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1  年金の支給額を物価や賃金の上昇よりも低く抑え
る「マクロ経済スライド」が初めて実施され，支
給額（月額）は本来の伸び率より国民年金で約
600円，厚生年金の標準的な世帯で約2,000円低く
なった

1  介護保険制度の事業者に支払われる介護報酬が
2.27%引き下げられた。利用者は施設の利用料は
下がるが，在宅サービスの自己負担は増える見込
み

1  第87回選抜高校野球大会決勝で，福井の敦賀気比
高校が北海道の東海大四高校に勝ち，福井県勢と
して春夏通じて初めての優勝を果たした

8  天皇皇后両陛下は，太平洋戦争の戦没者の慰霊な
どのためパラオを訪問し，激戦地ペリリュー島で
は慰霊碑に白い菊の花束を供えられた

9  総額96兆円と過去最大となる2015年度予算が成立
11 アメリカのバラク・オバマ大統領とキューバのラ

ウル・カストロ国家評議会議長は，中米パナマで，
1961年に両国が国交を断絶して以来初めてとなる
首脳会談を行った

12 統一地方選の前半戦が行われ，10の道と県の知事
選挙はすべての現職が当選した

14 広島空港で，韓国のアシアナ航空機が離陸時に滑
走路をそれ機体が大きく壊れた。25人がけが

14 高浜原発 3・4号機について，福井地方裁判所は，
関西電力に再稼働を認めない仮処分決定を出した

17 沖縄の普天間基地の移設計画について，安倍晋三
首相は翁長雄志・沖縄県知事と初めて会談した

22 15年 3 月の貿易収支が2,293億円の黒字になった。
貿易収支の黒字は 2年 9か月ぶり

22 鹿児島地方裁判所は，川
せん

内
だい

原発の再稼働に反対す
る住民が行った仮処分の申し立てを退ける決定を
下した

22 東京株式市場で日経平均株価の終値が 2万133円
となり，15年ぶりに 2万円台を回復した

22 首相官邸の屋上に，ドローン（小型の無人飛行
機） 1機が落下しているのが見つかった。警察署
に出頭してきた福井県の男を25日に逮捕

25 ネパール中部を震源とするマグニチュード7.8の
地震があり，周辺国と合わせて8,700人以上が死
亡した。震源は首都カトマンズの北西80キロ付近

27 関西電力の美浜原発 1号機と 2号機，日本原子力
発電の敦賀原発 1号機，九州電力の玄海原発 1号
機の合計 4基が正式に廃炉となった。30日には中
国電力の島根原発１号機も廃炉となった

27 日米の外務・防衛の閣僚協議，「 2 + 2 」が開かれ，
18年ぶりの見直しとなる新たな日米防衛協力の指
針（ガイドライン）について合意した

28 安倍晋三首相はアメリカのオバマ大統領と首脳会
談を行い，世界の平和と安定に貢献するため，日
米同盟を強化していくことを確認した

3.30 番組改定がスタートした。主な新設番組は次のとおり
G-『 ニュース　シブ 5時』（月～金），『所さん！大変で

すよ』（木）
E-『 ミミクリーズ』（月），『Eテレ・ジャッジ』（火），『ア

ニメ　境界のRINNE』（土）
BS1-『 “Doスポーツ”ゾーン』（土），『スポーツ・ラボ』

（日），『経済フロントライン』（土）
BSP-『 アナザーストーリーズ　運命の分岐点』（水），『仮説

コレクターZ』（木），『植物男子ベランダー　SEASON 2』
（木）

R1-  『らじらー！サタデー／サンデー』（土，日）
R2-  『音で訪ねる　ニッポン時空旅』（日）
FM-『 夜のプレイリスト～私の人生と共に在った 5枚

の「イチ押し」アルバム～』（火～土）
1  「2020年を見据えたNHKビジョン」の実現を目指す，新

3か年経営計画の初年度がスタートした。受信料の公平
負担の徹底のため，17年度末に支払率80%，衛星契約割
合50%を目指し，また，放送と通信の融合時代に的確に
対応していくため，インターネット活用業務を改正放送
法にのっとり適切に行っていくとしている

1  英語によるテレビ国際放送「NHKワールドTV」（以下，NHK
ワールドTV）の番組を改定した。主な新番組は次のとおり
・大型ニュース番組『NEWSROOM TOKYO』（月～金）
・大型討論番組『GLOBAL AGENDA』（土，月 1回程度）
・『SAMURAI WHEELS』（金）

5  番組開始から70年目を迎えた『NHKのど自慢』が，こ
れまで「15歳以上」としていた応募年齢を「中学生以
上」に引き下げ，その初回を放送した

13 アメリカ・ラスベガスで開催された世界最大の放送機器
展示会・NAB2015で，16日までの 4日間， 8 Kスーパー
ハイビジョンに関連する最新コンテンツおよび最新技術
を展示した。350インチの 8 Kシアターと22.2マルチチャ
ンネルの 3次元音響で，世界遺産・富士山の美しい映像
や，和太鼓による迫力の音響などの高臨場感を再現した

25 役員人事で，理事の福井敬が専務理事に指名され，森永
公紀が再任，また，今井純，坂本忠宣，安斎尚志の 3人
が新たに理事に任命された

28 『クローズアップ現代』「追跡“出家詐欺”」（14年 5 月14
日放送）で，出演した男性を裏付けがないままブローカ
ーと断定的に伝えたことは適切でなかった，とする報告
書を公表した。また，大阪放送局の担当記者を停職 3か
月の懲戒処分とするなど，関係者15人の処分を決めた。
この番組については，出演者が「記者の指示によるやら
せがあった」としてNHKに訂正を求めていた。外部委
員 3人を含む調査委員会（会長：堂元光副会長）は，事
実のねつ造につながる「やらせ」は行っていないと判断
する一方，「過剰な演出」が行われていたと指摘した

30 安倍晋三首相のアメリカ議会上下両院の合同議会におけ
る演説をテレビで生中継するとともに，インターネット
でも同時配信した。改正放送法の施行以来初めての実施
で，アクセス数は約7,700件

4月
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1  V-High帯を利用したスマートフォン（以下，スマホ）
向け放送NOTTVは，無料 2チャンネル（以下，ch）
を廃止して有料 2 chのみとし，併せてBS／CSから新
参入のアニマックス等 6 chとのパック販売を開始した

1  テレビ東京は，「テレビ東京ビジネスオンデマンド」
内で，月曜から金曜の朝に放送しているニュース番
組に限って，同時無料配信を開始した

3  無料映像配信サービスGYAO！は，テレビ朝日が放
送した番組の無料見逃し配信サービスを開始した。
これで在京キー局 5局すべてが見逃し配信サービス
を始めたことになる

8  地デジ難視対策の衛星セーフティネット事業終了後
に 4 K・8 Kの試験放送を実施するための，関係省令
等の一部改正案が電波監理審議会に諮問され，原案
を適当とする旨の答申が出された

9  NTTぷららは，スマートテレビサービス「ひかり
TV」で，15年12月から商用の光回線を通じた 4 K映
像のIP放送サービスの提供を開始すると発表した

13 NTTドコモは，エリアメールを英，中，韓，スペイン，
ポルトガルの各国語に対応させたと発表した。伝達
するのは緊急地震速報と津波警報で，端末の言語設
定に応じてメッセージを表示する仕組み。ただし，
対応するのはドコモが販売したAndroid OSのスマホ
だけなので，外国人観光客などが持ち込むドコモ以
外のスマホには対応しない

14 韓国政府は，産経新聞の加藤達也前ソウル支局長に
対してとってきた出国禁止の措置を解除した。同前
支局長が朴

パク

槿
ク

恵
ネ

大統領の名誉を傷つけたとして裁判
が進められていて，14年 8 月にとられた出国禁止措
置は 8回にわたって延長され，日本政府が重ねて懸
念を示していた

14 放送倫理・番組向上機構（BPO）の放送人権委員会
は，無料通信アプリLINEで地元中学生とトラブルに
なった大阪府議会議員を「キモイ」と論評したラジ
オ番組について，人権侵害や放送倫理上の問題はな
いとする見解を発表した。同府議が「全人格を否定
し侮辱罪にあたる可能性が高い」と申し立てていた

27 15年 3 月27日の『報道ステーション』でコメンテー
ターの古賀茂明氏がテレビ朝日と政府を批判する発
言をした問題で，テレビ朝日は担当部長ら 3人を戒
告処分とした。また，早河洋会長ら取締役 3人も報
酬 1か月分の10%返上を決めた

28 最高裁は，放送での音楽著作権使用に関する日本音
楽著作権協会（JASRAC）の包括徴収方式は他事業
者の参入を困難にすると認定し，同様の判断を示し
て公正取引委員会の審決を取り消した高裁判決を支
持した。これを受け，改めて公取委で私的独占該当
性が審理される

30 ケーブルテレビのデジアナ変換サービスが完全に終了
した。大半は15年 3月末までに終了したが，知事選の
あった神奈川など 6県で 4月まで延長されていた

1  ドイツの放送関連法を改正する第16次放送改正州間
協定が発効した。これにより，ドイツの公共放送の
主な財源である放送負担金の月額が48セント（約62
円）値下げされた。値下げは初めて

8  CBSニュースの記者を半世紀近く務めたボブ・シー
ファー氏（78歳）が夏に引退することを明らかにし
た。91年に政治討論番組『Face the Nation』のアン
カーに抜てきされ，以降24年間，温厚な人柄と的を
射た質問で“CBSの日曜朝の顔”として親しまれた

13 FCC（米連邦通信委員会）は“ネット中立性”の新規
則を連邦官報に掲載した。新規則ではブロードバンド
事業者を公益事業者と位置づけ，電話や電力などの事
業者と同様の規制の対象とする。これに対し，通信事
業者で作る電気通信協会は「恣

し

意
い

的
てき

に運用されるおそ
れがあり，連邦法に違反する」としてFCCを提訴した

15 イギリス・BBCの自然番組『Planet Earth』や『Frozen 
Planet』を制作した独立プロダクションのシルバーバ
ック・フィルムズが，米国のネットフリックスと新シリ
ーズ『Our Planet』を共同制作することが明らかにな
った。番組は8本シリーズで，放送は19年以降となる

15 アメリカの有料動画配信サービス・ネットフリック
スは，15年第 1四半期の決算で，米国内の加入者が
4,000万を超え，全世界では6,200万を突破したと発表
した。15年 9 月から日本でもサービスを開始

15 南米のチリが地上デジタル放送への移行計画を発表
した。計画では，17年に全国15州の州都でデジタル
放送を開始し，20年には全土でアナログ放送からデ
ジタル放送への移行を完了するとしている。チリは
09年に日本方式（ISDB-T）の採用を決めている

16 公共放送フランステレビジョン（FTV）の経営委員
会は， 2年連続となる赤字決算を了承した。14年度
の決算は28億600万ユーロ（約3,700億円）で，3,840
万ユーロ（約50億円）の赤字だが，赤字幅は13年度
に比べ半分以下に減少した

16 ラジオのデジタル化を進めるノルウェーは，17年末
までに完全デジタル化を行うことを発表した。デジ
タルラジオの普及率は，現状では全世帯の55%

17 北京の地方裁判所は，中国の著名な女性ジャーナリ
ストの高

こう

瑜
ゆ

氏に対し，海外への国家機密漏えい罪で
懲役 7年の判決を言い渡した。中国共産党がイデオ
ロギーの管理強化を求めた通達の内容を，海外のメ
ディアに提供したなどとして逮捕されていた

24 韓国のKCC（韓国放送通信委員会）は，地上テレビ
に放送広告総量規制の導入を決定した。現行では番
組広告やスポット広告などの種類ごとに時間や回数が
細かく規定されているが，導入後は全体時間を制限す
る代わりに，出し方は放送局が自主的に決定できる

29 インドの大手テレビ事業者団体や広告事業者団体が
設立したテレビ視聴率調査の新機関BARC
（Broadcast Audience Research Council）Indiaが，
初めて調査データを公表し事業を本格的に開始した

4月
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8  トヨタ自動車が，15年 3 月期の決算を発表した。
営業利益は 2兆7,500億円で， 2年連続で過去最
高となる

13 14年度の経常収支が，原油の値下がりや外国人旅
行者の増加などで 7兆8,100億円の黒字となり，
4年ぶりに黒字幅が拡大した

14 電機メーカー「シャープ」は，15年 3 月期の決算
の損益が2,223億円の赤字となると発表した

17 大阪都構想を問う住民投票で反対多数となったこ
とを受け，橋下徹大阪市長が政界を引退する意向
を表明した

17 川崎市の簡易宿泊所 2棟が全焼し11人が死亡した
19 日本の部品メーカー「タカタ」が製造したエアバ

ッグのリコール問題で，アメリカの運輸省は
3,400万台をリコールの対象とすると発表した

19 維新の党は両院議員総会を開き，辞任した江田憲
司代表の後任の代表に，松野頼久氏を選出した

20 原子力規制委員会は愛媛県にある伊方原子力発電
所 3号機について，再稼働の前提となる審査に事
実上合格したことを示す審査書案を了承した

22 中国が提唱しているAIIB（アジアインフラ投資銀
行）についての交渉会議がシンガポールで開かれ，
資本金を1,000億ドル程度とすることで合意した

22 ニューヨークで開かれていたNPT（核拡散防止
条約）の再検討会議で最終文書が採択されず， 4
週間にわたった会議は合意のないままに閉幕した

24 大相撲夏場所で関脇・照ノ富士が初めての優勝を
果たした。27日照ノ富士の大関昇進が決定

26 集団的自衛権の行使を可能にすることなどを盛り
込んだ安全保障関連法案が，衆議院本会議で審議
入りした

27 東京電力は，福島第一原子力発電所に保管してい
た高濃度の汚染水およそ60万トンについて，主な
放射性物質を取り除く処理が完了したと発表した

28 東京外国為替市場で，円相場が一時， 1ドル＝
124円台前半に値下がりし，12年半ぶりの円安ド
ル高の水準になった

29 将棋の名人戦第 5局で，羽生善治四冠が行方尚史
八段に勝って，タイトルを防衛した

29 スイスのチューリヒでFIFA（国際サッカー連盟）
の会長選挙が行われ，ゼップ・ブラッター会長の
再選が決まった。しかし FIFA での一連の汚職事
件を受けて，6月 2日に辞任の意向を表明した

29 東京株式市場の日経平均株価が約27年ぶりに11営
業日連続で値上がりし，終値は 2万563円で15年
の最高値を更新した

29 鹿児島県の口
くちの

永
え

良
ら

部
ぶ

島
じま

の新
しん

岳
だけ

で爆発的な噴火が起
き，噴煙が9,000メートル以上の高さまで上がり，
火砕流の発生も確認された。気象庁は噴火警戒レ
ベルを最も高いレベル 5の「避難」に引き上げ，
住民137人は屋久島へフェリーで避難した

2  『NHKスペシャル』「明治神宮　不思議の森～100年の大
実験～」を放送した。明治神宮の森は，100年前に都会に
原生林を一から作ろうという大実験でできたもの。一世
紀を経て初めて行われた森の総合調査に密着し，壮大な
大実験の結末を伝えた

3  親子でNHKの放送に親しんでもらおうと，大型連休に合
わせて毎年開かれている催し「渋谷DEどーも」が 5日ま
での 3日間，東京・渋谷の放送センターで開かれた。『お
かあさんといっしょ』の人気キャラクターの人形の展示
や，手のひらをかざすことでNHKの番組を選んでみるこ
とができるコーナーなど，親子連れで楽しむ人が多く見
受けられた

11 公共放送がどのような番組を制作・放送していくべきか
を話し合う世界公共放送番組会議（International Public 
Television Conference，INPUT）が，14日までの4日間，東
京・新宿で開かれた。1977年に始まり39回目の今回は，
40の国と地域から900人以上が参加し，ホストはNHKが
務めた。会議では，「ドキュメンタリー・時事」や「子ど
も・青少年」など 5つのジャンルごとに計26のセッショ
ンが開かれ，各国の放送局が制作した番組を試写したう
えで，制作者と来場者が活発な意見交換を行った

14 14年度の受信契約等の実績を発表した。契約総数は52万
6,000件の増加，衛星契約は83万4,000件の増加となった。
このほか，未収数の削減や支払率などすべての営業目標
を 3年連続で達成

14 NHKの代表的な教育番組を，15年 9月からベトナム国営
テレビが新しく開局する教育・教養チャンネル「VTV7」
で放送することを発表した。教育テレビ時代も含め60年
近い歴史を持つEテレで培ったノウハウをベトナムで役
立ててもらおうと，ソフトとハードの両面で助言を行っ
てきた。放送される番組は『大科学実験』『デザインあ』
『ざわざわ森のがんこちゃん』など

28 NHK放送技術研究所の最新の研究成果を広く一般に公開
する「技研公開2015」を，31日までの 4日間開催した。
8 Kスーパーハイビジョンをはじめ，インターネットを
活用した新たな放送技術や，手話自動生成システムなど
の「人にやさしい放送技術」など，最新の研究成果26項
目を展示した。中でも注目が集まったのは，世界初公開
となる 8 Kの衛星放送実験の展示で，8 K放送を世界に先
駆けて来場者に体感してもらった

29 14年 5月14日に放送した『クローズアップ現代』で事実
関係の誤りや過剰な演出があったことを受け，再発防止
策を公表した。主な再発防止策は以下のとおり
○匿名での取材・制作のチェックシートを導入し，担当
者と上司が匿名インタビューの必要性や内容の真実性
などを確認

○放送前の試写の場に番組を直接担当していない高い専
門性を持つ職員を参加させるなど「複眼的な試写」を
積極的に活用

○リスクや課題の共有，放送現場での勉強会の開催など
を通して，今回の教訓を繰り返し確認

5月
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13 ブルーレイの規格策定団体（Blu-ray Disc Asso-
ciation）は，3,840×2,160ピクセルの 4 K解像度に対
応する次世代ブルーレイディスクの規格化を完了し
たと発表した。記憶容量は片面 3層で最大約100ギガ
バイト

