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る役割を担う“公開派遣番組”としては，『NHK
のど自慢』をはじめ，『新・BS日本のうた』『真
打ち競演』など数多くを制作した。
（2）特集番組
　18年度は，定番の大型歌番組や，定時番組を発
展させた特集，視聴者層の拡大をねらった開発番
組など，年間でおよそ140本を制作した。
　大みそか恒例『NHK紅白歌合戦』，第69回とな
る18年度は“夢を歌おう”をテーマに，NHKホ
ールから生放送で届けた。毎年 8月に視聴者のリ
クエストに応えて名曲を届ける『思い出のメロデ
ィー』も，今回で第50回を数えた。
　そして，明石家さんまがMCを務めた『明石家
紅白！』，全国の18歳世代を集めてライブ収録し
た『18祭』，ビートたけしらが出演した 2時間半
の長時間コント番組『コントの日』，星野源が番
組ホストを務めた『おげんさんといっしょ』など
多彩な特集番組も制作した。
　定時番組を発展させた特集としては『NHKの
ど自慢チャンピオン大会2019』『SONGSスペシャ
ル』『シブヤノオト　Presents』『ブラタモリ×鶴
瓶の家族に乾杯　新春SP』など数多く制作した。

Ⅲ．音楽・伝統芸能番組
　音楽・伝統芸能番組部では，クラシック音楽，
日本の伝統芸能，民謡，ポップスなど幅広いジャ
ンルで，良質な番組コンテンツを制作した。また，
海外の放送局，プロダクションとの国際共同制作
や，放送事業者との番組交換を積極的に行うなど，
日本の放送文化において重要な役割を担った。
（1）定時番組
　テレビではG『名曲アルバム』『民謡魂　ふる
さとの唄』，Eテレ『ららら♪クラシック』『クラ
シック音楽館』『にっぽんの芸能』『古典芸能への
招待』『ムジカ・ピッコリーノ』，BSP『クラシッ
ク倶楽部』『プレミアムシアター』などの定時番
組を放送した。ラジオではR1とFM合わせて39タ
イトルの定時番組を放送した。
（2）特集番組
　『新春眼福！花盛り』（1.1），『シンフォニック
・ゲーマーズ 3』（12.8），『第 9　ナイン・ストー
リーズ』（12.31）など幅広い世代に向けて特集番
組を放送。また，新春恒例の『ウィーン・フィル　
ニューイヤーコンサート2019』『こいつぁ春から　
初芝居生中継』『第62回NHKニューイヤーオペラ
コンサート』を生放送。
　SHVでは「ウィーン・フィル」「ベルリン・フ

ィル」「ロイヤル・コンセルトヘボウ」のオーケ
ストラを 8 Kで収録，また「パリ・オペラ座バレ
エ　白鳥の湖」「ミラノ・スカラ座　歌劇偽の女
庭師」を 8 Kで収録した。
　FMでは『NHK音楽祭2018』『第17回　東京
JAZZ』『新春民謡列島2019』『あらすじえもん』
など多彩な特集番組を放送した。
（3）公開派遣番組
　『民謡魂　ふるさとの唄』を 9か所，『民謡を
たずねて』を13か所で公開収録を実施し，民謡や
郷土芸能を通して地域の魅力を伝えた。ほかに
『ベストオブクラシック』 4か所，『吹奏楽のひ
びき』 2か所，『リサイタル・ノヴァ』 2か所，『弾
き語りフォーユー』 2か所，『きらクラ！』 2か
所，『ブラボー！オーケストラ』 1か所，『古楽の
楽しみ』 2か所で公開収録を実施した。

番組制作の委託

1．関連団体等への番組制作委託

　NHKは，質の高い放送番組の安定的確保を図
るとともに，外部の専門的能力を効果的に活用す
ることで，番組の一層の多様化を推進する視点か
ら，関連団体へ番組制作委託を行っている。
　18年度も，NHKエンタープライズ・NHKエデ
ュケーショナル・NHKグローバルメディアサー
ビスに，大型企画をはじめ各分野の番組制作を委
託，NHKサービスセンターに広報番組の制作を
委託，NHKプラネットに全国放送および地域放
送番組の制作を委託，日本国際放送に国際放送番
組の制作業務を委託した。
　また，NHKでは，多様な番組を送り続けるた
めに，関連団体を通じて番組制作会社への番組制
作委託も行っており，外部のさまざまな制作パワ
ーを効率的に活用している。

18年度の主な番組制作会社への制作委託
○地上波
　総合では，『ドラマ10』「デイジー・ラック」，
Eテレでは『ふるカフェ系　ハルさんの休日』な
どを制作・放送した。
○衛星波
　BS1では『世界はTokyoをめざす』『チャリダ
ー★快汗！サイクルクリニック』，BSプレミアム
では『ニッポンぶらり鉄道旅』『晴れ、ときどき
ファーム！』などを制作・放送した。
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2．番組制作会社への直接委託（外部制作委
託・本体）

