール成立は全国で初めて

5  日銀の白川方明総裁が 4月の任期満了を待たず
に， 2人の副総裁の任期が切れる 3月19日に辞職
する意向を表明した

6  南太平洋ソロモン諸島沖でマグニチュード8.0の
地震が発生し，伊豆諸島の八丈島で40センチの津
波が観測されるなど，北海道から沖縄県の広い範
囲で津波が観測された

10 パソコンの遠隔操作事件で警視庁などの合同捜査
本部は東京都内に住むIT関連会社社員の30歳の
男が12年 8 月，インターネットの掲示板に漫画の
イベントで大量殺人をする予告を書き込んだとし
て威力業務妨害の疑いで逮捕した

12 北朝鮮が国営テレビを通じて 3回目の地下核実験
を行ったことを発表し，「以前よりも爆発力が大
きい上に，小型化・軽量化した原子爆弾を使った」
として核の小型化を進めたと誇示した

12 グアム島の繁華街で男が車で歩行者をはねたあ
と，周りにいた観光客などを刃物で次々と切りつ
けた。日本人 3人が死亡し，10人がけがをした

15 ロシア中部のチェリャビンスク州上空で隕石が爆
発して破片が落下した。衝撃で割れた窓ガラスな
どで1,100人余りがけがをし，被害を受けた建物
は約4,500棟に上った

21 谷垣禎一法相が 3人の死刑を執行したと発表し
た。死刑執行は安倍政権が発足してから初めて

22 安倍晋三首相は就任後初めて，アメリカのオバマ
大統領と会談し，環太平洋パートナーシップ協定
（TPP）について，交渉参加に向けてなるべく早
く判断する考えを示した

25 韓国のパク・クネ新大統領が就任し， 5年間の任
期が始まった

26 緊急経済対策を柱とする13兆1,000億円余りの12
年度補正予算案の採決が参議院本会議で行われ，
自民・公明などの賛成多数で可決・成立した

26 エジプト有数の観光地ルクソールで，観光客らが
乗った熱気球が上空で火災を起こして墜落し，日
本人 4人を含む19人が死亡した

1  NHKが日本のテレビ本放送を開始してから60年を迎え
た。60年を記念して関連の特集番組を編成したほか，初
めての試みとして 2夜にわたって，13年 8 月に開局60周
年を迎える日本テレビとのコラボレーション番組を放送
した

1  大規模災害に備えて国民の安全・安心を守る公共放送の
機能強化を一層図るとともに，より高画質のスーパーハ
イビジョンなど，新たな放送サービスの開発を進めるな
どとした13年度の予算と事業計画を新藤総務相に提出し
た

1  経営委員会は「放送と通信の融合」に関する意見をまと
めた。インターネットサービスの充実，視聴者の利便性
向上，NHKの役割と受信料のあり方の検討を執行部側
に求めている

2  NHKと在京民放 5社は，東京タワーから東京スカイツ
リーへの送信所移転に向けた準備として12年12月から土
曜日早朝に共同で行ってきた受信確認のための試験放送
を，この日から土曜日夕方を加えた 1日 2回に拡大した。
拡大後最初の試験放送となった 2日に各社共同の相談窓
口に寄せられた問い合わせ件数は4,987件（うち要対策
件数1,308件）で，試験放送が始まった12年12月から 1
月までの問い合わせ件数5,856件に迫る数字となった

2  放送文化研究所は「デジタル時代の新しいテレビ視聴
（テレビ60年）調査」の結果を公表した。録画やインタ
ーネットを通じた視聴が広がっていることや，若者の間
でSNSを活用したテレビ情報の共有が進んでいることが
指摘されている

6  静岡県浜松市で酒を飲んで追突事故を起こし，酒気帯び
運転の疑いで逮捕されたNHK静岡放送局の記者につい
てNHKは諭旨免職の処分を決めた

9  NHKのドラマ『中学生日記』が，世界の優れたテレビ
番組に贈られる「国際エミー賞」の子どもシリーズドラ
マ部門で最優秀賞に選ばれた。『中学生日記』は12年 3
月に放送を終了しているが，制作に当たってきたNHK
名古屋放送局は，前身となる番組も含めて50年間，中学
生の抱えるその時代の悩みや葛藤を描き多くの共感を得
てきた。NHKは受賞対象となった「僕と君のメロディ」
（11年 9 月 2 日）を 3月 2日にNHK総合で再放送した