14 在京キー局 5局の15年 3 月期連結決算がこの日まで
に発表された。TBSホールディングス（HD）を除く
4社が増収，テレビ朝日HDを除く 4社が増益となっ
た。日本テレビHDは14年度の視聴率が全日・プライ
ム・ゴールデンともに 1位と好調で，広告収入も
4.6%増加した。一方，フジ・メディアHDは，視聴率
の伸び悩みによる広告収入の減少や番組制作費の増
加などから営業利益は18.7%減となった

15 電気通信事業法等の一部を改正する法案が成立した。
携帯電話やケーブルテレビ，インターネットなどの
情報通信や有料の放送サービスについて，契約後 8
日間は利用者の解約を認める制度が盛り込まれてい
る。公布は 5月22日

19 総務省が「平成26年情報通信メディアの利用時間と
情報行動に関する調査報告書」を公表した。スマホ
の利用率とソーシャルメディアの利用率が共に 6割
を超え，利用率が 8～ 9 割に達する20，30代だけで
なく，幅広い年層で利用が進む傾向が見られた

19 日本テレビとHuluの共同制作ドラマ『THE LAST 
COP／ラストコップ』の第 1回が， 6月19日に日本
テレビで放送されることが発表された

27 4 月22日に首相官邸屋上でドローンが見つかったこと
から，官邸周辺などでドローンを飛ばすことを禁止す
る“ドローン規制法”の制定を議員立法で急ぐ動き
が出てきた。これに対し民間放送連盟は，報道活動
に配慮した規定がないなどとして「強く憂慮する」と
いう申し入れを関係議員に行った

27 テレビ朝日の『徹子の部屋』が放送 1万回を迎えた。
初回の放送は1976年 2 月でゲストは森繁久彌さんだ
った。11年には「同一の司会者による番組の最多放
送回数記録」で，ギネスブックの世界記録に認定

28 総務省は「ICTサービス安心・安全研究会」の第 1
回会合でドローンを取り上げ，今後は車のICT化や
ビッグデータなどとともに政策課題の一つとして整
理を進めることを決めた。政府全体としても関係府
省庁連絡会議を設け，ドローンの利活用と法規制な
どについて，近く対応の骨子をまとめる方針

29 J：COMが 4 Kの商用サービスを開始した。 4 Kに対
応した新しいセットトップボックスを月額1,300円
（税別）のオプションサービスとして利用すること
で， 4 Kコンテンツが視聴できる

29 Huluは，フジテレビと動画配信サービスでコンテン
ツを相互に供給することに合意し，配信を開始した。
5月13日にはテレビ朝日のドラマ番組の配信も開始。
これにより，NHKと在京キー局 5局の一部の番組を
Huluで見ることができるようになった

2  カタールの治安当局は，22年のW杯サッカー・カタ
ール大会の会場建設に従事しているネパール人労働
者を取材していたBBCクルー全員を逮捕し， 2日間
勾留した

7  ソウル高等裁判所は，ストライキを主導し業務妨害
の疑いで起訴された元MBC労務委員長チョン・ヨン
ハ被告など 5人に対して， 1審と同様に無罪判決を
下した

11 イギリスで，放送を所管する文化メディアスポーツ
相にジョン・ウィッティンデール議員が就任した。
同氏は放送やメディア業界に詳しいベテラン議員で，
受信許可料制度については「人頭税よりも悪く，長
期的な維持は不可能」との考えを表明している。ま
た，受信許可料をBBC以外の公共的なメディアサー
ビスに利用することも主張してきた

12 フェイスブックは 9つのニュースメディアと提携し，
ニュースを直接フェイスブック上で見られる
「Instant Articles」というサービスを開始すること
を明らかにした。ニュースを提供するのはNew York 
TimesやNBC，イギリスのBBCやGuardianなど

13 BBCの子会社BBCワールドワイドは，BBCの番組を
オンデマンドで見られる「iPlayer」の海外でのサー
ビスを，15年 6月末で終了すると発表した。BBCワー
ルドワイドは16か国でiPlayerのサービスを行ってきた

13 米PBSのドキュメンタリー番組『FRONTLINE』の
エグゼクティブ・プロデューサーを30年以上務めた
デビッド・ファニング氏が，プロデューサーのポス
トから降りることを，公共放送WGBHが発表した

13 中米のニカラグアが，インターネットの規制強化を
ねらいとする新たな法律を制定すると，スペイン紙
エル・パイスが報じた。この法律は，インターネッ
トサービス事業者が通信の規制機関に利用者の情報
を提供することを義務づける内容を含んでいる

20 CBSの『Late Show』をはじめ深夜のトークショー
を33年余り担当した，アメリカを代表する人気司会
者デビッド・レターマン氏が，同日の放送を最後に
番組を退いた。通算の出演回数は6,000回を超える

21 BBCは14年度の国際放送BBCワールドサービスグル
ープの週間視聴者数が，テレビ，ラジオ，インター
ネットを合わせて 3億800万人に達したと発表した。
テレビの視聴者は 1億4,800万人で，初めてラジオを
抜いて最多の視聴者数を獲得した

26 アメリカのケーブルテレビ事業者 4位のCharter 
Communicationsは，2位のTime Warner Cableを550
億ドル（約 6兆6,000億円）で買収することを発表した。
TWCに対してはComcastが買収を目指したが規制当局
の認可を得られず，15年 4月に買収を断念していた

26 インドの公共放送ドゥールダルシャンの農民向けTV
チャンネルKisan TV（Kisanはヒンディー語で農民）
が，モディ首相も出席する式典を開いて開局した。同
チャンネルは農村を重視する政権肝煎りのチャンネル

5月
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1  日本年金機構は，年金情報を管理しているシステ
ムに不正アクセスがあり，基礎年金番号などおよ
そ125万件の個人情報が流出したことを公表した

1  中国の長
ちょう

江
こう

で客船が転覆し422人（ 6月13日現在）
が死亡した

4  衆議院憲法審査会に参考人として出席した 3人の
学識経験者全員が，「安全保障関連法案は憲法違反
にあたる」という認識を示した

5  ニューヨーク外国為替市場は金利の上昇を受け，
円相場が一時，1ドル＝125円台後半に値下がりし，
約13年ぶりの円安水準となった

8  15年 1月から 3月までのGDP（国内総生産）の改
定値は，年率換算で3.9%のプラス成長になった

10 防衛省設置法の改正案が可決された。この改正案
には，文官と自衛官が対等の立場で防衛大臣を補
佐する規定などが盛り込まれている

11 中国共産党最高指導部の元メンバーで，収賄や職
権乱用などの罪に問われていた周永康・前政治局
常務委員に，無期懲役の判決が言い渡された

17 選挙権年齢を引き下げて，現在の「20歳以上」か
ら「18歳以上」にする公職選挙法の改正案が成立
した。選挙権年齢の引き下げは70年ぶりで，16年
夏の参議院選挙から適用される

18 トヨタ自動車で女性として初めて役員に就任した
アメリカ人の常務役員が，国際郵便で麻薬を密輸
したとして逮捕された

22 国会は会期を 9月27日まで95日延長することを議
決した。政府・与党が安全保障関連法案を確実に
成立させるため，衆議院での再可決も念頭に入れ
た延長で，95日という延長幅は過去最長

22 日韓の国交正常化50年を記念した式典が両国で催
され，安倍首相と朴槿恵大統領は東京とソウルで
それぞれ出席した

25 自民党の勉強会で，作家の百田尚樹氏は，沖縄の
地元紙の報道に関連して「沖縄の 2つの新聞はつ
ぶさなければならない」と発言した

25 りそなホールディングスが，国から投入された公
的資金を全額返済した。29日あおぞら銀行も完済

26 アメリカの連邦最高裁判所は，同性婚についてす
べての州で認める判断を示した

29 TPP（環太平洋パートナーシップ協定）の交渉に
関して，アメリカ政府に強力な交渉権限を与える
法案に，オバマ大統領が署名し法律が成立した

30 EUは，ギリシャが求めた金融支援の延長も，新た
な支援の導入も受け入れないことを決めた

30 東海道新幹線の車内で男が油をかぶって火をつ
け，この男と乗客の女性の 2人が死亡した

30 気象庁は「箱根山の大
おお

涌
わく

谷
だに

でごく小規模な噴火が
発生したとみられる」と発表し，噴火レベルをレ
ベル 2（火口周辺規制）からレベル 3（入山規
制）へ引き上げた

2  第52回ギャラクシー賞（放送批評懇談会主催）のテレビ
部門で，『BS1スペシャル』「遠い祖国～ブラジル日系人
抗争の真実～」と『NHKスペシャル』「ドキュメント“武
器輸出”防衛装備移転の現場から」が優秀賞を受賞した

7  スペインのテレビドラマシリーズ『情熱のシーラ』の放
送を総合テレビで開始した。お針子として働く主人公シ
ーラは，あることをきっかけにスパイの道へ。世界25か
国語に翻訳されたスペインのベストセラー小説をドラマ
化。全17回

9  老朽化が進む東京・渋谷のNHK放送センターについて，
現在と同じ場所で順次建て替えを行い，25年から一部施
設の運用開始を目指す方針を公表した。新しい放送セン
ターの建設用地についてはこれまで選定作業を進めてき
たが，地盤が強固で都内主要箇所へのアクセスがよいこ
となどから，現在地での建て替えが決定した。在京民放
の新社屋の建設コストを参考に算出した3,400憶円の建
設費については，今後の検討作業の中で改めて精査する

9  カナダで開催されたFIFA女子ワールドカップ2015の
「日本×カメルーン戦」「決勝戦」を含む10試合を，
8 Kスーパーハイビジョンで制作し，このうちの一部の
試合について， 6月 9日から 7月 6日の間，日本国内 2
会場でライブパブリックビューイングを実施した
・イオンシネマ 港北ニュータウン（横浜市都筑区）7試合
・SKIPシティ　彩の国ビジュアルプラザ（川口市）8試合
また，現地カナダ，アメリカでも 3会場でパブリックビ
ューイングを行った

10 幕張メッセで開かれたICT（情報通信技術）の展示会
INTEROPで，初めて 8 K縦型デジタルサイネージの発表・
展示を行った。東京ガールズコレクションの様子などを
縦型のモニターに映し出し，高精細な映像で来場者の関
心を集めた。また東日本大震災以降は，広告や宣伝だけ
でなく災害時の情報提供の場としても期待されている

15 NHKワールドTVの番組をウェブサイトから視聴でき
る，VODサービスを開始した。国内外とも無料で，開
始当初は13番組について主に放送後 1～ 2週間の「見逃
し視聴」として実施し，徐々に拡大する

17 29日から始まるテニスのウィンブルドン選手権の放送予
定を発表するとともに，放送予定のない一部の試合をイ
ンターネットを通じてリアルタイムで配信することを明
らかにした。錦織圭選手と今後対戦が予想される選手の
試合やランキング上位の選手の試合が対象で，改正放送
法の施行後初めてのスポーツのライブ配信

23 14年度の決算を発表した。事業収入は，13年度より256
億円増えて6,871億円。このうち受信料収入は6,493億円
で過去最高となった。事業支出は13年度より43億円多い
6,475億円

23 アメリカ・ロサンゼルスで開催された，芸術，子ども番
組など36部門にわたるジャンルの映像作品を表彰する映
像祭「アメリカ国際フィルム・ビデオ祭」で，Eテレで
放送した『ミミクリーズ　きいろとくろのヒミツ』が教
育部門の最優秀賞とゴールド・カメラ賞を受賞した

6月
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2  放送分野でも活用が進むドローンを巡ってトラブル
が相次いだことから，政府は規制・活用策の骨子を
まとめた。夜間や住宅密集地で飛ばすことを禁止す
る一方，産業利用や有資格者が操作するなど一定の
条件を満たす場合には飛行を認める方針

10 第41回放送文化基金賞が決まった。最優秀賞は，テ
レビドキュメンタリー番組『ETV特集』「薬禍の歳
月～サリドマイド事件・50年～」（NHK），テレビド
ラマ番組『相棒 season13』（テレビ朝日），テレビエ
ンターテインメント番組『しくじり先生　俺みたい
になるな! !』（テレビ朝日），ラジオ番組『YBCラジ
オスペシャル　花は咲けども～ある農村フォークグ
ループの40年～』（山形放送）に贈られた

12 V-Lowマルチメディア放送の親局の予備免許が，九
州・沖縄広域圏親局で同日，関東・甲信越で 7月13日，
FM東京が中心となり設立した株式会社BICの100%子
会社，VIPに総務省より交付された。地上波テレビの
デジタル化で空いた周波数帯のうち99～108MHz帯を
使用し，全国を 7ブロックに分けて放送を行うもの
で，19年末までに世帯カバー率78.3%を目指す

17 フジテレビは『テラスハウス』の新作と連続ドラマ
の 2つのオリジナルコンテンツを制作し，ネットフ
リックスの日本でのサービス開始と同時に，地上波
放送に先駆けて独占配信すると発表した

17 プロ野球の楽天が仙台市にコミュニティFM局を 8月
に開局することになり，東北総合通信局から予備免
許を交付された。楽天の試合や地元の情報，観光情
報のほか，災害発生時には関連情報を放送する

20 三重県鈴鹿市のコミュニティFMで，全従業員 8人
が一斉に退職願を出し出社しなかった。このため，
午前 5時から合わせて 3分程度，無音放送となり，
翌日までの生番組が放送できなかった。放送波の中
断はなく，緊急災害時の放送は可能だったという

24 01年，総務省，NHK，地上民放で組織し，地上デジ
タル放送への円滑な移行に当たった「全国地上デジ
タル放送推進協議会」が同日付の解散を決めた。難
視対策が完了し，衛星セーフティネットやCATVデ
ジアナ変換も15年 4 月までに終了。10年以上に渡っ
た，地上放送のデジタル化が完了した

24 東京タワーからFM波で外国人を対象に外国語放送
を行っている株式会社InterFMは，建物の高層化等
によって受信環境が悪化していることから，アンテ
ナをより高い位置へ移すとともに，総務省より新周
波数89.7MHzへの変更許可を得た

29 自民党の若手議員らが25日に開いた勉強会で報道機
関を批判する意見が相次いだことを受け，日本民間
放送連盟（以下，民放連）の井上弘会長は，言論・
表現の自由を基盤とする民主主義を否定するもので
容認しがたいとするコメントを発表。日本新聞協会
編集委員会も，報道の自由を否定しかねないとして
抗議声明を出した

8  ドイツのARD，ZDF，商業放送事業者，州メディア
監督機関は，地上放送を次世代規格DVB-T2方式に移
行するための共同事務局を開設し，併せて19年半ばま
でに全国で完全移行する移行計画を明らかにした

8  中国の文化省は，ネット配信されている漫画やアニ
メのうち，日本の『残響のテロル』や『デスノート』
を含む38作品を配信禁止にすると通達を出した。禁
止の理由については「暴力や恐怖を描く違法で特に
不適切なコンテンツ」だとしている

9  ロシアのテレビ国際放送機関RTは，南米エクアドル
の地上デジタル放送でスペイン語チャンネルの放送
を始めると発表した。RTは14年 9月にアルゼンチン
で，同年12月にはベネズエラで放送を始めている

10 ネットフリックスとホテル業界大手のマリオットは，
客室にネットフリックスの映像配信サービスを提供
する契約を結んだと発表した

14 スイスで，受信料制度を全世帯徴収方式に変更する
法律の実施の是非を問う国民投票が行われ，賛成票
が僅差で上回った。新制度では，受信機の有無にか
かわらず，すべての世帯と年商50万スイスフラン（約
7,000万円）を超える企業から受信料を徴収する

18 NBCは，虚偽報道があったとして停職処分にしてい
たニュースアンカー，ブライアン・ウィリアムズ氏を，
系列のケーブルニュース局MSNBCで主に緊急報道に
当たらせると発表した。New York Timesは「報道
の信ぴょう性が問われたアンカーはケーブルニュー
スなら担当できるのか」と疑問を投げかけた

19 BBCの監督機関であるBBCトラストは，番組制作の
割合について，BBC内部が50%，外部プロダクショ
ンが25%，残り25%を内部と外部との競争によるとす
る現行の取り決めを，内部制作を減少させる方向で
見直す意向を明らかにした

25 国際的なジャーナリスト保護団体CPJは，エジプト政
府が少なくとも18人のジャーナリストを拘束してい
ると発表し，エジプトのジャーナリストがかつてな
い危機に直面していると同国政府を非難した

29 IOC（国際オリンピック委員会）は，18年から24年
までの夏冬のオリンピックのヨーロッパほぼ全域で
の放送権を，EuroSportに与えたことを明らかにした。
これまでは国ごとに放送権が決められ， 1つの企業
が欧州全域での権利を獲得するのは初めて

29 NBCは，米大統領選の共和党候補者指名争いに立候
補している大富豪のドナルド・トランプ氏がメキシ
コ系移民について行った暴言を問題視し，同氏が主
催する「ミスUSA」と「ミス・ユニバース」の放送
と，同氏が出演する人気リアリティー・ショーへの
今後の出演をすべてキャンセルすると発表した

30 BBCトラストは，若者向けテレビチャンネルBBC 
Threeの放送としての廃止とオンラインサービスへ
の移行について，若者のBBCへの接触を損なわない
ように配慮するなどの条件付きで承認した

6月
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5  ギリシャで行われた国民投票で，EU（ヨーロッ
パ連合）が求める財政緊縮策への反対が61%を占
め，賛成の39%を大きく上回った