　番組制作会社が，関連団体を経由することなく，
直接編成部門に提案する窓口として，06年 6 月に
編成局内にソフト開発センターが設立され，12年
6 月からは組織改正に伴いコンテンツ開発センタ
ーがその窓口になった。特集番組や新番組の提案
について，NHK，NHKの関連団体，それに番組
制作会社の 3者が，番組の企画提案や制作・演出
手法を競い合うことで，より高品質，効率的，多
様な放送番組を創造することを目的としている。
　18年度は，「企画競争」として 1年間で 7回の
募集を行った。テーマや期間を決めず通年募集し
ている企画競争を含めると，参加した番組制作会
社は19年 3 月末現在で，延べ273社で，591件の企
画が寄せられた。
　また『花へんろ特別編　春子の人形　～脚本家
・早坂暁がうつくしむ人～』（BSP，8.4），『ミス
テリースペシャル「満願」』（総合，8.14～16），『ス
ーパープレミアム　スペシャルドラマ“遙（は
る）かなる山の呼び声”』（BSP，11.24）などを
特集番組として放送した。
　番組制作会社との委託契約などにあたっては，
下請法に準拠した手続きをとっている。また「番
組制作会社との取引基準」に基づき，公共性・透
明性を高めるとともに，「NHK放送ガイドライ
ン」を周知し，公共放送としての質の確保に努め
ている。

購入番組

1．総 合

　定時ドラマでは，日曜午後11時に，韓国ドラマ
『オクニョ　運命の女（ひと）』（ 4月～）を通年
で放送した。
　アニメでは，日曜深夜に『ピアノの森』（ 4月～，
1月～），『つくもがみ貸します』（ 7月～），『進
撃の巨人　Season3』（ 7 月～），『ツルネ―風舞
高校弓道部―』（10月～）を放送した。
　特集番組としては，『劇場版　進撃の巨人　前
編～紅蓮の弓矢～』（7.2），『劇場版　進撃の巨人　
後編～自由の翼～』（7.9），『劇場版　進撃の巨人　
Season2～覚醒の咆哮（ほうこう）～』（7.20）を
放送した。

2．Eテレ

　定時ドラマでは，金曜午後 7時25分に『超能力
ファミリー　サンダーマン　シーズン 3』（ 4～
6月），『スクール・オブ・ロック』（ 6～11月），『ゲ
ームシェイカーズ　シーズン 2』（12～ 4 月）の
米国ドラマを放送した。土曜午後 6時25分には
『ゲームシェイカーズ』（ 4～ 9 月），『超能力フ
ァミリー　サンダーマン　シーズン 3』（10～ 3
月）を放送した。
　土曜午後 7時の定時番組『地球ドラマチック』
では，子供から大人まで楽しめる海外で制作され
たドキュメンタリーを放送。「古代エジプト　大
ピラミッドの新事実」（4.7），「小さな生き物ワン
ダーランド」（6.23），「ハリー・ポッターと魔法
の世界」（7.28），「ママとパパ　小学生になる！」
（9.1），「ナスカ　地上絵のミステリー」（11.17）
などを放送し，幅広い世代から反響を得た。
　金曜午後10時台は，『ドキュランドへ　ようこ
そ！』を新たに定時化して放送。「キャサリン妃　
秘密のワードローブ」（4.6）を手始めに，世界の
制作者による番組のうち，「ホームレス　イケメ
ンモデルの秘密の生活」（5.11），「エクササイズ
の真実」（6.15），「マイケル・ジャクソン　最期
の24時間」（1.4）など，女性視聴者層にリーチで
きる作品を，『BS世界のドキュメンタリー』と連
動しながら放送した。　
　定時アニメでは，通年で土曜午前 8時35分から
『おさるのジョージ』と『ひつじのショーン』，
12月からは『ひつじのショーン』に代わって『お
しりたんてい』を放送。土曜午後 5時32分からは
『PEANUTS　スヌーピー　ショートアニメ』，
午後 6時からは『スポンジ・ボブ』（ 4月～）を
放送した。
　特集番組としては，若者に人気の『映画　聲の
形（こえのかたち）』（8.25），子供向けには『映
画　かいけつゾロリ　ZZのひみつ』（1.1），『映画　
ふうせんいぬティニー　なんだかふしぎなきょう
りゅうのくに！』（1.2），『映画　きかんしゃトー
マス　とびだせ！友情の大冒険』（1.2），『映画　
くまのがっこう　パティシエ・ジャッキーとおひ
さまのスイーツ』（1.3），『やなせたかし原作アニ
メ「ハルのふえ」』（1.3），『おさるのジョージ　
スペシャル  おばけ伝説のなぞ』（2.23），『映画　
GAMBA　ガンバと仲間たち』（3.2），『見習いド
ラゴン　ゾグ』（3.2），『おさるのジョージ　スペ
シャル わくわくアドベンチャー』（3.3），『ハイウ
ェイ・ラット～嫌われおいはぎネズミ～』（3.9），
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『映画かいけつゾロリ　だ・だ・だ・だいぼうけ
ん！』（3.16），『きみのおうちへ（LOST　AND　
FOUND）』（3.21），『映画　マジック・ツリーハ
ウス』（3.31）を放送した。