19 ケーブルテレビでスーパーハイビジョンを配信可能とす
る伝送方式を新たに開発し，日本ネットワークサービス
（甲府市）と共同で行った実験で伝送に成功したと発表
した。現在のケーブルテレビの 1チャンネルでは伝送容
量が不足するため，いくつかの空きチャンネルを用いて
伝送を実現する複数搬送波伝送方式を新たに開発した

20 気象庁が 3月 7日から津波警報の発表方法を大幅に変更
するのに合わせ，津波到達予想の画面表示を変更すると
発表した。津波の到達予想時刻を「すぐ来る」など短い
表現にするとともに，「すぐにげて！」と子どもでも分
かるようにひらがなで表示する

27 経営委員にお茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研
究科教授の室伏きみ子氏が新たに任命された

2月
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1  テレビ朝日は，14年 2 月の開局55周年に向けて周年
企画を始めた。14年 3 月31日までを「開局55周年記
念期間」とし，大型ドラマやバラエティー番組など
を編成する

6  TBSは，ウェブ動画配信サービス「TBSオンデマン
ド」を通じて，ドラマ，音楽，映画，ドキュメンタ
リーなど数多くの番組を配信すると発表した

11 エフエム東京は，東京タワーの最上部に移設した新
アンテナからの送信を始めた。従来よりも100メート
ル高くなり，安定した受信が可能となる

13 NHKや民放の番組を，インターネットを通じて海外
から利用できるようにするサービスを展開する 2事
業者に対して，放送局が著作権侵害を理由に差し止
めを求めた「まねきTV」「ロクラクⅡ」訴訟の差し
戻し審で，差し止め等を認めた知的高裁判決に関す
る業者側の上告を，最高裁は退ける決定を行い，著
作権侵害が確定した。クラウドが普及し，ネットを
利用する新たな機器が次々と開発される中で，著作
物を巡る権利保護と利用の調整，事業者関与の在り
方などについては，さまざまな場で議論や検討が続
けられている

18 ニッポン放送は，『オールナイトニッポン』の放送45
年を機に，24日まで特別企画を展開した。歴代のパ
ーソナリティーらが番組から生まれた流行語やエピ
ソードを紹介するほか，1970年から90年当時の世相
やヒット曲を番組音源を交えて伝えた

19 民放連に加盟する首都圏の民放ラジオ局10社と日本
フランチャイズチェーン協会は，震度 5以上の地震
や大規模な災害が発生した際，加盟するコンビニエ
ンスストアなどの店舗でラジオを流し，情報が遮断
されるおそれのある帰宅困難者に緊急情報を提供す
る協定を結んだ。東京，神奈川，千葉，埼玉の 4都
県の大手コンビニチェーンなどおよそ 1万7,000店舗
で実施される

25 民放 5 社と電通など 9社は，シンガポールで日本の
テレビ番組専門チャンネル「Hello！Japan」の放送
を始めた。民放各局が制作したアニメやバラエティ
ー，ドラマ，音楽などのコンテンツを24時間，英語
の字幕を付けて放送する。今後はインドネシア，フ
ィリピン，香港など11の国と地域に放送エリアを広
げ，英語以外の字幕を付加することも検討する

27 AMラジオの在り方を議論する総務省の「放送ネッ
トワークの強靭化に関する検討会」の初会合が開か
れた。東日本大震災でラジオはその有用性を高く評
価されたが，水辺近くの送信所の防災対策や老朽化，
都市難聴など，課題が山積している。検討会は災害
対策や経営強化に向けた方策を議論する

28 経済産業省は，「次世代テレビに関する検討会」の報
告書を公表した。 5年後のテレビの在り方や機能の
進化を見据え，スーパーハイビジョンへの対応や，
無線LAN接続の推進に取り組むべきとしている

5  ドイツの公共放送ARDは，13年 1 月に総合編成の第
1テレビで聴覚障害者向けの字幕サービスが提供さ
れた割合は総放送時間の78％で，前年平均の49.1％
に比べ大幅に増加したと発表した。ARDは今後もサ
ービスを拡大し，第 1テレビでは13年末までに再放
送以外の全番組に字幕を付けるとしている

5  中国の国家ラジオ映画テレビ総局は，贈り物を勧め
るような広告を放送しないよう，全国のテレビ局と
ラジオ局に通知した。「上司への贈り物」として高級
時計や金貨などを勧めるのは誤った価値観だとして，
放送局に管理の強化を要請した

5  インド情報放送省は，公共放送インド放送協会の役
割や組織の見直しを検討するハイレベルの専門委員
会を設置し，本格的な議論を開始した。政府との関
係をどう位置付けるか，公共放送としてどう組織を
強化していくのかを中心に議論を進める