5  ユネスコは，八幡製鐵所などの「明治日本の産業
革命遺産」を世界遺産に登録することを決めた

14 イランの核開発問題で，欧米 6か国とイランは最
終合意に達した

14 NASAの無人探査機「ニューホライズンズ」が，
冥王星に 1万2,000kmの距離まで最接近した

15 原子力規制委員会は，愛媛県の伊方原発 3号機の
安全対策が新規制基準に適合しているとする審査
書を決定した。審査書の決定は全国で 3か所目

16 安全保障関連法案が衆議院本会議で可決され，参
議院に送られた

16 第153回芥川賞に又吉直樹さんの「火花」と羽田
圭介さんの「スクラップ・アンド・ビルド」が，
直木賞に東山彰良さんの「流」が選ばれた

17 安倍首相は，新国立競技場についてゼロベースで
計画を見直すことを明らかにした

20 54年にわたって国交を断絶していたアメリカとキ
ューバが正式に国交を回復した。ただ，グアンタ
ナモ収容所の返還にはアメリカは応じていない

21 東芝の歴代 3社長が，不適切な会計処理に深く関
与したという第三者委員会の報告を受けて，それ
ぞれ社長，副会長，相談役を辞任した。報告書に
よると，意図的な利益のかさ上げは1,518億円

23 日本人の宇宙飛行士，油
ゆ

井
い

亀
き

美
み

也
や

さんを乗せた宇
宙船ソユーズが打ち上げられた

23 6 月の貿易収支は690億円の赤字， 1月から 6月
までの上半期では 1兆7,251億円の赤字となった

23 ギリシャ議会で，保護される預金の上限額などを
定めた金融・司法改革の関連法案が可決された

23 日本経済新聞社が，イギリスの有力経済紙，フィ
ナンシャル・タイムズをおよそ1,600億円で買収
すると発表した

26 東京・調布市の住宅街に小型機が墜落して住宅が
燃え， 3人が死亡し 5人がけがをした

28 参議院選挙の 1票の格差を是正するための改正公
職選挙法が成立した。合区を鳥取県と島根県，徳
島県と高知県の 2か所で行うなどして，選挙区の
定数を10増10減する

29 最低賃金の引き上げについて話し合う厚生労働省
の審議会は，全国平均の時給で18円引き上げ，
798円とする目安を示した

30 厚木基地周辺の住民が国に対して騒音の被害を訴
えた裁判で，東京高等裁判所は，夜間から早朝に
かけての自衛隊機の飛行差し止めと，94億円の賠
償を命じた

31 福島第一原子力発電所の事故を巡って，検察が不
起訴にした東京電力の旧経営陣 3人について，検
察審査会は 2回目の審査でも強制起訴を決議した

6  ジェイコム・オンデマンド（ジュピターテレビケーブルテレ
ビコム）とアクトビラ・ビデオ（アクトビラ）を通じて，4 K
画質のコンテンツの配信を開始した。これで，4 Kコンテン
ツについては，14年10月にスタートしている「ひかりTV」
を含め3社からの配信となった。いずれも「特選ライブラリ
ー」での配信で，利用料金は108～216円（単品，税込）

6  ミラノ万博の関連イベント「ジャパンサローネ」で，イ
タリアで初めての 8 Kスーパーハイビジョンのパブリッ
クビューイングを実施した。11日までの 6日間，「すし」
の魅力を伝えるコンテンツや，「自然」「祭り」「ファッ
ション」といったさまざまな切り口で日本の魅力を紹介
する映像などを上映し，16年から試験放送が始まる 8 K
スーパーハイビジョンの理解促進に努めた

6  NHKワールドTVで，『アジアハイウェイ2015』を放送
した。番組では，トルコを起点に中国・日本へと至る「現
代のシルクロード」を旅し，トルコやイラン，中央アジ
ア諸国の今を取り上げた。 6日から10日まで 5回シリー
ズで放送

7  東京・上野の国立科学博物館で，10月 4 日までの間，特
別展「生命大躍進」を開催した。『NHKスペシャル』「生
命大躍進」と連動して行った博覧会で，世界各地の研究
機関の協力により，カンブリア紀の「バージェス頁

けつ

岩
がん

動
物群」や，奇跡的に95%の骨格が残る霊長類化石「イー
ダ」など，生命進化の各時代を代表する極めて貴重な実
物化石をこれまでにない規模で展示した

7  NHK放送文化研究所が世論調査「日本人とテレビ
2015」の調査結果を発表した。 1日にテレビを「 4時間
以上見る」長時間視聴は，前回 5年前の40%から37%に
減った。一方，「30分～ 2 時間」の短時間視聴は35%か
ら38%に，「ほとんど，まったく見ない」も 4 %から 6 %
に増えた。短時間視聴が増加したのは，1985年に調査を
開始してから初めて

17 テレビの舞台セットに功績のあった人に贈られる「伊藤
熹朔賞」に，NHKデザインセンターの山口類児，伊達
美貴子の両職員が選ばれた。対象となったのは『土曜ド
ラマ』「ロング・グッドバイ」のテレビ美術

18 サブカルチャーやアニメの発信地，東京・秋葉原で，NHK
の番組や取り組みを紹介する「NHK WONDERLAND 
2015」を開催した。18日と19日の2日間，ベルサール秋葉原
を会場に，新世代のガールズポップスを紹介するFM番組
『ヒャダインの“ガルポプ！”』拡大スペシャルの収録や，『ピ
カイア！』などの人気アニメのトークショーのほか，多彩なス
テージイベントを行った 

31 NHK札幌局と道内の 4つの民間ラジオ局が共同で行って
いるラジオキャンペーン「夢に向かってキタ！キタ！キタ
ラジ！」を盛り上げるためのイベントが，札幌市で開かれ
た。ラジオの魅力を若い世代へ伝えるために行っている
キャンペーンで，ショッピングモールに設けられたステー
ジでは，各放送局のアナウンサーや，札幌市と別海町出
身のお笑いコンビ「平成ノブシコブシ」，函館市出身の歌
手MACOさんなどが，トークや歌で会場を盛り上げた

7月



第
1
部

２
０
１
5
年
度
の
動
き

国　　内 海　　外

第１部　2015年度の動き｜  放送日誌

39 NHK年鑑’16

1  東京メトロポリタンテレビジョンが，スマートフォ
ンとタブレット向けに番組の同時配信を開始した。
これにより，東京都を放送対象地域とする同局の番
組が，放送対象地域外でも視聴可能になった

6  フジテレビが，世界文化遺産に登録された長崎市の
軍艦島のドキュメンタリー番組の配信を， 4 K動画
により開始した。同局によれば， 4 K動画の配信は
民放では初めてという。有料会員サービス・フジテ
レビオンデマンドを通じての配信となる

13 総務省はエフエム東京が中心となり設立した持株会
社BICの100%子会社，VIPに対し，東京局（東京タ
ワー）送信所によるV-Lowマルチメディア放送の予
備免許を交付した。東京23区を中心に，埼玉，神奈川，
千葉，茨城の一部をカバーする

14 ニールセンが，PC，モバイルなどオンラインメディ
ア上のデジタル広告を，テレビ視聴率と同様の手法
で測定，分析する「ニールセン　デジタル広告視聴
率」の提供を，アメリカ，中国等に続いて日本でも
開始した

27 韓国の朴槿恵大統領の名誉を傷つけたとして起訴さ
れた産経新聞の加藤達也前ソウル支局長の裁判が，
ソウル中央地方裁判所で開かれた。日本から同前支
局長が出廷したほか，西日本新聞の植田祐一ソウル
支局長が弁護側の証人として出廷し，植田支局長は
「国家権力がメディアに処罰を求める刑事訴追は行
き過ぎだ」と証言した

28 総務省は，20年東京オリンピック・パラリンピック
に向けて，社会全体のICT化を進めるためのアクシ
ョンプラン（第一版）を公表した。放送関係では
4 K・8 Kの実用放送やデジタルサイネージを使った
パブリックビューイングの実現，放送コンテンツの
海外展開の促進について「いつまでに，誰が，何を
するのか」が明記された

29 公正取引委員会は，テレビ番組制作の取り引きにお
いて，優越的地位の濫用規制上または下請法上問題
となる行為が行われていないかどうか実態調査を実
施し，調査結果を公表した。調査票を送付した制作
会社800社のうち，テレビ局等と直接取り引きがある
とした109社の回答によると，買いたたきや著作権の
無償譲渡等，問題となりうる行為を 1つ以上受けた
社は 4割近くに上る

30 総務省の「 4 K・8 Kロードマップに関するフォロー
アップ会合」から第二次中間報告が公表され，衛星
基幹放送を中心に20年までの詳細なロードマップが
示された。試験放送は16年から，BS右旋でNHKおよ
びNHK以外の基幹放送事業者が開始する。また，実
用放送は18年から，BS右旋と110度CS左旋で 4 K，
BS左旋では 4 Kと 8 Kの放送を開始する予定

30 ドワンゴが運営する日本最大級の動画サービス
「niconico」が，ドキュメンタリーを中心に世界の映像作
品を配信する「ニコニコドキュメンタリー」を開始した

2  BBCのトニー・ホール会長は，1,000人以上のポスト
削減を行う方針を明らかにした。受信許可料収入が
当初見込みより 1億5,000万ポンド（約280億円）少
なくなる見通しとなったため

2  メキシコの通信と放送に関する規制監督機関IFTは，
地上デジタルテレビの放送免許の申し込みを15年内
に再開すると発表した。15年 3 月に新規事業者 2社
に免許が交付されたが， 1社が入札金を期限までに
納めず免許が取り消されていた

2  アルゼンチン政府は，地上デジタルテレビの普及促
進策の一環として，障害者が容易に放送を視聴でき
るリモコンなどの無料配布を始めた

2  韓国の番組制作者団体である韓国PD連合会は，
「MERSコロナウイルス」への政府の対策をずさん
だと風刺したKBSとMBCのバラエティー番組に対
し，放送通信審議委員会が制裁措置を下したことを
批判する声明を発表した

6  イギリス政府はBBCとの間で，テレビ受信許可料に
ついて新しい取り決めに合意したと発表した。主な
内容は以下のとおり。○75歳以上の全額免除を継続
するが，負担は政府からBBCへ変更する○受信許可
料を消費者物価指数に連動して値上げする○オンデ
マンド視聴も支払対象に加えるなどの受信許可料制
度の見直しを図る，など

6  フランスで，増え続けるスマホなどのブロードバン
ド通信のため，放送用に使われている700MHz帯域
を通信事業者に割り当てる電波オークションの計画
が発表された。700MHz帯域に5MHzのペア 2つで形
成する 6つのブロックを作成し， 1ブロックの最低
価格は 4億1,600万ユーロ（約560億円）

13 アメリカのケーブルテレビ（CATV）事業者最大手
のComcastは，有料動画ストリーミングサービス「ス
トリーム」を始めると発表した。スマホ，タブレット，
パソコン向けのサービスで，テレビでの視聴はでき
ない。月額15ドル（約1,850円）

20 オーストリアの行政最高裁判所は，パソコンの所有
を根拠に受信料を徴収することは違法との判決を下
した。公共放送ORFは判決を受けて，現行の受信料
制度を改革する必要があると述べた

20 アメリカのFCCが， 2度にわたって延期していた大
規模な周波数オークションを，16年 3 月に開始する
と，複数のメディアが報じた。放送局が使っている
周波数帯域を買い上げ，通信事業者に与えるもの

24 アメリカ通信事業者 2位のAT&Tによる衛星放送事
業者 1位のDirecTV買収を，FCCと司法省が認可す
る方針だとメディアが伝えた。これにより，全米最
大の有料放送事業者が誕生することになった

24 インドの情報放送省担当のラトール閣外相は，指針
に基づく保安検査で問題があったとして， 4つのテ
レビ局に与えられていた放送免許を取り消したこと
を明らかにした

7月
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1  介護サービスの自己負担の割合が，一定以上の所
得がある高齢者を対象に， 1割から 2割へ引き上
げられた

5  学習指導要領の全面改定に向け，文部科学省は教
科ごとの基本方針を示した。小学校では 5年生か
ら英語を正式な教科にし，高校では近現代史を必
修とする

5  経営破綻したスカイマークの再建について，ANA
ホールディングスなどを支援企業とする再生計画
案が，東京地方裁判所から認可決定を受けた

6  原爆投下から70年。広島市で行われた平和記念式
典には，海外から過去最多となる100か国の代表
を含む，およそ 5万5,000人が参列した

9  安倍首相は長崎市で開かれた平和祈念式典であい
さつし， 6日の広島市の記念式典では使わなかっ
た文言「非核三原則」を使って，核兵器のない世
界の実現に向けて努力する決意を述べた

11 鹿児島県の川
せん

内
だい

原子力発電所 1号機が再稼働し
た。国内の原発が稼働するのは 1年11か月ぶり

11 中国は通貨・人民元の基準値を，ドルに対して
1.8%余り，また12日には1.6%余り引き下げた。人
民元はわずか 3日でおよそ4.5%下落した

12 中国・天津市の郊外で大規模な爆発があり，160
人以上（ 9月12日現在）が死亡した

13 大阪・高槻市で中学 1年生の女子生徒の遺体が見
つかった。21日には一緒にいた同級生の男子生徒
の遺体も見つかり，45歳の男が逮捕された

14 安倍晋三首相は，戦後70年にあたって首相談話を
発表した。村山談話を引き継ぐ方針を明確にした
うえで，世界の平和と繁栄に貢献していく考えを
表明した

14 ユーロ圏の財務相会議は，ギリシャに対し 3年間
で最大860億ユーロ（約11兆9,000億円）に上る金
融支援を段階的に実施することを決めた

15 天皇陛下は，全国戦没者追悼式でのおことばで，
新たに「さきの大戦に対する深い反省と共に」と
いう言葉を加えられた。「反省」という言葉が盛
り込まれたのは初めて

17 タイのバンコクで爆弾テロが起き，20人が死亡し，
日本人 1人を含む120人余りがけがをした

19 国際宇宙ステーションに物資を補給する日本の無
人宇宙輸送船「こうのとり 5号機」が打ち上げら
れた。24日宇宙ステーションとドッキング

20 100年の節目を迎えた第97回全国高校野球選手権
大会は，神奈川の東海大相模高校が宮城の仙台育
英高校に勝ち，45年ぶり 2回目の優勝を果たした

27 指定暴力団・山口組は傘下の13団体を絶縁や破門
にした。離脱した団体は新たに神戸山口組を結成

28 2020年東京五輪・パラリンピックの主会場となる
新国立競技場の総工費の上限が1,550億円に決ま
った。観客席は 6万8,000程度

1  宮内庁は，昭和天皇がラジオを通じて終戦を告げた「玉
音放送」のレコード盤「玉音盤」の原版を，初めて公開
した。録音は終戦前日の1945年 8月14日に収録され，日
本放送協会が用意したマイクの前で，昭和天皇が終戦の
詔書を読み上げた。録音は 2回行われ，放送では 2回目
に録音されたものが使用されたとみられる。今回公開し
たのは 2回目に録音されたもの。なお， 1回目に録音さ
れたレコード盤は，75年に宮内庁からNHK放送博物館に
移され，博物館では特殊なケースに入れて展示している

8  夏恒例の大型音楽番組『第47回 思い出のメロディー』を
放送した。今回のテーマは「戦後70年 喜びも悲しみも歌
とともに」で，総合司会は日本の歌謡界を代表する歌手，
北島三郎が務めた

17 『連続テレビ小説』「あまちゃん」が10月からフィリピン
で，タガログ語の吹き替えにより放送されることが，マ
ニラで発表された。アジアで日本のテレビ番組が放送さ
れる場合，番組購入費とは別に吹き替え版制作のコスト
がかかるため，吹き替えではなく字幕付きで放送される
ことが多い。今回は番組の売買という形式を取らず，
NHKグループは番組を，現地テレビ局は放送枠をそれぞ
れ提供することで，吹き替えが可能となった。両者はス
ポンサーを獲得して費用を回収していく

19 全国の中学生が番組の制作技術やアナウンスの技術など
を競う「第32回NHK杯全国中学校放送コンテスト」の決
勝が，東京・千代田区で行われた。全国から598校が参加
した中，予選を勝ち抜いた84本の作品の中から，テレビ
番組，ラジオ番組，アナウンス，朗読の 4つの部門で最
優秀賞が選ばれた

23 学生が手作りのロボットでアイデアと技術を競う「ABU
アジア・太平洋ロボットコンテスト」がインドネシアで
開かれた。このコンテストはNHKの提案で始まったもの
で，18の国と地域から19の大学が参加し，バドミントン
のダブルスをロボットが競う形で競技が行われた。優勝
はベトナムのフンイエン技術師範大学で，日本代表の早
稲田大学は準々決勝で敗退した

24 世界自然・野生生物映像祭で『NHKスペシャル』「神秘
の球体　マリモ～北海道　阿寒湖の奇跡～」が，水中撮
影技術賞を受賞した。同映像祭は，自然・野生生物の映
像作品を広く世界から公募し，映像制作の促進と質の向
上に寄与することを目的とした番組コンクール

25 17年の『大河ドラマ』「おんな城主　直虎」の主役に，女
優の柴咲コウが決まった。主人公の井伊直虎は，戦国時
代に遠

とおとうみ

江，現在の静岡県で井伊家の一人娘として生まれ，
戦で当主が亡くなる中，直虎という男性の名前を名乗っ
て城主を務めた実在の女性。脚本は『連続テレビ小説』「ご
ちそうさん」などを手がけた森下佳子

29 災害の備えについて学ぶ「防災パーク2015」が，29日と
30日の 2日間，東京・渋谷のNHK放送センターで開かれ
た。会場には長さ40メートルまで延びる消防のはしご車
などが展示され，また，ハンカチで口を押さえ低い姿勢
で煙から逃れる体験コーナーも設置された