3．BS1

　『BS世界のドキュメンタリー』は海外で制作
された秀作ドキュメンタリーを紹介している。前
期は「ヒトラー　新たな虚像と実像」「素顔のイ
ギリス王室」「神秘の人体」「風の歌を聴く」など，
週ごとにテーマを設定して 4作品を並べて展開。
後期は，シリーズ展開に代わり，作品ごとに単発
で勝負する路線に変更した。このうち，米トラン
プ政権を追及するメディアの姿勢を描いた「NY
タイムズの100日間～トランプ政権とメディアの
攻防～」（10.23～24）や，「白人至上主義の裏側
～オルト・ライト潜入記～」（10.26），「輪廻（り
んね）の少年」（12.13），「エリザベス女王と後継
者たち～王室外交の舞台裏～」（12.25）などに，
多くの反響が寄せられた。

4．BSプレミアム

　『プレミアムシネマ』は17年度の編成を踏襲
し，夜間の放送は月曜のみで，洋画・邦画を柔軟
に編成した。月曜午後 9時は， 4月に時代劇「柘
榴坂（ざくろざか）の仇討（あだうち）」（4.16），
「武士の献立」（4.23）を 2 週連続で放送，また
「アメリカン・スナイパー」（4.30），「ジョーズ」
（5.28）のほか，山田洋次監督，藤沢周平原作の
時代劇「たそがれ清兵衛」（6.18），「隠し剣　鬼
の爪」（6.25），「武士の一分」（7.2）を 3週連続で
放送，7月には，戦争映画「フューリー」（7.16）
を放送した。また， 8月は，邦画の話題作，終戦
に至る過程を描いた「日本のいちばん長い日」
（8.6）とアカデミー外国語映画賞を受賞した
「おくりびと」（8.13）を放送した。
　 9月はロバート・デ・ニーロ，アン・ハサウェ
イ共演の「マイ・インターン」（9.24），そのほか
「逃亡者」（10.15），その関連作「追跡者」（10.22），
11月には，関連番組と連動し，山田洋次監督の「幸
福（しあわせ）の黄色いハンカチ　デジタルリマ
スター版」（11.26），「東京家族」（12.3），1月には，
「マッドマックス　怒りのデス・ロード」（1.14），
SF「オール・ユー・ニード・イズ・キル」（1.28）
を放送， 2月には，将棋を題材にした「 3月のラ
イオン」前・後編（2.4，11）も放送した。
　大みそかから元日にかけては『年越し映画マラ
ソン』として，大みそかには「E．T．」「ハドソ