7  英公共放送BBCが，テレビで放送する前の番組をオ
ンデマンドサービスのiPlayerを通してインターネッ
トで先行配信する取り組みを試験的に行うことが明
らかになった。12か月間で最大40時間分の番組を提
供するという。BBCではテレビ用に制作された番組
を放送前にネットで配信するのは初めて

11 アメリカの衛星テレビ第 2位のディッシュネットワ
ーク社は，コマーシャルをスキップして番組を視聴
できるサービスHopper with Slingを全米で開始する
と発表した。このサービスを巡っては，番組を提供
する側のCBSなど 4大ネットワークが，広告収入の
減少につながるとして訴訟を起こしている

12 イギリスの連立与党の保守党は，新聞の自主規制機
関である新聞苦情処理委員会の監督機関として「承
認パネル」を，パネルの執行機関として「理事会」
を特許状で設置する案を公表した

12 ドイツの公共放送ZDFは，総合編成チャンネルの
ZDF，専門チャンネルのZDFneo，ZDFkultur，
ZDFinfoの放送番組のインターネット同時配信を始
めた。ZDFはこれまでもニュースやドラマをネット
に同時配信してきたが，これを全番組に拡大した

20 南米ベネズエラでは，都市部などで，日本方式によ
る地上デジタルテレビ放送が始まった。しかし，同
国で唯一チャベス政権に批判的な姿勢を取ってきた
民放のグロボビシオンにはチャンネルが割り当てら
れず，同局はアナログ放送の終了と同時に放送がで
きなくなるおそれが出てきた。アナログ放送の終了
時期は15年とされている

20 台湾の国家通信放送委員会は，放送局同士の合併や
新聞社による放送局買収等のクロスメディア所有を
規制する新法草案を発表した

25 韓国で，パク・クネ新政権が発足した。新政権が進
めようとしている行政機構改革によって，これまで
放送通信行政を担ってきた放送通信委員会の規模や
機能が大幅に縮小される可能性が高まった

2月
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1  政府は，社会保障や税の情報を一元的に把握して
年金受給や納税の手続きを簡略化するため，国民
一人ひとりに番号を割りふる共通番号制度の導入
に必要な「マイナンバー法案」を閣議決定した

3  北海道中標津町で雪に埋まって動けなくなった軽
乗用車にいた家族 4人が一酸化炭素中毒で死亡す
るなど，北海道の暴風雪で 9人が死亡した

6  半年間にわたり空席が続いていた公正取引委員会
委員長に元財務事務次官の杉本和行氏が就任した

6  12年12月の衆院選で選挙区ごとの 1票の価値に最
大で2.43倍の格差があったことについて，東京高
裁は憲法に違反するという判決を言い渡した

7  東日本大震災を教訓にした気象庁の新しい大津波
警報や津波警報の運用が始まった。津波の高さの
区分を減らし，巨大地震の場合，直後の警報では
津波の高さを「巨大」「高い」と表現する

11 東日本大震災から 2年となり，被災地などで追悼
行事が行われた

11 福島第一原発の事故で平穏な生活を奪われたとし
て，福島県などの住民1,600人余りが国と東京電
力に賠償などを求める集団訴訟を各地の裁判所に
起こした

13 新しいローマ法王にアルゼンチン出身のホルヘ・
ベルゴリオ枢機卿が選ばれ，フランシスコ 1世と
名乗ることになった。南米出身の法王は初めて

15 安倍首相が記者会見で，環太平洋パートナーシッ
プ協定（TPP）の交渉への参加を正式に表明した

18 南海トラフで巨大地震と津波が起きた場合の経済
的な被害想定を国が公表し，最悪の場合，避難す
る人は40都府県で1,000万人近く，被害額は220兆
円余りに上るおそれがあるとした

19 国土交通省が 1月 1日現在の公示地価を発表。住
宅地・商業地ともに下落率が縮小し，大都市圏を
中心に地価の下げ止まり傾向が強まっていること
が分かった

22 沖縄県のアメリカ軍普天間基地の移設問題を巡
り，政府は日米合意で移設先とされている名護市
辺野古沿岸部の埋め立てを沖縄県に申請した

25 衆院選で 1票の価値に最大で2.43倍の格差があっ
たことについて，広島高裁は広島県の 2選挙区の
選挙を無効とする判決を言い渡した。国政選挙を
無効とする判決が言い渡されたのは戦後初めて

28 衆議院の小選挙区の区割りを検討する政府の審議
会は，小選挙区を 5つ減らして 1票の格差を 2倍
未満に収める「 0増 5減」の法律に基づき，17都
県の42選挙区について区割りの見直しを求める改
定案を安倍首相に勧告した