8月
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1  5 月から 4 KのVOD商用サービスを開始したJ：COM
は，これまで映画や他社制作の番組等を配信してき
たが，このほど初めてオリジナル番組を制作し，独
占配信を開始した。内容は世界各国の最新 4 Kコン
テンツの紹介で計 5回を予定

4  博報堂DYメディアパートナーズは，全国のローカル
局が制作した旅番組などの動画コンテンツを集めた
ポータルサイト「ニッポンナビチャン」を開設した。
24日には電通も，同様のサービス「ロコチャン」を
立ち上げたが，こちらは広告を掲載しておらず，総
務省の事業として運営される

5  朝日新聞の特別編集委員がツイッターに不適切な書
き込みを行い，その後，批判が集まったため書き込
みを削除した。朝日新聞は紙面でおわびするととも
に，同編集委員をツイッターの公認記者から外し，
担当コラムの執筆者からも外す措置をとった

5  日本テレビ放送網は，提供している「日テレ・ハイ
ブリッドキャスト」で新たなスマホ連携サービスを
開始した。テレビ上に表示されるニュースや番組で
紹介した店舗情報などのハイブリッドキャストコン
テンツをスマホ上でも利用できる

17 全国高校野球大会開催中の甲子園球場で，TBSのカ
メラマンが禁止されている場所で取材を行ったうえ，
撮影をやめるよう求めた大会本部役員に対し「個人
の撮影だ」などとうその説明をして撮影を続けた。
大会本部は，TBSに対し大会の記者章を返却させ，
16年の大会についても記者章の発行をしない措置を
決めた

18 動画再生が月間15億回とソーシャル・ネットワーキン
グ・サービスに強いアメリカのニュースメディア
BuzzFeedがヤフーと合弁事業会社を設立し，16年冬
に日本向けBuzzFeedを創刊すると発表した。「Yahoo！
ニュース」にコンテンツ配信を行い，メディアコンテ
ンツを活用した広告を展開する予定

19 次世代放送推進フォーラムは， 4 K試験放送
「Channel 4 K」で，夏の全国高校野球大会の準決勝
と決勝の計 3試合を初めて生中継した

19 テレビ朝日は，KDDIとスマホ向けの動画配信事業
で業務提携することを決めた。テレビ朝日は，KDDI
の動画配信サービス・ビデオパスのビッグデータを
活用してコンテンツを制作する

24 ネットフリックスが， 9月 1 日からサービスを開始
する動画配信サービス事業の料金プランを公表した。
定額見放題の 3プランで，最も安いのはベーシック
の月額650円

27 Amazonは，プライム会員向け動画見放題サービス
「Amazonプライム・ビデオ」を 9月に開始すると
発表した。プライム会員は年会費3,900円を支払う代
わりに，商品の日付指定配送サービス等が受けられ
る。Huluなどの動画配信事業者とは違い，本サービ
スは会員向けの特典という位置づけになる

6  イタリアの公共放送RAIの経営委員会は，新会長に
米Viacom International Media Networksのアントニ
オ・カンポ=ダッロルト執行副社長を選出した

7  アメリカFoxニュースは，次期大統領選に向けた共
和党候補者討論会の視聴者が2,400万人を超え，候補
者討論会としては，アメリカのテレビ史上最多とな
ったと報じた。支持率トップのドナルド・トランプ
氏の言動に関心が集まったとみられる

11 BBCは， 7月からラジオ番組をスマートフォンやタ
ブレットに無料でダウンロードできるアプリ「BBC 
iPlayer Radio」を提供したところ， 1か月足らずの
うちに100万件を超える番組がダウンロードされたと
発表した

13 アメリカの複数のメディアが，Appleのインターネッ
トによるライブテレビの配信サービス開始が，16年
までずれ込む見込みだと伝えた。理由として，テレ
ビ局側と価格の折り合いがつかなかったことや，ネ
ットワーク網の整備が十分でないことを挙げている

13 中国共産党中央宣伝部は，12日に天津市郊外で起き
た爆発事故に関し，国内のメディアに対して，新華
社や人民日報，天津の公式メディアが報じたニュー
スだけを流すよう指示し，独自取材や生中継，さらに
国営メディア以外の記者の現場立ち入りを禁止した

16 エジプトのシシ大統領が署名しテロ対策法が発効し
たが，政府発表と異なる報道に対して罰金や活動停
止の刑罰が盛り込まれており，報道の自由を損なう
との批判が出ている

17 ペルーの国家情報統計院がテレビの普及状況に関す
る調査結果を発表した。15年 1 ～ 3 月期のテレビの
世帯普及率は全国平均で87%だが地域により偏りが
あり，最も高いリマ首都圏では99%に達する一方で，
農村部では53%にとどまっている

18 パキスタン最大の衛星チャンネルのネットワークの
1つであるARY Digitalが，BOL TVの経営権取得を
明らかにし，同国メディア史上最大の買収として注
目されている

24 フランステレビジョンの新社長に，女性として初のデ
ルフィーヌ・エルノット氏が就任した。同氏は通信会
社オランジュ（旧称フランステレコム）の元副社長

25 BBCは，70世帯の家族に 9日間「BBCのない生活」
を送ってもらったところ， 7割が現在の受信許可料
を支払ってもBBCを視聴したいと答えたという調査
結果を公表した。調査には，現在の受信許可料が高
すぎるという24世帯，現在の額に納得している22世
帯，支払いたくないという24世帯が参加した

25 中米のニカラグアが地上デジタルテレビに日本方式
を採用することを決定した。日本方式を採用した国
は日本を含めて18か国，うち13か国は中南米の国々

31 アメリカのネットフリックスが，コンテンツプロバ
イダーのEpixとの契約を解消し，その直後に，同じ
有料配信サービスのHuluが Epixと契約した

8月
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1  東京五輪・パラリンピックの組織委員会は，佐野
研二郎氏がデザインしたエンブレムを白紙撤回す
ることを決めた

2  トルコの沖合で難民を乗せたボートが沈没し，浜
辺に男の子の遺体が漂着して衝撃が広まった

3  マイナンバー制度の利用範囲を，金融や医療など
の分野に広げる改正マイナンバー法が成立した

4  ドローンのような小型無人機の飛行を規制するこ
となどを盛り込んだ改正航空法が成立した

8  安倍晋三首相が無投票で自民党の総裁に再選された。
無投票での再選は小泉純一郎首相以来，14年ぶり

8  法務省は，明治大学教授が教え子だった受験生に
司法試験の問題を漏えいしたとして，考査委員を
解任するとともに東京地検特捜部に告発した

9  EU（ヨーロッパ連合）のユンケル委員長は，難民
受け入れの総数を16万人に引き上げ，EU各国の
分担しての受け入れを義務化することを提案した

10 台風などの影響で関東・東北地方で記録的な大雨
が降り，鬼怒川など19河川で堤防が決壊した。 8
人が死亡し， 1万9,000棟を超える住宅が浸水

14 熊本県の阿蘇山で噴火が発生し，噴煙の高さは火
口から2,000mに達した。気象庁は噴火警戒レベル
を入山規制を示すレベル 3に引き上げた

15 15年 8 月に，東京都内のJRの線路脇のケーブル
や架線の一部などが相次いで焼けた放火事件で，
42歳の男が逮捕された

16 埼玉県熊谷市で小学生 2人を含む 4人が殺害され
た。14日にあった50代の夫婦の殺害にも関わった
として，ペルー人の30歳の男が逮捕された

17 プロ野球パ・リーグは，ソフトバンクが 2年連続
のリーグ優勝を決めた。リーグ優勝は17回目

19 集団的自衛権の行使を可能にすることなどを盛り
込んだ安全保障関連法が，衆議院本会議で可決成
立した。30日に公布，16年 3 月29日施行

19 ラグビーワールドカップ・イングランド大会で，
日本は世界ランキング 3位の南アフリカに勝ち，
歴史的勝利を挙げた

22 フォルクスワーゲンは，排ガス規制を不正に逃れ
るソフトウエアを搭載し稼働している車両は，全
世界で1,100万台に上ると発表した

28 NASA（アメリカ航空宇宙局）は，火星に水が液体
の状態で存在する可能性を示す観測結果を発表した

30 東京地検特捜部は，日本歯科医師連盟の前会長な
ど 3人を，政治資金規正法違反の疑いで逮捕した

30 中国外務省は，15年 5 月に日本人 2人を反スパイ
法や刑法などを根拠に拘束したことを認めた

30 ロシア軍が，過激派組織ISと戦うアサド政権を支
援するため，シリアでの空爆を開始した

30 派遣期間の制限を撤廃する一方で，ひとりの派遣
労働者が同じ部署で働ける期間を 3年に制限する
などとした，改正労働者派遣法が施行された

1  NHKワールドTVでは，東日本大震災から 4年半を迎え
る 9月を東北月間「TOTALLY TOHOKU！」と題し，
紅葉，雪景色など東北の魅力を伝える63番組を集中編成
した放送を開始した

3  全国各地の優れた地域づくりの取り組みを映像で紹介す
るホームページ「NHK地域づくりアーカイブス」を，
10月から開設すると発表した。これまで全国で取材し，
番組にしてきた地域づくりの取り組みを，インターネッ
トを通して紹介する

3  世界初となるHDR（High Dynamic Range）対応の85V
型 8 K液晶ディスプレーを，シャープと共同開発したと
発表した。HDRはテレビが表現できる映像の明暗の幅
を拡大する技術で，サッカー中継などで生じる日陰とひ
なたで明暗差が大きいシーンをより忠実に再現できる

3  テレビ放送のインターネット同時配信の検証実験を，10
月19日から11月15日までの 4週間，実施すると発表した。
配信するのは総合テレビの内容で 1日16時間以内，モニ
ター数は 1万人以内。視聴ニーズや端末での対応状況，
権利処理に関する課題などを検証する

16 10日から11日にかけて公式サイトで行った「関東・東北
豪雨」関連ニュースのインターネット同時配信で，訪問
者が 2日間で300万人を超えたことを明らかにした。15
年 4 月以降，主に火山噴火や台風などの災害時に 7回の
同時配信を実施してきたが，訪問者数は今回が最多

24 イタリア放送協会（RAI）が主催する国際コンクール・イ
タリア賞で，『君が僕の息子について教えてくれたこと』
が，ドキュメンタリー部門のシグニス特別賞を受賞した

24 自民党の「放送法の改正に関する小委員会」（委員長：
佐藤勉・衆院議員）が，NHKの受信料制度の在り方な
どについて第一次提言をまとめた。提言はまず，受信料
の徴収経費の削減と公平負担の実現のため，支払い義務
化に向けた制度設計を行うことを求めている。また，番
組のインターネット常時同時配信の早期実現に向けたロ
ードマップの策定と，さらには，こうした施策による支
払率の向上や経費削減によって，どの程度受信料を値下
げできるのかシミュレーションを行うことも求めている

28 15年度後半期の番組改定がスタートした（BS1は11月 2
日から）。主な番組は以下のとおり
G-『 連続テレビ小説』「あさが来た」（月～土），『総合診療

医 ドクターG』（木），『サンダーバード　ARE GO』（土）
E-『 ミュージック・ポートレイト』（木），『えいごでが

んこちゃん』（金）
BS1-  『 奇跡のレッスン 最強コーチが導く 飛躍の言葉』（土）
BSP- 『ザ・プロファイラー ～夢と野望の人生～』（水），

『世界入りにくい居酒屋』（木）
R1-   『 かれんスタイル』（木），『ぼくらの青春 J-POP 

平成ミュージック・グラフィティー』（金）
28 『連続テレビ小説』「あさが来た」の第 1週の 6話につい

て，NHKオンデマンドで 2週間の期間限定で無料配信
を始めた。『連続テレビ小説』を放送当日に無料配信す
るのはこれが初めて

9月
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1  アメリカの有料動画配信サービス・ネットフリック
スが日本でサービスを開始した。開始当初のコンテ
ンツ数は約1,000本

9  総務省電波監理審議会は，16年から開始される超高
精細度テレビジョン放送の試験放送実施のため，株
式会社放送衛星システムに予備免許を付与すること
を適当と答申した

9  台風18号と低気圧の影響で 9日から11日にかけて降
った豪雨（平成27年 9 月関東・東北豪雨）のため，
関東や東北地方の19河川で堤防が決壊し，67河川で
氾濫等が発生した。この豪雨のさなか，防災情報共
有システム・Lアラートの不具合が相次いだ。宮城
県仙台市では避難指示や避難勧告の情報を入力でき
なかったため，報道機関がLアラート経由で情報を
受け取れず，避難情報の伝達に支障を来した。千葉
県の 4市でも同様に入力ができず，県は情報をファ
クシミリで報道機関へ送るなどの対応をとった

14 関東・東北豪雨で被害を受けた茨城県常総市に対し，
総務省関東総合通信局は臨時災害放送局の免許を付
与した。運営には水戸市やつくばみらい市のコミュ
ニティ放送局や，市役所が募集したボランティアが
当たった。15日には栃木市に対しても免許を付与。
地元のケーブルテレビ局が11月にコミュニティ放送
局を開局予定で試験電波を発射中だったため，その
電波を活用して開局した

18 NHKと民放連は，日本音楽著作権協会（JASRAC），
イーライセンス，ジャパン・ライツ・クリアランス
（JRC）の 3管理事業者と，放送分野における管理
楽曲の利用割合を反映した著作権使用料の算出方法
について，合意した

24 日本ケーブルテレビ連盟（JCTA）は，ケーブルテ
レビ業界共通で実施する 4 K専門チャンネル「ケー
ブル 4 K」を，12月 1 日午前11時に開局すると発表
した。全国統一編成による 4 K放送で，日本デジタ
ル配信株式会社が運営に当たる

24 Amazonは，自社の有料会員向け動画配信サービス
「プライム・ビデオ」を開始した。スタート時のコ
ンテンツは，アメリカの人気ドラマシリーズをはじ
め，日米の映画やテレビ番組など数千本。日本のテ
レビ局では，テレビ朝日，TBSテレビ，テレビ東京
がコンテンツを提供している

28 在京キー局 5局は，テレビ番組を放送終了後約 1週
間，広告付きで無料配信する番組見逃しサービス
「TVer」（ティーバー：以下，番組見逃しサービス
「TVer」）を10月26日に始めると発表した。パソコ
ン，スマホ，タブレット端末で番組を視聴できる

30 民放連は「民放のメディア価値向上に向けた検討」
報告書（テレビ編）を発表した。20年以降を見据え
た今後の課題として，コンテンツの制作力強化とと
もに，制作したコンテンツの展開について強化する
ことを挙げている

1  トルコでテレビ局や日刊紙を経営するKoza Ipek 
Holdingsが，テロリスト支援の容疑で強制捜査を受
けた。同 Holdingsは，エルドアン大統領の政敵ギュ
レン師に近いとされている

7  BBCが，今後10年で目指す将来計画を発表した。計
画の主なポイントは以下のとおり。○高品質のドラマ
など，より豊かなコンテンツの提供○イギリスの知や
文化を結集するインターネットプラットホーム「アイ
デア・サービス」の開発○子どもたちが安心して楽し
めるオンデマンドサービス「iPlay」の新設，など

11 NexTV Newsが報じた，中南米 9か国とアメリカ，
スペイン，ポルトガルのスペイン・ポルトガル語圏
のテレビ番組に関する調査結果によると，テレノベ
ラ（メロドラマ）の人気が高く，とりわけメキシコ
とブラジルで制作された番組が高いことが分かった

14 フランス政府は， 2年連続で赤字となった公共放送
フランステレビジョンなどの財源補

ほ

塡
てん

策として，電
気通信事業者への課税の引き上げで対応する方針を
固めたと，日刊紙フィガロが伝えた

14 New York Timesは， 2月に急逝した名物コラムニ
スト，デビッド・カー氏の名前を冠した奨学制度を
設けることを発表した。同氏は麻薬やアルコール中
毒から立ち直った異色の経歴を持つ

16 イギリスの放送を所管する文化メディアスポーツ省
は，BBCの特許状更新に向け，BBCの企業統治と規
制に関する独立検討委員会を設置した。委員長には，
イングランド銀行副頭取等を歴任したデビッド・ク
レメンティ卿が任命された

16 ドイツADRの加盟局は，大量の難民がドイツに押し
寄せていることから，移民の住民向けに放送している
ラジオチャンネルFunkhaus Europaで，難民向けの番
組『難民ラジオ』（Refugee Radio）の提供を開始した

17 欧州の大手通信事業者Alticeが，アメリカの中堅ケ
ーブルテレビ事業者Cablevisionを買収することで合
意した。Cablevisionの契約世帯数は約310万

18 香港のデジタルラジオ局・鳳
ほう

凰
おう

URadioは，経営不振
を理由にデジタルラジオ免許を返上する方針を明ら
かにした。香港では，免許が不要なネットラジオ局
が林立し，放送局は激しい競争にさらされている

22 イタリアの通信大手Vodafone Italiaとアメリカのネ
ットフリックスは，Vodafoneの 4 Gおよび光ファイ
バー回線の契約者向けに，ネットフリックスのコン
テンツをVOD配信することで提携したと発表した

22 アメリカのスポーツ専門チャンネル最大手のESPN
が，200～300人の人員削減を予定していると，メディ
アが伝えた。ワシントンポスト紙は，親会社のウォル
ト・ディズニー社の経費削減策の一環だとしている

23 エジプトのシシ大統領は，「虚偽」報道の罪で禁固刑
の判決が出ていた衛星テレビ局アルジャジーラの職
員をはじめ，政治犯，人権活動家ら受刑者100人への
恩赦を発表した
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2  プロ野球セ・リーグは，ヤクルトが14年ぶり 7回
目の優勝を果たした

5  ノーベル医学・生理学賞に，熱帯の寄生虫の病気
に効果がある抗生物質を発見した大村智氏が選ば
れた

5  TPP（環太平洋パートナーシップ協定）交渉は，
アメリカのアトランタで開かれた閣僚会合で，参
加12か国が大筋で合意した

6  ノーベル物理学賞に，物質のもとになる粒子の一
つ「ニュートリノ」に質量があることを初めて観
測によって証明した梶田隆章氏が選ばれた

6  囲碁の名人戦で，井山裕太四冠が挑戦者の高尾紳
路天元を破り，名人戦 3連覇を果たした

7  第 3 次安倍改造内閣が発足し，一億総活躍社会の
実現に向けて，緊急に実施すべき対策を取りまと
める方針を示した

10 ユネスコの記憶遺産に，舞鶴市のシベリア抑留に
関する資料と，京都・東寺に伝わる古文書の登録
が決まった。また，中国が申請した南京事件関連
資料も登録が決まった

13 アメリカ軍基地の移転計画で，翁長沖縄県知事は
辺野古沖の埋め立て承認を取り消した。これに対
し，14日沖縄防衛局は行政不服審査請求を行った

14 三井不動産グループが横浜で販売したマンション
で，建物を支える杭の一部が強固な地盤に達して
いないことが分かった。杭の工事を請け負った旭
化成建材が杭打ちデータを改ざん

15 国連総会で，日本が安全保障理事会の非常任理事
国に選出された。任期は16年 1 月から 2年間

15 維新の党は，新党への参加を表明した162人を除
籍処分とすることを決め，事実上分裂した

23 小学 6年生の女児が死亡した火事で，無期懲役が
確定した母親ら 2人が再審を求めていたが，大阪
高等裁判所は再審を認めた。26日母親ら 2人が20
年ぶりに釈放された

23 マイナンバーを伝える通知カードの発送が， 9つ
の道と県で始まった

26 南シナ海で人工島を造成し主権の主張を強める中
国に対し，アメリカはこれに反対し，イージス艦
を人工島から12海里以内の海域で航行させた

28 イギリスで開かれた体操の世界選手権の男子団体
で，日本が37年ぶり 6回目となる金メダルを獲得
した。30日には内村航平選手が男子個人総合で金
メダルを獲得し， 6連覇を達成した

30 プロ野球日本シリーズで，ソフトバンクが 2年連
続 7回目の日本一に輝いた

30 79年以降30年以上にわたって続けられてきた中国
の一人っ子政策が廃止されることになった

31 乗客乗員合わせて224人を乗せたロシアの旅客機
が，エジプト東部に墜落し全員が死亡した。11月
17日，ロシアは爆発物によるテロと断定

10 10，11日の 2日間，渋谷の放送センターで総合スポーツ
イベント「Nスポ！2015」を実施した。幅広い世代にス
ポーツの世界に触れてもらうことが目的のイベントで，
オリンピックメダリストのパフォーマンスのほか，さま
ざまなスポーツ種目の体験コーナーも設けられた

14 第63回菊池寛賞に，『NHKスペシャル』の「カラーでよ
みがえる東京～不死鳥都市の100年～」と，「カラーでみ
る太平洋戦争～ 3年 8か月・日本人の記録～」の 2つの
番組が選ばれた

19 受信契約者とその世帯構成員から募集した約 1万人に対
し， 1日16時間以内，契約上可能な番組のみをテレビ放
送と同時にインターネットで配信する検証実験を開始し
た。期間は11月15日までの 4週間。実験を通じて，視聴
ニーズや各種端末への対応状況の把握，権利処理等の課
題を検証する

22 教育をテーマにした優れた番組や映像作品に贈られる日
本賞の授賞式が，渋谷のNHK放送センターで行われた。
42回となる15年は，55の国と地域から339の作品が寄せ
られ，グランプリ日本賞にはオランダの制作会社・ファ
ミリーフィルム&テレビによる『キミの心の“ブラッ
ク・ピーター”』が選ばれた。なお，コンテンツ部門で
はNHKの『デザインあ』が，幼児向けカテゴリー最優
秀賞（総理大臣賞）を受賞した

25 『NHKスペシャル』「新・映像の世紀　第 1集　百年の
悲劇はここから始まった」を放送した。検索システムの
高度化や途上国でのアーカイブの整備が進み，新たな映
像が続々と発掘されている。新シリーズでは歴史を動か
したキーパーソンにスポットを当てて， 6本のシリーズ
とした

25 NHKワールドTVは15年度後期番組改定で，地方からの
情報発信を強化するため「Hometown Stories」を新設
した。東京などの都市部や観光地だけでなく日本各地の
暮らしや文化，産業などを紹介しようというもので，そ
の第 1回『学校再開　過疎の島がよみがえる～瀬戸内海 
男木島～』を放送した

31 Eテレの教育番組『大科学実験』を南アフリカ共和国の
公共放送SABCと初めて共同制作し，放送した。カラハ
リ砂漠で体高 5 mのキリンを巨大なピンホールカメラで
撮影するなど，アフリカの大自然を生かした内容。16年
はスウェーデンの教育番組制作会社と共同制作の予定

31 ABU（アジア太平洋放送連合）が優れた番組に贈る
ABU賞の授賞式が，トルコのイスタンブールで行われ
た。テレビとラジオの13部門に合わせて246の作品が応
募した中，NHKではラジオのドラマ番組部門で『FMシ
アター』「真昼の流れ星」が最優秀賞であるABU賞を，
テレビのスポーツ番組部門では『勝てない相手はいない
～錦織圭成長の軌跡～』が奨励賞を，それぞれ受賞した

31 NHKの多様な教育的・文化的サービスを視聴者に体感
してもらう会館公開イベント「NHK文化祭たいけん広
場2015」を，31日と11日 1 日の 2日間，東京・渋谷の放
送センターで開催した

10月
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5  FM東京は，230の国と地域で聴取されているインタ
ーネットラジオのTuneInで，外国人向け番組の本格
配信を始めた。TuneInを通じて，東京の情報を海外
や観光で訪日する外国人などに発信する

7  最先端ITとエレクトロニクスの総合展CEATEC 
JAPAN 2015が， 7日から 4日間，幕張メッセで開催
された。デジタルサイネージとスマホを組み合わせ
ることにより，多言語に対応した商品説明を見ながら
買い物ができるシステムや，スマートグラスを用いた
タイムトリップツアーなど，リアルとバーチャルをデ
ータや映像でつなぐ技術やサービスが目を引いた

14 総務省電波監理審議会は，V-Lowマルチメディア放
送の関東・甲信越，九州・沖縄広域圏のソフト事業
者について，TOKYO SMARTCASTとアマネク・
テレマティクスデザインの 2社の業務認定を適正と
した。これを受け，15日，FM東京が中心となって
設立した株式会社BICは，16年 3 月から東京，大阪，
福岡エリアで放送を開始すること，コミュニケーシ
ョンネームを「i-dio」とすること等を発表した

15 BBCは，日本語版ニュースサイト「BBC.jp」のサー
ビスを開始したと発表した。国際問題やビジネスな
ど，日本のユーザーにとって関心の高い記事を選ん
で翻訳し，配信する。財源は広告などの商業収入とし，
BBC本体の受信許可料には一切依存しない

19 韓国の朴槿恵大統領への名誉毀損で起訴された産経
新聞の加藤達也前ソウル支局長の裁判で，韓国の検
察は懲役 1年 6 か月を求刑した。これに対して弁護
側は，「名誉毀損には当たらない」として無罪を主張
し，裁判は結審した

22 NTTぷららとアイキャストは，自宅の「ひかり
TV」チューナーで受信した地上デジタル放送や，専
門チャンネルを，外出先でスマートフォン等を用い
てリアルタイムで視聴できる「どこでもテレビ視
聴」のサービスを開始した

26 新聞通信調査会が08年から毎年実施している「メデ
ィアに関する全国世論調査」の結果を公表した。今
回設けられた「報道の自由」に関する質問では「常
に保障されるべきだ」が83%で，「そうは思わない」
の14%を大きく上回った。メディアの信頼度は 1位
が「NHKテレビ」， 2位が「新聞」で，この順位は
調査開始時から変わらない

26 在京キー局 5局は番組見逃しサービス「TVer」を開
始した。違法動画サイトへの番組の流出を食い止め，
動画広告によるビジネスモデルの構築を目指す

29 スマートテレビをマイナンバー制度の個人番号カー
ド等と連携させて，地域防災や高齢者の見守り等に
活用するシステムに関するシンポジウムが開かれた。
主催は総務省と，本システムの普及高度化に取り組
む一般社団法人。今後，チャンネル横断アプリサー
ビスが展開可能となったハイブリッドキャストの新
技術を活用した実証実験を行う予定

1  日本テレビとソニー・ピクチャーズ・テレビジョン・
ネットワークが開設した，エンターテインメントチャ
ンネルGEMが放送を開始した。GEMは有料チャンネ
ルで，香港，インドネシア，カンボジアで放送するほ
か，タイやマレーシアでの展開も予定している

5  アメリカのCNN，ABC，NBC，CBSはフリージャー
ナリストを保護するための国際ガイドラインに合意・
署名した。ガイドラインは，イスラム過激派組織など
の取材でフリージャーナリストが相次いで犠牲にな
る中，コロンビア大学ジャーナズム大学院が作成した

6  米Yahoo！とBBCは，アメリカとカナダの Yahoo！の
ウェブサイトでBBCのニュース動画を配信すること
で合意したと発表した

6  放送・通信市場に関する調査会社Dataxisは，ラテン
アメリカの有料放送契約件数が15年4-6月期に6,900万
に達したと発表した。これは，同地域の世帯総数の
37.7%に当たる

13 アフガニスタン北部で攻勢を強めている反政府勢力
タリバンは，地元の人気テレビ局Tolo TVと1TV
（Yak TV）の報道姿勢に強い不満を表明，両局とそ
の関係者を今後，攻撃対象とするとの声明を発表した

14 フランスの独立規制機関CSAは， 3年前に放送免許
を与えた地上デジタル放送局Numéro 23が，免許付与
の条件を満たしていないとし，免許を取り消す方針だ
とコミュニケの形で発表した

15 アメリカのNBCUniversalは，コメディーに特化した
定額見放題のVODサービス・Seeso（シーソー）を，
16年 1月から開始すると発表した。月額3.99ドルで，
CMは入らず，パソコンやモバイル端末で視聴する

16 BBCを監督するBBCトラストは，BBCの財源調達モ
デルに関する意向調査の結果を発表し，現行の受信許
可料制度へ強い支持があることを明らかにした。53%
が受信許可料制度を支持し，受信許可料と有料放送と
の組み合わせを支持した回答者は16%にすぎなかった

16 スペイン政府は，地デジの全国放送として新たに 6つ
のチャンネル免許を交付した。しかし，すでに高い視
聴シェアを占める 2大商業局のアトレスメディアと
メディアセットにも再び免許が交付されたため，寡占
化への懸念とメディア政策への批判が高まっている

19 イギリスの商業テレビ・チャンネル 3（通称ITV）の
地域免許の大多数を所有するITV社が，北アイルラン
ドの地域免許を所有するUTV Mediaを 1億ポンドで
買収することを発表した。これにより，ITV社はスコ
ットランド地域を除き，すべての地域免許を獲得した

20 韓国のKBSが災害情報サービス「KBS災害ポータ
ル」を立ち上げ，気象庁など14の災害関連機関とKBS
災害放送インフラを連動しての情報提供を開始した

21 カナダの公共放送CBCが，22年の北京冬季大会と24
年大会（開催地未定）のカナダでの放送権を獲得し
た。これにより，CBCは16年のリオ大会から 5大会
連続でオリンピック放送権を持つことになった

10月
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2  安倍首相は韓国の朴槿恵大統領と首脳会談に臨
み，従軍慰安婦の問題をはじめとする懸案につい
て，対話の継続を提案した

4  日本郵政と傘下の金融 2社が東京証券取引所に上
場し，時価総額は 3社を合わせて15兆円を超え，
1987年のNTTに次ぐ大規模な上場となった

7  中国の習近平国家主席と台湾の馬
ば

英
えい

九
きゅう

総統が，49
年の中台分断後初めてとなる首脳会談を行った

7  フィギュアスケートの浅田真央選手が，復帰後初
めての国際大会・グランプリシリーズ中国大会で
優勝した

8  ミャンマーで総選挙が行われ，アウン・サン・ス
ー・チー氏の率いる野党・国民民主連盟が過半数
の議席を獲得した

9  WADA（世界アンチドーピング機構）は，ロシア
陸上界での組織的なドーピング違反を認定し，ロシ
アをオリンピックなどに出場させないよう勧告した

10 プロ野球の熊﨑勝彦コミッショナーは，賭博を行
っていた巨人の 3選手を無期限の失格処分にする
ことを発表した

11 三菱航空機が開発を進める小型ジェット機・MRJ
が初飛行を果たした。国産旅客機の開発は，プロ
ペラ機・YS-11以来，半世紀ぶり

13 原子力規制委員会は，高速増殖炉「もんじゅ」に
ついて，いまの日本原子力研究開発機構に代わる
運営主体を特定するよう勧告することを決めた

13 パリ中心部の複数の場所で発砲や爆発があり，少
なくとも129人が死亡した。過激派組織ISが犯行
声明

17 沖縄のアメリカ軍基地移設計画をめぐり，翁長知
事が埋め立て承認を取り消したことに対し，国は
取り消しを撤回する代執行を求めて提訴した

19 10月の貿易収支が1,115億円の黒字となった。黒
字は 7か月ぶり

20 24回の優勝を成し遂げた日本相撲協会の北の湖理
事長が亡くなった。62歳

22 大阪府知事と大阪市長の選挙が行われ，いずれも
大阪維新の会の候補が，自民党が推薦する候補を
抑えて当選した

24 トルコの領空を侵犯したとして，トルコ軍の戦闘
機がロシアの爆撃機を撃墜した。ロシア側は領空
侵犯はしていないと主張している

25 映画界の伝説的な女優と言われた原節子さんが 9
月 5日に亡くなっていたことが分かった。95歳

27 オウム真理教が1995年に起こした東京都庁郵便物
爆破事件で，東京高等裁判所は菊地直子元信者に
無罪を言い渡した

30 IMF（国際通貨基金）は，中国の通貨・人民元をド
ルや円と並ぶ世界の主要通貨に加えることを決めた

30 『ゲゲゲの鬼太郎』などで知られる漫画家の水木
しげるさんが亡くなった。93歳

5  15年度中間決算（速報）で，受信料収入は14年度同時期
を62億円上回る3,316憶円となり，15年度予算に対し
50.2%の進

しん

捗
ちょく

率となっていると発表した
5  NHKアーカイブスのポータルサイトの中に，「認知症・
高齢者のための回想法」ページを開設したと発表した。
なつかしい映像などを見て思い出を語り合う「回想法」
は，脳を活性化し精神状態を安定させ，長く続けると認
知症の進行予防につながる可能性があるとされる。高齢
者の記憶に残っていそうな番組やニュースなどの映像を
約300本掲載

5  30日からフランス・パリで開催されるCOP21に向けて，
世界の放送局の気象キャスターが出演する特別キャンペ
ーンに，14年に引き続き参加すると発表した。COP21
は地球温暖化対策の新たな枠組みの合意を目指す国連の
会議で，NHKからは『ニュースウオッチ 9 』の井田寛
子気象キャスターが参加

5  『新天地に挑んだ日本人～日本・ブラジル120年～』を放
送した。1895年11月に外交関係を結んで以来，ブラジル
へ渡った日本人移民たちにどんな歴史があったのか。
120年の歴史と今を， 2人の移民の人生から描いた

6  BPO放送倫理検証委員会は，14年 5 月に全国放送した
『クローズアップ現代』と，これに先立って関西地区で
放送した『かんさい熱視線』の 2つの番組について，「重
大な放送倫理違反があった」とする意見書を公表した。
いずれも寺院を巡る詐欺事件を扱った番組で，取材を受
けた男性が「NHKの記者に詐欺のブローカー役を演ず
るように依頼された」と週刊誌に明かしていた。同意見
書を受け，NHKは「事実に基づき正確な報道をすると
いう原点を再確認し，現在進めている再発防止策を着実
に実行していく」とコメントした

14 第35回「地方の時代」映像祭で，『NHKスペシャル』「命
と向きあう教室～被災地の15歳・ 1年の記録～」が，放
送部門の選奨に選ばれた

27 NHK杯国際フィギュアスケート大会が27から29日まで
の 3日間，長野市で開催された。男子シングルでは羽生
結弦選手が世界最高得点をマークし， 3年ぶり 2回目の
優勝を果たした。女子シングルは宮原知子選手が自己ベ
ストで初優勝し， 2シーズンぶりに復帰した浅田真央選
手は 3位にとどまった

27 29日までの大会期間中，NHK杯国際フィギュアスケー
ト大会をインターネットで同時配信する実証実験を行っ
た。スポーツ中継の同時配信に対するニーズや，アクセ
ス集中時のシステムへの負荷などを検証することを目的
とし，対象を限定せずに興味のある人はだれでもインタ
ーネットを通じて視聴することができる形式をとった

29 アルジャジーラ国際ドキュメンタリー映像祭で，『BS1
スペシャル』「憎しみとゆるし～マニラ市街戦　その後
～」が中編部門の「自由と人権賞」を受賞した

30 第46回科学放送高柳賞の中編部門で，『NHKスペシャ
ル』「腸内フローラ　～解明！驚異の細菌パワー～」が
優秀賞に選ばれた

11月
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3  総務省は，情報通信技術の進展で視聴者を取り巻く
環境が変化していることを踏まえ，放送を巡る諸問
題について検討する会合「放送を巡る諸課題に関す
る検討会」をスタートさせた。放送市場の今後の可
能性，地域メディアや地域情報確保の在り方，公共
放送を取り巻く課題への対応等を検討する。16年 6
月を目途に第一次取りまとめを行う予定