29 オウム真理教の平田信被告の裁判で，東京地裁は
死刑が確定した教団元幹部の死刑囚 3人の証人尋
問を行うことを決めた。裁判員裁判で死刑囚に対
する尋問が実施されるのは初めて

5  原発事故から 2年になるのを前に，NHKが単独で東京
電力福島第一原発の現場取材を行った。これはNHKの
働きかけで実現したもので，水素爆発を起こした原子炉
建屋がカバーで覆われている 1号機の周辺を，報道機関
として初めて，約10分間歩いて取材した

5  NHKの13年度予算と事業計画が新藤総務相の意見とと
もに国会に提出された。予算と事業計画について新藤総
務相は「おおむね妥当なものと認められる」とした

7  松本正之会長は記者会見で，首都直下地震発生時の対応
について，FMでは東京都や各県域向けに地域に密着し
たライフライン情報を伝えるなど，ラジオのAMとFM
の役割分担を検討していることを明らかにした

11 東日本大震災から 2年を迎え，『特集 明日へ支えあお
う』と題して，岩手県大槌町をキーステーションに 2日
間にわたって被災地の声や復興への取り組みを紹介した

11 カイロ支局長の太勇次郎記者が，12年度の「ボーン・上
田記念国際記者賞」を受賞することになったと発表し
た。太記者は，中東の民主化運動「アラブの春」を当初
から継続して取材し，エジプトのムバラク政権やリビア
のカダフィ政権の崩壊など，アラブ諸国での歴史的な政
治運動を現地から伝えてきた

18 メガネをかけなくても自然で見やすいインテグラル立体
テレビの実現に向け，開発を進めている撮影用カメラに
ついて，これまでよりも画質を向上させるとともに，カ
メラそのもののサイズも従来比で10分の 1にすることに
成功したと発表した

24 テレビやラジオを通して学ぶNHK学園の卒業式が東京・
渋谷のNHKホールで行われた。東日本大震災で被災し
た12人や最高齢の83歳の女性を含め，全国で1,177人が
卒業した

25 スーパーハイビジョン（8K）によるショートムービー
『美人の多い料理店 Beauties À La Carte』が完成し，
5月にフランスで開かれるカンヌ映画祭で上映されると
発表した。スーパーハイビジョンによるショートムービ
ー（ドラマコンテンツ）の制作は世界でも初めて

27 NHKオンデマンドがスマートフォンなど携帯機器向け
の動画配信サービス「ビデオマーケット」でも視聴でき
るようになった。サービス名は「NHKオンデマンドin
ビデオマーケット」で4,000本以上の番組が配信される

29 NHKの13年度予算が参議院本会議で賛成多数で承認さ
れた。13年度予算は事業収入・事業支出とも6,479億円で，
12年10月からの受信料値下げで収入が減る中，契約の増
加と経費の抑制に取り組み， 2年連続の収支均衡予算と
なった

29 世界の優れたテレビやラジオの番組を表彰する第72回
「ジョージ・フォスター・ピーボディー賞」に，Eテレ
の『デザインあ』が選ばれた。この賞をNHKが単独で
制作した番組が受賞するのは 2度目

29 「科学技術映像祭」の入選作品が決まり，内閣総理大臣
賞に『NHKスペシャル』「大海原の決闘！ クジラ対シ
ャチ」が選ばれた

3月
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4  BPOの「放送と青少年に関する委員会」は，性的描
写が過激であるとの批判が視聴者から多数寄せられ
ていた東海テレビ制作の連続ドラマ『幸せの時間』
に関する委員長談話を発表した。テレビの公共性に
伴う責任を自覚し，番組審議会などを積極的に活用
しながら，きちんと自律的な番組づくりを心がけて
ほしいとテレビ各局に求めている

7  国立国会図書館と総務省は，東日本大震災に関する
映像や写真，ウェブサイトなどのデジタルデータや
文献情報を包括的に検索できる「国立国会図書館東
日本大震災アーカイブ（愛称：ひなぎく）」の運用を
開始した。企業や自治体，大学，新聞社などが公開
している震災関連情報をまとめて検索できるほか，
NHKや民放の震災アーカイブのテレビ映像もリンク
先で視聴できる

12 ニッポン放送は，都市部での難聴を解消するため，
FMでの同時放送を検討する方針を明らかにした。
AMラジオ局がFMの活用を公式に表明したのは初

13 自民党，日本維新の会，公明党の 3党は，インター
ネットを利用した選挙運動を解禁する公職選挙法の
改正案を衆議院に共同で提出した。改正案では，ホ
ームぺージに加えてツイッターやフェイスブックな
どのSNSを利用した選挙活動を全面的に解禁すると
している