9  テレビ東京が，非連動型ハイブリッドキャストサービ
スを始めた。これまでのサービスは視聴者参加型の
特番との連動など一時的なものだったが，今後はハ
イブリッドキャストのコンテンツが常時提供される

17 別人による作曲が問題となった佐村河内守氏の謝罪
会見を伝えた，TBSテレビの情報バラエティー番組
『アッコにおまかせ！』（14年 3 月 9 日放送）につい
て，BPOの放送人権委員会は，「名誉を毀損する人
権侵害があったと言わざるをえない」として，再発
防止を求める勧告をした。勧告では，「聴覚障害者を
装ったかどうかについてTBSによる真実性の立証は
なく，情報バラエティー番組には，事実を事実とし
て正確に伝えることも求められる」と指摘した

18 千葉・幕張メッセで20日まで 3日間，Inter BEE（国
際放送機器展）が行われ，約 3万5,000人が来場した。
4 KのIP伝送など高画質化に対応した機器の出展が
目立った

18 特定秘密保護法に反対するフリージャーナリストな
どが法律の無効や賠償を求めた裁判で，東京地方裁
判所は，「立法によって取材が困難になったとは認め
られない」などとして訴えを退けた

19 在京キー局5局が始めた番組見逃しサービス「TVer」
の専用アプリのダウンロード数が，累計100万を超え
た。当初の想定「16年 3 月時点で50万ダウンロード」
を，10月26日のサービス開始から約 3週間で大幅に
上回る結果となった

25 海外において通信・放送・郵便事業，またはこれら
の関連事業を行うものに対して，資金の供給や専門
家の派遣などの支援を行う機構が設立された。総務
大臣の認可によるもので，政府は常時，機構の株式
総数の 2分の 1以上を保有。在京キー局 5局をはじ
め，電通・博報堂，テレビメーカー，通信事業者な
どが株主に名を連ねている。存続期間は20年

25 定額制動画配信・SVOD（Subscription Video on 
Demand）大手でNTTドコモが運営するdTVが，
4 K映像の配信を始めた

27 日本初のスマートフォン向け放送・NOTTVが，番
組提供サービスを16年 6 月30日で終了すると発表し
た。NOTTVはNTTドコモの子会社が12年 4 月に放
送を開始し，10月末現在の契約者数は約147万人

30 NTTぷららが 4 K映像によるIP放送を開始した。同
社は14年10月から 4 K映像によるVODも始めてお
り，VODとIP放送の両サービスで 4 K映像を提供す
るのは，日本初としている

7  New York Timesは，バーチャル・リアリティー（VR）
映像が体験できる簡易ゴーグルを約100万人の宅配読
者に無料配布した。読者は，同紙がGoogleと共同開発
した専用アプリをスマートフォンへダウンロードし
て，ドキュメンタリー番組などをVR体験できる

10 インド政府は，放送を含む15分野について，外資直接
投資（FDI）の出資比率制限を緩和することを明らか
にした。これにより，26%とされていたFMラジオ事業
とテレビニュースチャンネル事業のFDI上限は，個別
に認可を受けることを条件に49%まで引き上げられた

11 パキスタン政府は，テレビやラジオなどの規制機関
PEMRAの長官に，新聞やテレビの経験が長いアブサ
ル・アラム氏を充てる人事を発表した。長官ポストは，
前任者が汚職を理由に解任されてから，空白状態が続
いていた

16 フランスで，現在放送用に使われている700MHzの周
波数帯域を，通信事業者に割り当てる電波オークショ
ンが16，17日の両日行われた。落札したのはフランス
資本の4大電気通信事業者で，落札価格は合計で27億
9,600万ユーロ（約3,600億円）に上った

16 ドイツの州メディア監督機関が，「メディア多様性調
査」の結果を発表した。調査は国民の意見形成に対す
る影響力を調べるもので，企業別では公共放送ARDが
1位，複合メディア企業Bertelsmannが 2位だった

16 アメリカの政府系国際放送を監督する放送管理委員会
は，VOA（ボイス・オブ・アメリカ）など傘下の 5
つの放送機関のサービスを週1回以上利用する視聴者
が，15年には世界全体で過去最多の2億2,600万人（前
年比1,100万人増）に達したと発表した

17 ドイツの公共放送ARDは，ドイツに在留する難民向け
に，定時ニュース番組『ターゲスシャウ』の短縮版
『ターゲスシャウ100秒』にアラビア語と英語の字幕
をつけて配信するサービスを開始した

18 アメリカの大手スペイン語放送局Univisionは，ネット
上で番組を有料配信するOTTサービス・Univision 
Nowを開始した。月5.99ドル（約730円）あるいは年
59.99ドル（約7,300円）で，生放送と過去3～ 7日間の
番組をオンデマンドで視聴できる

20 アメリカのFoxは，同時および同日視聴の視聴率データ
の公表を取りやめると発表した。今後は放送後3日間
と7日間の視聴率のみを発表する。これによりFoxは，
放送局がニールセンのデータに独自の情報を加えて毎
朝視聴率を発表する動きから離脱することになった

23 イギリス政府は，BBCが実施する国際放送「BBCワー
ルドサービス」に16年度から政府資金を投入すること
を明らかにした。4年間での総額は2億8,900万ポンド
（約536億円）に上る

23 イギリスの商業テレビITVが，人気娯楽番組『The 
Voice』の放送権を獲得したことが明らかになった。
同番組は音楽オーディション番組で，番組制作会社が
BBC One向けに制作してきた

11月
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2  アメリカ・カリフォルニア州の障害者支援施設で
銃撃事件があり，14人が死亡した

3  スイスの司法当局はFIFA（国際サッカー連盟）
の副会長 2人を収賄の容疑で逮捕した

5  サッカーJ1のサンフレッチェ広島が， 2年ぶり 3
回目のシーズン優勝を果たした

7  JAXA（宇宙航空研究開発機構）は， 5年ぶりの
再挑戦により，日本の探査機「あかつき」を金星
を回る軌道に投入することに成功した

9  『火
ほ

垂
た

るの墓』で直木賞を受賞し，歌手としても
活躍した作家の野坂昭如さんが亡くなった。85歳

11 国際宇宙ステーションに 5か月近く滞在した宇宙
飛行士の油井亀美也さんが，地球に帰還した

12 安倍首相はインドのモディ首相と会談し，原子力
関連技術の輸出が可能になる，原子力協定の締結
で原則合意した。新幹線技術の導入でも合意

12 地球温暖化対策の国際会議・COP21は，発展途上
国を含む各国が協調して温室効果ガスの削減に取
り組む新たな枠組み「パリ協定」を採択した

12 スペインで行われたフィギュアスケートの男子シ
ングルで，羽生結弦選手が自身の持つ世界最高得
点を更新する330.43をマークし 3連覇を果たした

16 自民・公明両党は，消費税の軽減税率を生鮮食品
と加工食品に加えて新聞にも適用することを盛り
込んだ，16年度の税制改正大綱を決定した

16 最高裁判所は，夫婦別姓を認めない民法の規定に
ついて，憲法に違反しないとの判断を示した。再
婚禁止期間については，100日を超える部分に憲
法違反との判断

16 アメリカのFRB（連邦準備制度理事会）は，リー
マンショックのあと 7年間続けてきたゼロ金利政
策を解除して，利上げを始めることを決定した

20 水球の日本男子がアジア選手権で 1位となり，32
年ぶりとなるオリンピック出場を決めた

21 FIFAは，ブラッター会長とプラティニ副会長を
いずれも 8年間の活動停止処分にしたと発表した

22 新国立競技場の建設計画が，建築家の隈研吾氏が
デザインしたA案に決まった。総工費1,489億円

24 総額が過去最高の96兆7,218億円となる16年度予
算案が閣議決定された

25 沖縄県は，名護市辺野古で進められているアメリ
カ軍基地の移設工事を早急に止めるため，国を相
手に訴えを起こした

28 慰安婦問題に関する日本と韓国の外相会談が行わ
れ，日本が10億円を拠出し，両政府が協力して元
慰安婦の心の傷を癒やすための事業を行うことで
合意した

31 理化学研究所は，04年に人工的に作り出すことに
成功した113番目の新元素が正式に認定され，名
前を付ける権利が与えられたと発表した。命名権
の獲得は日本でもアジアでも初めて

2  アジア・テレビ賞のベスト2Dアニメ部門で，『山賊の娘ロー
ニャ』第10話「きょうだいの誓い」が最優秀賞を受賞した

3  『連続テレビ小説』「カーネーション」が，国際交流基金
の協力で，ナイジェリアやルーマニア，それに，メキシ
コや中央アジアのカザフスタンなど，世界20か国で放送
される見込みとなったと発表した。これまでの展開先を
加えると，合わせて31の国と地域となり，その数は「お
しん」の73に次ぐ規模となる

5  東京江東区の日本科学未来館で 5，6日の 2日間，「NHK
サイエンス スタジアム2015」を開催した。この催物は，
番組の公開生放送・収録のほか，さまざまな体験展示で，
視聴者に“カガク”の面白さを体感してもらうのが目的

9  日本を飛び出して異国の地で夢に挑み続ける女性の奮闘
を，漫画を織り交ぜて描く『世界で花咲け！なでしこたち』
（ 4回シリーズ）を，9～11日の 3日間，BS1で放送した

11 14年 5 月に放送された『クローズアップ現代』「追跡“出
家詐欺” ～狙われる宗教法人～」について，BPO放送人
権委員会は，「放送倫理上重大な問題があった」と判断
した。この番組を巡っては，11月 6日にBPO放送倫理検
証委も，重大な放送倫理違反があったとする意見を公表
している。放送人権委はこれとは別に，番組の中で“ブ
ローカー”として紹介された男性から，人権侵害と名誉・
信用の毀損の申し立てを受けて審理していた。審理の結
果，人権侵害には当たらないと結論づける一方，明確な
裏付け取材を欠いたまま，虚構を視聴者に伝えたとして，
NHKに放送倫理の順守のさらなる徹底を勧告した

12 ノーベル賞授賞式が行われた翌日，『とことん知りたい！
ノーベル賞』を放送した。15年にノーベル賞を受賞した
2人の日本人科学者，大村智・北里大学特別栄誉教授と
梶田隆章・東京大学宇宙線研究所所長の，研究の詳細や
研究者になるに至った半生などを紹介した

25 第70回文化庁芸術祭で，テレビ・ドラマ部門の大賞に『土
曜ドラマ』「64（ロクヨン）」，優秀賞に『スペシャルド
ラマ』「洞窟おじさん」が，テレビ・ドキュメンタリー
部門の大賞に『ETV特集』「薬禍の歳月～サリドマイド
事件50年～」が，それぞれ選ばれた

31 『第66回NHK紅白歌合戦』が行われ52組の歌手が出場し
た。総合司会は黒柳徹子と有働由美子アナウンサーが担
当し，紅組は綾瀬はるか，白組は井ノ原快彦がそれぞれ
務めた。ビデオリサーチの調べでは，関東地区の平均世
帯視聴率は前半が34.8%，後半が39.2%で，前後半の二部
制になった1989年以降，後半では最も低い視聴率となっ
た。関西地区の世帯視聴率は前半が36.8%，後半が43.0%
だった

31 8 Kスーパーハイビジョンによる『NHK紅白歌合戦』
のライブパブリックビューイングを，横浜赤レンガ倉庫
など全国 4か所で実施した。このうち東京都港区の放送
博物館に新設された「 8 Kシアター」では， 8 Kスーパ
ーハイビジョンと，22.2マルチチャンネルの 3次元音響
による生中継を，事前に抽選で選ばれた来場者約70人が
視聴した

12月
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1  日本ケーブルテレビ連盟は，全国統一編成による
4 K放送のコミュニティーチャンネル「ケーブル
4 K」を開局した。各地の事業者が制作した，地域
の文化や魅力を全国に伝える番組を放送することを
目的とし，スタート当初は39社が参加

1  映画会社やテレビ局などのコンテンツホルダーによ
る映像配信サービス「bonobo」が本格的にスタート
した。 9月の当初は 6社300作品によるスタートだっ
たが，12月から34社2,500作品に拡充された。NTTド
コモが経営に参画している

7  TBSラジオ，文化放送，ニッポン放送のAMラジオ
3局が，FM補完放送「ワイドFM」を始めた。FM
補完放送は，ビルなどによる都市型難聴や災害発生
への対応策としてAM放送と同時に放送するもので，
実施するAM局は全国で14になった（親局のみ，12
月末時点）

9  BPO青少年委員会は，テレビ東京が15年 9 月に放送
した深夜番組『ざっくりハイタッチ』の内容につい
て，「『下品，卑わいな表現は避ける』を心に留め番
組制作にあたることを望みます」とする，「委員会の
考え」を公表した。10月に審議入りし，テレビ東京
とは書面によるやり取りのみで審議を終えた

10 国内に5,800万人のユーザーを持つコミュニケーショ
ンアプリを展開するLINEは，パソコンとスマホ向け
に，動画を無料で生配信する「LINE LIVE」のサー
ビスを開始した

12 フジテレビは，ハイブリッドキャスト対応受信機で
4 K品質のインターネット配信映像を 2 Kの放送と
同期して再生する実証実験を行った。IPTVフォーラ
ムの技術仕様に新しく採用された方式を使用したが，
この方式では個々のネット回線の状況に応じた動画
配信が可能

14 動画配信サービスGYAO！が，全国のローカルテレ
ビ局の番組を無料で配信する特設サイト「ご当地テ
レビ特集」を開設した。各局のバラエティー番組や
“名物女子アナ”コーナーなどがある

17 韓国の朴槿恵大統領の名誉を傷つけたとして起訴さ
れた産経新聞の加藤達也前ソウル支局長に対し，韓
国のソウル中央地方裁判所は無罪判決を言い渡した。
裁判所は，判決文の読み上げに先立ち，韓国外務省
が提出した文書を読み上げた。この中で韓国外務省
は，「今回の裁判が両国の関係改善の障害となってお
り，大局的に善処すべきだ」と日本側から強い要望
があったとし，「日本側の主張をしん酌することを望
む」と配慮を求めていた。22日韓国の検察は控訴し
ないことを決め，前支局長の無罪が確定した

25 総務省で「 4 K・8 Kロードマップに関するフォロー
アップ会合」が開催された。第二次中間報告が示さ
れてから 5か月ぶりとなる本会合では，主に衛星基
幹放送による 4 K・8 K放送の，その後の進

しん

捗
ちょく

状況な
どが報告された

2  アメリカで銃器専門のショッピングチャンネルGun 
TVがDish Networkで始まることが明らかになった。
通常のショッピングチャンネルと同様，視聴者はイ
ンターネットか電話で注文し，商品は最寄りの銃器
販売店に送られて，身元確認などの後渡される

3  ドイツの全16州の首相は，第19次放送改正州間協定に
調印し，放送関連法の改正を行った。公共放送ARD
とZDFに，公共放送離れが顕著な10代と20代の若者
を対象にしたサービスを共同で制作・提供するよう求
めるほか，放送負担金制度の微調整を定めている

10 イギリスの放送・通信分野の独立規制機関Ofcomが，
テレビの見逃しサービスに関する世界各国の利用状
況調査で，イギリスでの利用率が70%と他の先進国よ
り高かったと発表した。フランスとイタリアは52%，
アメリカ37%，ドイツ36%で，日本は26%だった

10 アメリカの優れたテレビ番組や映画に贈られるゴー
ルデングローブ賞のノミネート作品が発表され，ネ
ットフリックスなどの動画配信サービスが制作した
作品が多数を占めて， 4大ネットワークを圧倒した。
授賞式典を中継するNBCのノミネートはゼロだった

10 韓国の放送通信委員会は，放送・通信関係のセット
商品を販売する際に，虚偽・誇張の広告を掲載した
とされる 9事業者に対して，是正命令と計約20億ウ
ォン（約 2億円）の課徴金を課すことを決めた

14 ニューヨークに本部を置くジャーナリスト保護委員
会（CPJ）は，12月 1 日現在で世界各国の獄中にい
るジャーナリストの統計を発表した。中国が49人と
最も多く，続いてエジプトが23人，イランが19人，
エリトリアが17人

21 BBCと番組制作会社を中心とする業界団体Pactは，
BBCが計画するBBC Studios案について協定を結ん
だことを発表した。この計画は，BBC本体の番組制
作部門をBBC Studiosという名称で子会社化し，一
部のジャンルを除いて100%制作委託するというもの

22 イタリアの公共放送RAIの受信料を電気代と一括徴
収する案が盛り込まれた「2016年予算安定法」が成
立した。これにより，受信料は16年から年額113.50
ユーロ（約 1 万5,000円）から100ユーロ（約 1 万
3,000円）に値下げされ，電気代と一緒に徴収される

26 中国政府は，フランスの週刊誌の北京駐在記者ウル
スラ・ゴーティエ氏の記事が「テロリズムの片棒を
担いだ」などとして，同氏を事実上の国外退去処分
としたことを明らかにした

29 ジャーナリスト保護委員会（CPJ）が，15年に業務
に関連して死亡したジャーナリストは69人で， 4割
はイスラム過激派に殺害されたものだったと発表し
た。国別ではシリアが10人で最も多く，単独の事件
ではシャルリ・エブド紙襲撃事件の 8人が最も多い

31 年末までにテレビの地上デジタル放送への完全移行を目
指していたメキシコでは，アナログ放送の終了期限を一
部地域で1年延長し，16年末とすることにした

12月
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6  北朝鮮が水爆の実験を行い，成功したと発表した。
北朝鮮の核実験は 3年ぶり， 4回目だが，水爆の
実験を行ったと発表したのは初めて

12 東京株式市場の日経平均株価が，年明けから 6営
業日連続の下落となり，値下がり幅は1,814円に
なった。終値は 1万7,218円96銭

12 ニューヨーク原油市場の先物価格が，一時およそ
12年ぶりに 1バレル30ドルの大台を割り込んだ

13 カレーチェーンの「壱番屋」は，廃棄を依頼した
ビーフカツを廃棄物処理業者が不正に転売し，カ
ツがスーパーで販売されていたと発表した。カツ
の横流しは， 2年間で60万枚近くに上る

15 長野県軽井沢町の碓井バイパスで，スキーツアー
のバスが道路下に転落し，乗客の大学生13人と乗
員 2人の合わせて15人が死亡した

16 台湾の総統選挙は，民進党の蔡英文氏が与党・国
民党の候補に大差をつけて圧勝し，台湾で初めて
女性の総統が誕生することになった

16 欧米など関係 6か国は，イランへの核開発に関連
する経済制裁の解除を決めたことを明らかにした

19 15年に訪日した外国人旅行者は1,973万人で，過
去最高を更新し，45年ぶりに海外へ出国した日本
人の数を上回った。買い物や宿泊などに消費した
金額は，推計で 3兆4,771億円

19 第154回芥川賞と直木賞の選考会があり，芥川賞
に滝口悠

ゆう

生
しょう

さんの「死んでいない者」と本
もと

谷
や

有希
子さんの「異類婚姻譚」が，直木賞に青山文平さ
んの「つまをめとらば」が選ばれた

24 沖縄県宜野湾市の市長選挙で，自民党と公明党が
推薦する，現職の佐

さ

喜
き

真
ま

淳
あつし

氏が当選した
24 大相撲初場所で大関琴将菊が， 3横綱を破り初優

勝した。日本出身力士の優勝は10年ぶり
24 強い寒気の影響で西日本を中心に記録的な大雪，

低温になった。奄美大島では115年ぶり 2回目の，
沖縄本島では観測史上初めて，雪を観測した

26 天皇皇后両陛下が，フィリピンを 5日間の日程で
訪問された。フィリピンの戦没者をまつる「無名
戦士の墓」や，日本政府が戦没者のためにマニラ
郊外に建てた「比島戦没者の碑」を訪れ，日本と
フィリピン両国の戦没者を慰霊された

28 甘利明経済再生担当大臣が，建設会社から現金を
受け取っていたことを認め辞任した

28 世界保健機関は，中南米を中心に感染が拡大して
いる，蚊が媒介する感染症「ジカ熱」について，
その規模が最大で400万人に上るおそれがあると
発表した

29 日銀は，金融機関から預かっている当座預金の一
部の金利を，現在の0.1%からマイナス0.1%に引き
下げる金融緩和策を導入することを決めた

29 福井県の高浜原発 3号機が再稼働した。再稼働は
鹿児島県の川内原発に次いで 2か所目

10 16年『大河ドラマ』「真田丸」がスタートした。室町幕府
が滅亡し，すべてが白紙に戻った混とんの戦国時代。信
濃の一領主真田昌幸の次男として生まれた信繁（通称・
幸村）が，乱世を生き延びていくため迷い，悩み，苦し
みながら成長して，いつしか，覇者・徳川家康をも恐れ
させる伝説の武将となる道程を描く。主演は堺雅人

12 16年度の収支予算と事業計画を決定し，総務省へ提出し
た。事業計画では，リオデジャネイロオリンピック・パ
ラリンピックでインターネットを活用して多彩な情報を
分かりやすく提供するほか，パラリンピックの放送時間
を大幅に拡大する。また，スマートフォンで主なニュー
スやさまざまな防災情報を得ることができる専用アプリ
の運用を開始するほか，NHKワールドTVでは日本各地の
魅力を紹介する番組を新設するなど積極的な情報発信に
務めるとしている。収支予算の収入は7,016億円（15年度
比185億円増），支出は6,936億円（15年度比167億円増）

18 バンコク科学映像祭2015で，『NHKスペシャル』「ホット
スポット　最後の楽園　season 2  第 5回　巨木の森　空
飛ぶ動物たち～スンダランド　ボルネオ島～」がビジュ
アル・エフェクツ&撮影賞を受賞した

19 オーストラリアのメルボルンで18日から31日まで開催さ
れたテニスの四大大会の一つ，全豪オープンを，錦織圭
選手をはじめ主な選手の試合を中心に放送した

21 『NHKスペシャル』「シリーズ　JAPANデビュー　第1回　
アジアの“一等国”」（09年 4月 5日放送）により名誉が
毀損されたと，台湾の番組出演者がNHKを訴えた訴訟で，
最高裁は高裁判断を覆し名誉毀損はないとの判断を示し
た。番組では，西欧列強が行っていた「人間動物園」と
呼ばれる見せ物をまねて，日本が1910年の日英博覧会に
出演者の父らパイワン族の人たちを連れていき，その暮
らしぶりを展示したことを紹介した。最高裁は，視聴者は，
当時，博覧会で差別的な取り扱いがなされたという事実
が指摘されたと理解するのが通常で，同番組は出演者や
父の名誉を毀損するものではないとした

23 NHKワールドTVで，アジアや日本の今を独特の視点で鋭
く切り取るドキュメンタリーシリーズ『Inside Lens』を，
23～31日の 9日間連続で放送した

29 業務用のタクシーチケットを不正に使用したとして，さ
いたま放送局の3人の職員が，それぞれ諭旨免職，停職，
出勤停止の懲戒処分になった

30 放送90年記念事業の一環として展示の全面改修を行って
いた東京都港区のNHK放送博物館が，リニューアルオー
プンした。放送博物館は1956年に設立され，放送に関す
る資料約 3万点を所蔵。200インチの大型スクリーンで
8Kスーパーハイビジョンを視聴できる8Kシアターを新
設し，放送体験スタジオを一新するなど，“体験型”の展
示に力を入れている

31 『第53回日本ラグビーフットボール選手権大会』をテレビ
放送すると同時に，インターネットによる同時配信の検
証実験を実施した。同時配信のニーズとシステムの負荷
などが検証の内容

1月
2016年
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4  日本テレビは15年の年間視聴率が各時間帯とも
NHK・民放を通じてトップになり， 2年連続「三冠
王」を達成したと発表した。日本テレビによると，関
東地区の世帯視聴率は全日（ 6～24時）が8.6%で前
年比0.2ポイント増，プライム（19～23時）が12.5%，
ゴールデン（19～22時）が12.6%だった

8  読売テレビは，地上波で放送した番組を放送後 1週
間程度，インターネットを通じて無料配信するサー
ビスの，トライアルを開始した。開始当初の配信番
組はアニメやドラマ，バラエティーなど 5番組。関
東地区では未放送の情報番組も配信する

14 テレビで放送された番組やCMの内容をテキスト化
したメタデータを提供するエム・データ社が，クラ
ウド型ビッグデータ分析サービス「TV Rank」を開
始したことを発表した。テレビCMをランキング形
式や時系列形式で検索・集計することができ，広告
主などのマーケティング戦略への活用が見込まれる

18 人気アイドルグループSMAPの一部のメンバーが，
所属事務所から独立を検討していると報道されたこ
とについて，メンバーがそろって民放の番組に生出
演し，引き続きグループとして活動していく考えを
明らかにした。国民的関心が高く，番組世帯視聴率
は31.2%（関東地区，ビデオリサーチ調べ）。NHKも
直後のニュースで伝えた

19 SNSを活用して話題やニュースを幅広く伝える，アメ
リカの新興ネットメディア「BuzzFeed」が，日本で
のサービスを開始した。 1か月当たりの利用者は世
界で 2億人以上，ビデオ視聴回数は15億回に達する

19 スマホを番組やCMと同期させて，関連情報やクー
ポン等の連動コンテンツを提供するセカンドスクリ
ーンサービスを，よりタイムリーかつ効果的に実施
するためのモジュールを電通が発表した。具体的に
は，字幕からキーワードを抽出したり，キーワード
に関連する広告を自動表示したりするもの

21 サイバーエージェント社は，動画を生配信するプラッ
トフォーム「AmebaFRESH！」の提供を始めた。ス
マホのアプリもリリースされ，芸能人や政党による番
組，テレビやラジオの番組と連携したコンテンツ，ス
ポーツ中継などを無料で視聴することができる

27 テレビ情報誌の『TVぴあ』が休刊になった。同誌は
1987年の創刊で，関東版だけでなく各地域版も刊行
されていた。日本雑誌協会によると，08年 7 ～ 9 月
の発行部数は平均21万4,000部余りだったが，15年同
期にはおよそ10万3,000部と半減していた

31 動画配信サービスのUstream Asiaが日本から事実上
撤退することになった。同サービスはもともと海外
に派兵された米軍兵士と本国の家族とを，ネットで
結ぶ手段として考案された。日本でも，東日本大震
災時の災害報道の配信などで知名度は高まったが，
近年同様の動画配信サービスの参入が相次ぎ，その
勢いに陰りが見られるようになっていた

6  日刊紙フィガロによると，公共放送フランステレビ
ジョンの15年の視聴シェアは，ニュースと娯楽の総
合チャンネルFrance2が14.3%（+0.2），子どもと若
者向けの France4が1.7%（+0.1），教育・教養の 
France5が3.4%（+0.2）と前年を上回った

6  アメリカの有料動画配信サービス・ネットフリック
スが，新たに130余りの国でサービスを始めたことを
明らかにし，これで同社は世界190か国以上をカバー
することになった

8  BBCのジェームズ・ハーディング報道局長は，「BBC
ニュースの未来プロジェクト」を立ち上げ，報道事
業の見直し作業を開始したことを明かした。主な検
討課題として「ニュース提供の方法」など 4点を挙
げ，24時間ニュースの放送チャンネルを廃止しネッ
トのみで提供することも検討するという

11 トルコの最大野党CHP（共和人民党）は，15年のト
ルコのメディア自由度を示す数値を発表した。それ
によると， 1年間に解雇されたジャーナリストは774
人，警察に拘束されたジャーナリストは156人に上る。
「国境なき記者団」は15年のトルコの報道自由度を
世界180か国中149位としている

12 全米の放送局が自局で使用している周波数を競売に
かけるオークションの，参加申し込みが締め切られ
た。これは，FCCがスマホなどの激増でひっ迫する
周波数帯域を確保するために行うもので，競売の性
格上，申し込み局数は明らかにされなかった

14 カナダでCATV，携帯電話事業などを運営する
Rogersは，ロンドンで行われた全米プロバスケット
ボールNBAのトロント対オーランド戦を，北米初と
なる 4 Kで生放送した。また，23日には全米プロア
イスホッケーリーグNHLの 4 K中継も行った

15 スイス連邦では，受信料制度を廃止する条項を憲法
に追加すべきだとする国民発議が10万人の署名を集
めたことにより，発議された憲法改正案についての
国民投票が実施されることになった

17 米公共放送PBSで放送されてきた子ども番組『セサ
ミストリート』の新シリーズが，有料ケーブルチャ
ンネルHBOで始まった。新作はセットを一新し，番
組時間も 1時間から30分に短縮する形となっている

19 BBCが，政府の大規模な歳出削減の方針に従い財源
を大幅に縮小すると決定したことに対し，監督機関
のBBCトラストは，受信許可料の規模と金額に関す
る政府の取り決めのプロセスを，特許状の中に明文
化することを要望した

25 ブラジル政府は，計画では18年11月となっていた地
上デジタル放送の移行完了期限を見直すことを決め
た。23年までずれ込むのでないかとする報道もある

25 フィリピンのアキノ大統領は，政府所有の放送局
IBCの民営化を承認し，これを受けて政府系企業を
監督する監督委員会は，民営化入札の実施を発表し
た。最低価格は19億7,700万ペソ（約49億円）

1月
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1  米大統領選挙の幕開けとなるアイオワ州党員集会
で，共和党はテッド・クルーズ上院議員が，民主
党はヒラリー・クリントン前国務長官が勝利した

2  元プロ野球選手の清原和博容疑者が，覚醒剤取締
法違反の疑いで逮捕された

4  東芝は， 3月期の 1年間の最終損失が，過去最大
の7,100億円の赤字になる見込みだと発表した

6  台湾南部でマグニチュード6.4の地震があり，17
階建てのビルなどが倒壊した。犠牲者は116人に
上る（ 2月13日現在）

7  北朝鮮が事実上の長距離弾道ミサイルを発射し，
飛翔体は 5つに分離して海上に落下した

8  15年の経常収支は，原油安で輸入額が減ったこと
や外国人旅行者の増加などにより，16兆6,413億
円の黒字となり， 5年ぶりに黒字額が前の年を上
回った

11 アメリカを中心とする国際研究チームが，重力波
を初めて直接，観測することに成功したと発表し
た。重力波はアインシュタインがおよそ100年前
に一般相対性理論の中で提唱した現象の一つ

12 育児休暇を取る考えを示していた宮崎謙介衆議院
議員が，妻の出産直前に他の女性と不適切な関係
を持っていたことを謝罪し，議員を辞職した

12 東証の日経平均株価の終値が 1万4,952円となり，
1年 4か月ぶりに 1万5,000円を割り込んだ

15 14年に川崎市の老人ホームで入所者 3人が相次い
でベランダから転落して死亡した事件で，元職員
の男が殺人の疑いで逮捕された

16 日銀は，金融機関から預かる当座預金の一部に
0.1%のマイナス金利を適用する政策を開始した

17 新しい天体観測衛星「ひとみ」がH2Aロケット
30号機で打ち上げられ，打ち上げは成功した。し
かし，その後不具合が生じ， 4月28日運用を断念

19 スキー・ジャンプ女子の髙梨沙羅選手が，フィン
ランドで行われたワールドカップ第15戦で優勝
し， 2シーズンぶり 3回目の総合優勝を決めた

23 アメリカ大統領選に向けた共和党の候補者選びで
トランプ氏が 3連勝し， 3月 1日のスーパーチュ
ーズデーに向け弾みをつけた

24 運転開始から40年がたつ福井県の高浜原発 1 , 2
号機について，原子力規制委員会は新しい規制基
準の審査に事実上合格したことを示す審査書の案
を取りまとめた

25 シャープは，台湾の鴻
ほん

海
はい

精密工業による買収提案
の受け入れを決めた。日本の大手電機メーカーが
海外のメーカーの傘下に入るのは初めてで，買収
総額は6,600億円規模

26 15年の国勢調査の速報によると，日本の人口は 1
億2,711万47人で， 5 年前の調査と比べて94万
7,305人減少した。人口が減少したのは，96年前
の1920年に調査を始めてから，今回が初めて

4  15年10～11月の 4 週間にわたり，9,898人を対象に実施
したインターネット同時配信の実証実験結果を発表し
た。この実験はNHKが策定し総務大臣の認可を受けた
「インターネット実施基準」の中の試験的提供Bに当た
る。試験的提供Bは受信契約者から参加者を募り実施す
るもので， 1日16時間以内，期間は 3か月以内，参加者
は 1万人以内などの制約がある。平日の朝にスマートフ
ォンなどのモバイル端末で多く見られていること，年代
別では50歳以下で，モバイル端末による視聴がパソコン
を上回っていること等が分かった。放送と比較した遅延
は25秒程度で一般的な動画配信と大差はなく，権利処理
が完了して配信できた時間は実験期間全体の78%だった

7 放送現場から生まれた技術を紹介するNHK番組技術展
が， 3日間，東京・渋谷の放送センターで開かれた。28
点が展示され，このうち火山を監視するロボットカメラ
は持ち運びができる組み立て式で，太陽光パネルとバッ
テリーを使って撮影ができ， 5日に鹿児島の桜島が噴火
した瞬間も鮮明に捉えていた。また，水深1,000mの水
圧に耐えられる深海カメラは，月明かりの100分の 1の
光しかない暗い場所でも撮影ができる

9 NHKの関連会社，NHKアイテックは，社員 2人が架空
発注を繰り返すなどの方法で約 1億9,800万円を着服し
ていたとして，この 2人を懲戒解雇とする処分を行った

11 公職選挙法が改正され，“18歳”はこれからは有権者と
してより積極的な社会参加を求められる。“18歳”とい
う時間は人生の中でどんな意味をもつのかを問う番組，
『人生は18歳で決まる！？』を放送した

13 13，14日に 2回にわたって『NHKスペシャル』「司馬遼
太郎思索紀行 この国のかたち」を放送した。没後20年，
半世紀にわたる思索の結実『この国のかたち』から，巨
人最後のメッセージを読み解く

16 危険ドラッグを製造・所持していたとして逮捕されたア
ナウンス室の職員が，懲戒免職の処分となった

17 NHKと次世代放送推進フォーラム（NexTV-F）の衛星基
幹放送による4 K・8 Kの試験放送について，総務省は電波
監理審議会の答申どおり認定した。申請によると，NHK
は 1日12時間の放送で，ほとんどを8 Kで提供する。一方， 
NexTV-F は 1日1時間の放送で，大半を4 Kで提供する

17 NHK放送文化研究所が1960年から 5年ごとに実施して
いる国民生活時間調査の，15年の結果がまとまった。平
日のテレビ視聴時間は平均 3時間18分で， 5年前より減
少。年齢別に見ると男女の10代や40代だけでなく，男女
50代と男60代以上でも短くなった

19 NHKと民放連は，総務省のヒアリングで，次期（17～19年
度）電波利用料制度に関して，負担する料額の算定時に放
送への軽減係数を継続して適用するよう求めた。また，電
波利用料の使途として，4 K・8 K推進に向けて衛星放送左
旋の受信環境整備や，地上放送向け技術開発等，放送高
度化推進への活用等を要望した。電波利用料は，電波の
適正利用確保に必要な事務処理の費用を，受益者である
電波利用者（無線局免許人）が分担するもの
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1  エイベックスとジャパン・ライツ・クリアランスが
合併し，新しい音楽著作権管理会社・NexTone（ネ
クストーン）が発足した