18 情報処理推進機構は，スマートテレビ 4機種を調査
したところ，合計10件のぜい弱性が検出されたとし
て，製品開発におけるぜい弱性低減のための方策や
課題をまとめたリポートを公表した

18 エフエム東京と電通は，V-Low帯を使い，放送波に
よるラジオ番組連動アプリケーションを活用した情
報配信実験を行った

19 海外での日本ブーム創出を目的に12年度補正予算で
措置されたコンテンツ海外展開等促進基金の設置法
人「映像産業振興機構」が支援助成金の募集を始め
た。支援対象は，海外展開に要する現地語翻訳等ロ
ーカライズの費用とプロモーション費用

21 民放連は，アナログラジオ放送の移行先として
V-Lowマルチメディア放送に参入する件について検
討していたラジオ委員会の結果を理事会で承認した。
今後は全社一斉参入を模索せず，個別に参入を目指
す社とAMの難聴解消対策としてFM活用を目指す社
が両立する制度の整備を求めていくという

28 BPOの放送人権委員会は，肺がん治療薬イレッサを
特集したフジテレビの『ニュースJAPAN』で取材を
受けた申立人が名誉を侵害されたとする事案で，放
送倫理上問題はなかったとする見解を発表した

29 IPTVフォーラムは，テレビ放送とウェブが連携した
アプリケーションやコンテンツの開発を実現するた
め，共通規格となる技術仕様を公開した。また，こ
れらの使用に機器が対応するよう，技術名称は「ハ
イブリッドキャスト」と定めた

3  アメリカの公共放送PBSが月曜から金曜まで放送し
ているニュース番組『PBS NewsHour』が土日も放
送されることになると報じられた。同番組は1975年
に始まり，バランスのとれたニュース内容と当事者
へのロングインタビューで高い支持を集めているが，
土日の放送がないことに不満の声があった

4  イタリアのTelecom Italia Mediaは，La7（総合）と
La7d（女性向け）の 2つのチャンネルを同社の広告
会社に売却することで合意したと発表した。親会社
のTelecom Italiaは，採算の取れないテレビ事業から
撤退し，通信事業に注力する意向を示していた

6  『タイム』や『フォーチュン』などの雑誌を発行して
いる米メディア・コングロマリットのタイム・ワー
ナーは，雑誌部門のタイム社を別会社にすると発表
した。今後は，業績の好調なケーブルチャンネルや
映画などの映像事業に集中するという

11 メキシコでは，ペニャ大統領が放送・通信事業の改
革を実現するために憲法改正を発議し，国会で審議
が始まった。業界の寡占状態を打破し，新規参入を
促して競争を促進することが狙いとされる

11 ベネズエラで唯一の反政府系テレビ局と言われてい
たグロボビシオンは， 4月の大統領選挙後に同局を
売却すると発表した。同局が経済的かつ政治的に存
続不可能になったのが理由だという

11 ドイツの連邦カルテル庁は，公共放送ARDとZDFが
共同で計画しているインターネットによる動画配信
サービスについて，VOD市場の公正な競争を妨げる
おそれがあるとして，懸念を表明した

18 イギリスの保守党，自由民主党，労働党の主要 3党は，
活字メディアに関する新しい監督機関を特許状で設
置することに合意した。規制の対象は，新聞・雑誌・
ニュース関連素材を含むウェブサイトとされ，BBC
や商業放送事業者は含まれていない

18 イギリスの公共放送BBCは，新しい本部のスタジオ
からテレビニュースの放送を始めた。BBCでは，異
なる放送会館に入っていた国際放送部門や国内テレ
ビニュース部門などを 1か所に統合するため，新本
部への移転を進めていた

20 アメリカの動画サイト，ユーチューブは，月間の閲
覧者が10億人を突破したと発表した。世界のインタ
ーネット利用者の 2人に 1人が同サイトを利用して
いることになる

22 フランスの公共放送フランステレビジョンのフリム
ラン社長は，経費と要員についての合理化強化案を
会社の経営委員会に提出した

22 中国で，政府機構改革の一環として，活字メディア
を管理する新聞出版総署と放送メディアを管理する
国家ラジオ映画テレビ総局が統合し，「国家新聞出版
ラジオ映画テレビ総局」として業務を開始した

22 インドの電気通信規制庁は，テレビ放送の広告時間
を 1時間当たり12分以内とする規制を告知した

3月