1  朝日放送は，ウェブ広告配信の有効性などを検証す
る実験をスタートさせた。視聴者から許諾を得てテ
レビ受信機に蓄積する朝日放送やCMの実視聴ログ
データに加え，番組ウェブサイト，スマホアプリな
どへのアクセスログデータも活用する

3  主婦連合会とインターネットユーザー協会，電子情
報技術産業協会は，4 K・8 K放送での「コピー禁止」
を運用不可にするよう求める意見書を，次世代放送
推進フォーラムに提出した。同フォーラムは，15年
12月に公表した運用規定で， 4 K・8 K放送での録画
ルールとして，従来認められていなかった，無料放
送と月極め有料放送での「コピー禁止」の運用も含
めた検討が行われていることを明らかにしていた

12 衆議院予算委員会で高市早苗総務大臣が，放送事業
者が政治的な公平性を欠く放送を繰り返した場合に，
電波法に基づき電波の停止を命じる可能性について
答弁したことに関連し，政府は「『番組全体を見て判
断する』というこれまでの解釈を補充的に説明した
ものだ」などとする統一見解を同委理事懇談会に提
出した。高市大臣は予算委員会で，「極めて慎重な配
慮のもと運用すべきだ」としながらも，「将来にわた
って罰則規定を一切適用しないということは担保で
きない」と繰り返し答弁した

12 「スマートテレビ連携・地域防災等対応システム普及
高度化機構」等 3団体が，マイナンバーカードの個
人認証等の活用に必要な総務大臣認定を受けた。民
間の活用は 1月 1 日に解禁され，今回が初認定。 3
月26日には，マイナンバーカードを使ったテレビ防
災システムの実証実験が徳島県で実施された

15 BPO放送人権委員会は，フジテレビのバラエティー
番組『ニュースな晩

ばん

餐
さん

会
かい

』（15年 3 月 8 日放送）で
「人権侵害があった」として，人権と放送倫理に配
慮を求める勧告を出した。番組では，食品工場で起
きた事件を取り上げ，申立人の女性をストーカー行
為と社内いじめの中心人物として描いた再現ドラマ
を放送していた

17 電気通信事業法等の一部改正法（15年 5 月22日公布，
16年 5 月21日施行）により，有料放送事業者等に説
明義務や契約書交付義務を課す等の放送法改正がな
された。また，その詳細を定める関係省令等の改正
案については，電波監理審議会が妥当との判断を示
した

23 電通が「2015年 日本の広告費」を公表した。総広告
費は 6兆1,710億円に上り，対前年比で0.3%増となっ
た。このうち，テレビは 1兆9,323億円で対前年比
1.2%減となった。ラジオは1,254億円で対前年比1.4%
減だった。一方，インターネットは 1兆1,594億円で
対前年比10.2%増だった

2  BBCは，米Discoveryとの提携によって，22年冬季五
輪と24年の夏季五輪の放送権を獲得したと発表した

8  10年に広告放送を廃止して以来，資金難にあえいで
いたスペイン放送協会（RTVE）は，15年の赤字が
前年比で 7割減少して3,356万ユーロ（約41億円）に
とどまったと発表した。RTVEの年間予算は 9 億
5,000万ユーロ（約1,200億円）

8  New York Timesがスペイン語のウェブサイトを開
設した。課金制の英語版とは異なり，すべて無料で
配信される。同社が英語以外のウェブサイトを立ち
上げるのは，中国語に続いて 2言語目

8  タイの国家放送通信委員会は，タイTVに対して，デ
ジタル事業権料の未納を理由に， 4日付で事業免許
を取り消したと発表した

9  フランスの国務院（行政訴訟における最高裁判所）
は，商業放送最大手TF1傘下の有料ニュース専門局
LCIが，無料の地上デジタル放送へ移行することを認
可する決定を下した。15年12月に，視聴覚高等評議
会が認可の決定をしたところ，別の無料の地デジニュ
ース専門局が，決定の取り消しを国務院に求めていた

9  米国際放送を管轄する政府の放送管理委員会は， 7
億7,780万ドル（約884億円）に上る17年度の予算案
を発表した。同委員会は，その中で，過激派組織IS
やその他の過激派組織，ロシアやロシア語圏，中国，
イラン，キューバを重点地域とした

12 パキスタンの電子メディア規制機関PEMRAとケー
ブルテレビ事業者団体PCOAは，16年 9 月30日まで
に主要都市すべてのケーブル網をデジタル化するこ
とで合意した

18 BBCトラストは，EUからの離脱を問う国民投票に向
けて，BBCがとるべきガイドラインを発表した。ガイ
ドラインでは，残留派と離脱派の双方に同じ長さの放
送時間を杓子定規に充てるのではなく，議論の内容に
焦点を当ててバランスを取ることなどを求めている

18 米連邦通信委員会は，CATVや衛星放送などの有料
放送事業者がほぼ独占的に提供してきたSTB（セッ
トトップボックス）に統一規格を導入して，第三者
の事業者に開放する内容を含む新提案を可決した

19 中国の習近平国家主席が，主要メディアである人民日
報，新華社，中国中央テレビを相次いで訪れ，共産
党と異なる考えを報道することは許さない方針を強調
して，編集者や記者らに共産党への服従を求めた

23 米公共放送PBSは，16年末に子ども向けコンテンツだ
けを24時間提供する無料サービス「PBS KIDS 24／
7」をテレビとオンラインで始めることを明らかにした

24 イギリス上院の放送通信委員会は，BBCの特許状更新
に関する調査報告書を発表し，BBCの現行サービスの
範囲や規模，「情報，教育，娯楽」の提供という役割
のいずれも変更する必要がないと結論づけた。しかし，
受信許可料が政府とBBCの交渉で決まる現行の取り
決め方法については，ガバナンスの改革を提言した

2月
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1  認知症の男性が電車にはねられて死亡した事故の
賠償責任を巡る裁判で，最高裁は「家族に監督の
義務はなかった」とする判決を言い渡した

1  米大統領選挙に向けた候補者選びの山場となるス
ーパーチューズデーで，民主党のクリントン前国
務長官とトランプ氏が，それぞれ 7つの州で勝利
した

4  安倍晋三首相が，沖縄のアメリカ軍普天間基地の
移設計画を巡り，工事の中止を含む裁判所が示し
た和解案を受け入れる考えを表明した

9  大津地方裁判所は，高浜原発の 3 , 4 号機につい
て，運転の停止を命じる仮処分の決定を出した。
稼働中の原発の運転停止を命じる決定は初めて

11 東日本大震災の発生から 5年，天皇皇后両陛下が
出席されて，政府主催の追悼式が東京の国立劇場
で開かれた。今までに，死亡が確認されたのは 1
万5,894人，行方不明者と震災関連死を含めた犠
牲者は 2万1,000人を超える

13 トルコのアンカラで自爆テロがあり，37人が死亡
した。また19日には同じくトルコのイスタンブー
ルで自爆テロがあり 4人が死亡した

13 バドミントン全英オープンの女子シングルスで，
奥原希

のぞみ

望選手が初優勝を果たした。日本勢として
は39年ぶり。女子ダブルスも38年ぶりの優勝

20 現職のアメリカ大統領として88年ぶりにキューバ
を訪れたオバマ大統領は，カストロ国家評議会議
長と首脳会談を行った

22 ベルギーのブリュッセル郊外の国際空港と，ブリ
ュッセル中心部の地下鉄の駅で，相次いで爆発が
あり32人が死亡した。過激派組織ISによるテロ事
件とみられ，日本人 2人もけがをした

23 三井物産は 3月期の決算で，700億円の最終赤字
となる見通しを発表。翌24日には三菱商事が，
1,000億円を超える赤字となる見通しを発表した。
両社とも創業以来，初めての赤字

25 四国電力は，運転開始から来年で40年になる愛媛県の
伊方原発1号機について，廃炉にすることを決定した

26 北海道新幹線の新函館北斗と新青森の区間149㎞
が開業し，新函館北斗と東京の間が最速 4時間 2
分で結ばれた

27 民主党と維新の党の合流による民進党の結党大会
が開かれ，代表に民主党の岡田克也代表を選出し
た。党所属の国会議員は衆参両院で156人

27 2 年前に行方が分からなくなった女子中学生が，
東京・中野区で保護された。28日，指名手配中の
23歳の男の身柄を，静岡県で確保

29 戦後日本の安全保障政策の大きな転換となる安全
保障関連法が施行された

30 ミャンマーでアウン・サン・スー・チー氏ら新閣僚
の就任式が行われ，54年ぶりに軍出身ではない大
統領が率いる政権への交代が平和裏に実現した

1  放送文化研究所は，3日までの 3日間，東京・千代田区の
千代田放送会館で，「NHK文研フォーラム2016」を開催し
た。16年のテーマは，「変貌するメディア，その先を考える」

3  15年11月から16年 1 月にかけて実施したフィギュアスケ
ート，サッカー，ラグビーの 3つのスポーツ中継のイン
ターネット同時配信実験の結果を公表した。これはイン
ターネット実施基準の中の，スポーツイベントの生放送
番組を対象に実験を行う，試験的提供Aに該当する。配
信時間は合計で約14時間30分，訪問者数は延べ 9 万
5,000人だった。同時配信の利用のピークは，NHK杯フ
ィギュアスケートで羽生結弦選手が出場していた時で，
1万3,000人のアクセスがあった。運用上の大きなトラ
ブルはなく，テレビ放送と比較した遅延は約50秒だった

4  NHKワールドTVは， 4日から11日まで，リポートや中
継を交え，東日本大震災の被災地の現状や課題，被災を
きっかけに結ばれた世界各地との絆，困難を乗り越えて
未来を模索する若者の姿などを，海外に発信した

11 東日本大震災から 5年，11日を中心に震災関連の番組を
特集した。『特集　明日へ　つなげよう』（総合，11～13
日）は震災関連の特集の中心となる番組で，宮城県名取
市閖

ゆり

上
あげ

をキーステーションにして全国各地を生中継で結
ぶとともに，定時番組とも連動して放送した。そのほか，
総合では『こころフォト』のスペシャル版『こころフォ
トスペシャル』「家族と過ごした風景」を放送。Eテレ
では『21人の輪 あれから 5年後の子どもたち～福島 相
馬市～』（19日），BS1では『BS1スペシャル』「定点映像　
震災 5年の記録」（20日），R1では『ラジオドキュメン
ト東日本大震災 5年』（ 7～10日）などを放送した

17 『クローズアップ現代』の国谷裕子キャスターが，この
日の放送を最後に出演を終えた。国谷さんは93年の番組
開始から23年間にわたってキャスターを務めた。16年度
からは後継番組として，月～木の午後10時から『クロー
ズアップ現代＋（プラス）』を開始した

18 22日の放送記念日を前に，東京・渋谷のNHKホールで
記念の式典が開かれ，早稲田大学教授の髙畑文雄氏や歌
手の由紀さおり氏ら 6人に，放送文化賞が贈られた

23 株式会社ソシオネクストとの共同開発の下， 8 Kテレビ
の市販化に不可欠な，HEVC符号化方式に対応した 8 K
映像のデコーダーの 1チップ化に成功した。HEVCは動
画圧縮規格の一つで，圧縮効率が優れている。11月から
量産および出荷を開始する予定

29 第57回科学技術映像祭の自然・くらし部門で，『NHKス
ペシャル』「新島誕生　西之島～大地創成の謎に迫る～」
が文部科学大臣賞を，『NHKスペシャル』「小笠原の海
にはばたけ～アホウドリ移住計画～」が部門優秀賞をそ
れぞれ受賞した。研究開発・教育部門では『コズミック
フロント・プラネタリウム版 ファーストスター誕生』
が部門優秀賞を受賞した

31 16年度予算が国会で承認された。事業収入は7,016億円，
事業支出は6,936億円。不祥事が相次いだことなどを背
景に，全会一致の承認には至らなかった
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第１部　2015年度の動き｜  放送日誌
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1  サイバーエージェント社とテレビ朝日が共同で進め
る動画配信事業「AbemaTV」が， 4月の本サービ
ス開始を前に一部先行配信を始めた。12のチャンネ
ルでオリジナルのニュースやバラエティー，外部か
ら調達したドキュメンタリーなどを無料で配信

1  V-Lowマルチメディア放送「i-dio」が，東京，大阪，
福岡の 3つの地域で始まった。このi-dioは，テレビ
の地上アナログ放送で使われていた99～108MHzの
周波数帯（V-Low）を活用した無料放送で，音声だ
けでなく，映像，データ放送などの新サービスを地
域ごとに提供する

2  総務省の情報通信政策研究所が，14年度の「放送コ
ンテンツの海外展開に関する現状分析」を発表した。
日本の放送コンテンツの輸出額は10年度以降，毎年
増加を続けており，14年度は182億5,000万円で対前
年度比32.5%の増加，10年度に比べると約2.8倍

15 フジテレビは，14年 3 月からCS有料放送の 1チャン
ネルを放送と同料金でネットへ同時配信するサービ
スを展開してきたが，新たに 2チャンネルのサービ
スを開始した。有料放送では獲得しにくい若年層へ
のリーチがねらい

16 BPOの年次報告会が開かれ，放送人権，青少年，放
送倫理検証の 3委員会の委員長が15年度の活動を報
告した。このうち，放送倫理検証委の川端和治委員
長は「表現の自由を最大限活用した番組を安心して
作れるよう援助する」と述べた

17 通信キャリアのソフトバンクは，自社ユーザー向け
に， 7ジャンルのスポーツを月額500円で楽しめるサ
ービス「スポナビライブ」を開始した。コンテンツ
は，衛星有料チャンネルなどから調達したプロ野球
や大相撲，女子サッカーのなでしこリーグなど

23 総務省は，18年に開始が決まっている衛星基幹放送
による 4 K・8 K実用放送の実施に必要な制度整備の
ため，基幹放送普及計画，周波数割当計画等の関連
省令の整備案を作成して電波監理審議会へ諮問し，
原案適当との答申を受けた。計画では， 4 K・8 K放
送の伝送路として左旋の使用を基本とすることが示
された。またチャンネル数の目標としては，NHKは
BS左旋で 8 Kを 1，BS右旋では 4 Kを 1，NHK以外
の事業者はBS左旋で 6，110度CS左旋で10，BS右旋
で 2（帯域再編可能な場合は 5）が示された

31 14年 6 月に開局し，124／128度CSで 4 K試験放送を
行ってきた「Channel 4 K」が放送を終了した。 4
月 1 日，運営主体の次世代放送推進フォーラムはデ
ジタル放送推進協会（Dpa）と合併し，放送サービ
ス高度化推進協会（A-PAB）となった

31 東日本大震災後，27の自治体で，復旧・復興のため
の情報伝達を担う臨時災害放送局が開局したが，震
災から 5年が経過し，岩手県大槌町，宮城県女川町，
亘
わた

理
り

町の 3局が閉局した。岩手県釜石市，陸前高田
市など 7局は存続する

1  政府からBBCの規制と監督の在り方の検討を委託さ
れていたデビッド・クレメンティ卿による報告書が
発表された。勧告の要旨は，①BBCトラストとBBC
執行役員会によるガバナンス・システムを廃止し，
執行責任を負う単一のBBC役員会をBBC内部に設置
する②監督責任は，放送・通信分野を規制監督する
Ofcomに全面的に移行する，など

1  全米 2位の通信事業者AT&Tは，15年に買収した衛星
放送最大手のDirecTVで 3つの新しいストリーミング
サービスを，16年の第 4四半期に開始すると発表した

4  中国の政府系ネットサイト「無界新聞」で，習近平
国家主席の辞任を求める公開書簡が，海外のサイト
から転載されるという極めて異例の事態が起きた

4  トルコ最大の日刊紙で，エルドアン政権に批判的だ
ったザマンが，裁判所の決定により事実上接収され
た。裁判所が指名した管財人の下に置かれた同紙は，
論調を政権寄りに一変させた

8  フランスで，テロ事件の際，容疑者のスマートフォ
ンのロック機能の解除を捜査当局が求めたにもかか
わらずIT企業などが応じない場合，35万ユーロ（約
4,300万円）の罰金と最大で 5年間の懲役刑を科す刑
法の改正案が議会下院で可決された。

8  米国のFoxは，市民ジャーナリスト数百人が登録する
アプリを運営する企業のFresco Newsと協力して，市
民からの写真や動画をニュースなどで活用することを
決めた。Foxに採用されると報酬が Fresco Newsへ
支払われ，そのうち 3分の 2が寄稿者の収入になる

18 ドイツの行政裁判の最高審である連邦行政裁判所は，
一般世帯からの放送負担金の徴収は合憲であるとの
判決を下し，計18件の上告をまとめて棄却した。原告
は，受信機を所有していない世帯からも負担金を徴
収することは，法の下の平等に反すると訴えていた

22 カナダのトルドー新政権は，公共放送CBCに21年ま
での 5年間に 6億7,500万カナダドル（約580億円）
の追加予算を割り当てることを明らかにした。CBC
は先の政権下で予算削減を求められ，人員や独自制
作の時間の削減を行ってきた

22 ドイツの公共・商業放送事業者，送信事業者Media 
Broadcast，州メディア監督機関は，DVB-T2方式に
よる地上HD放送を，サッカーUEFA欧州選手権の開
催に合わせて， 5月31日に開始することで合意した

22 中南米諸国の有料テレビ契約件数が15年末時点で前
年比 4 %増加し6,984万に達したと，調査会社Dataxis
が発表した。国別ではブラジルが1,912万件で最も多
く，次いで 2位がメキシコ， 3位がアルゼンチン

27 カタール政府から財政支援を受け，首都ドーハを拠点
に国際的な衛星ニュースチャンネルを運営しているア
ルジャジーラが，500人近い人員の削減を発表した。
放送終了が決まっているアルジャジーラ・アメリカの
700人も解雇するとみられ，大幅人員削減の背景には，
カタール政府の財政悪化があると伝えられている
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