ン川の奇跡」と是枝裕和監督の「そして父にな
る」「海よりもまだ深く」「誰も知らない」の 3作
品を一挙放送（12.31）。元日はトム・クルーズ主
演の大ヒットシリーズ 5本「ミッション：インポ
ッシブル」「M：I－2」「M：i：Ⅲ」「ミッション：
インポッシブル　ゴースト・プロトコル」「ミッ
ション：インポッシブル　ローグ・ネイション」
を集中放送した。
　金曜深夜は，「怪談」（4.7），「リング」（4.14），「プ
ライベート・ライアン」（5.12），「映画『深夜食
堂』」（6.2），怪獣映画「トレマーズ」（8.4），ジム
・ジャームッシュ監督の「ストレンジャー・ザン
・パラダイス」（12.15），「ダウン・バイ・ロー」
（12.22）を放送した。 2月にはスタンリー・キ
ューブリック監督のホラー映画「シャイニング」
（2.2）， 3 月には，フランシス・フォード・コッ
ポラ監督の「地獄の黙示録」（3.2），「第91回アカ
デミー賞授賞式　総集編」（3.10）を放送した。
　『プレミアムシネマ』午後（月～金，午後 1
時）は，特色ある編成となるよう心がけた。 4月
は，西部劇を特集し，「シェーン“デジタルリマ
スター版”」（4.9），「大砂塵」（4.10），ジョン・フ
ォード監督の 2作品「馬上の二人」（4.11），「シ
ャイアン」（4.12）と「マッケンナの黄金」（4.13）
の 5作品を放送した。また，マット・デイモン主
演のスパイ・アクション「ボーン・アイデンティ
ティー」（5.3），「ボーン・スプレマシー」（5.4）
を連続で放送。 6月には，人気アクション 4作品
「リーサル・ウェポン」（6.11），「リーサル・ウ
ェポン 2／炎の約束」（6.12），「リーサル・ウェ
ポン 3」（6.13），「リーサル・ウェポン 4」（6.14）
を一挙放送した。また， 7月には横溝正史原作の
ミステリー「犬神家の一族」「悪魔の手毬唄」「獄
門島」（7.25～27）の 3 作を連続で放送した。 9
月は特集と連動し，フランス映画「男と女」
（9.10），「シェルブールの雨傘」（9.11）「ロシュ
フォールの恋人たち」（9.12），エリック・ロメー
ル監督の 2作品「緑の光線」（9.13），「木と市長
と文化会館　または七つの偶然」（9.14），また，
アラン・ドロンを特集し，「太陽がいっぱい」
（9.25），「冒険者たち」（9.26），「太陽はひとりぼ
っち」（9.27），「地下室のメロディー」（9.28）を
放送した。
　11月は，ミュージカル「王様と私」（11.19），
歴史スペクタクル「クレオパトラ」（11.20），そ
して，山田洋次監督の作品を特集し，「キネマの
天地」（11.22），「おとうと」（11.23），「家族」（11.26），
「故郷」（11.27），「遙（はる）かなる山の呼び声」
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（11.28），「息子」（11.29），「学校」（11.30）を放
送した。12月には戦争映画「ロンメル軍団を叩
け」（12.4），「ミッドウェイ」（12.5），実話をもと
にしたロバート・ワイズ監督のサスペンス「ヒン
デンブルグ」（12.6），同じワイズ監督のミュージ
カル「サウンド・オブ・ミュージック」（12.24）
を放送した。 1月からは，日替わりで各ジャンル
の作品を編成し，クロード・ルルーシュ監督のド
ラマ「愛と哀しみのボレロ」（1.7），西部劇「オ
レゴン魂」（1.8），コメディー「マネー・ピット」
（1.9），サスペンス「ジャッカルの日」（1.10）を
放送した。 2～ 3 月は歴代アカデミー賞受賞作
「アポロ13」（2.18），「勇気ある追跡」（2.19），「レ
ッズ」（2.20），「ハッド」（2.21），「大統領の陰謀」
（2.22），「ドクトル・ジバゴ」（2.25），「第十七捕
虜収容所」（2.26），「アメリカ　アメリカ」（2.28），
「大空港」（3.1），「バリー・リンドン」（3.4），「ミ
ッション」（3.6）を放送した。
　さらに 3月には「小さいおうち」（3.15），「七
人の侍」（3.21），「あなたへ」（3.22），「母と暮せば」
（3.29）を放送。日曜の午後の時間帯に「ステキ
な金縛り」（3.3），黒澤明監督の「用心棒」（3.24），
J・K・ローリング製作・脚本のファンタジー「フ
ァンタスティック・ビーストと魔法使いの旅」
（3.31）も放送した。
　海外ドラマでは，定時番組として水曜午後10時
30分に米国ドラマ『クイーン・メアリー　愛と欲
望の王宮－決断－』（ 4月～），後期には，『THIS 
IS US　36歳、これから』（11月～）を放送した。
　日曜午後 9時に，韓国ドラマ『仮面の王　イ・
ソン』（ 4月～）を前期で，後期には『秘密の扉』
を放送し，年度末に放送直前特番とあわせて『不
滅の恋人』を放送した。また，土曜午後 5時には，
人気シリーズ『刑事フォイル』『SHERLOCK（シ
ャーロック）1～ 4』を前期に再放送，後期は，
午後 4時半から，新作英国ドラマ『刑事モース～
オックスフォード事件簿～』，そして，アメリカ
での放送開始50周年を記念し，傑作ドラマ『刑事
コロンボ』全69作から視聴者投票で選ばれた20作
を，放送直前特番とあわせて放送した。
　アニメは，定時番組として日曜の午前 7時30分
から『ハイキュー‼︎』（ 6月～）を放送した。
　また，特集番組として映画『心が叫びたがって
るんだ。』（3.23），『夜明け告げるルーのうた』
（3.26），『打ち上げ花火、下から見るか？横から
見るか？』（3.27），『夜は短し歩けよ乙女』（3.29），
『劇場版　ソードアート・オンライン －オーデ
ィナル・スケール－』（3.30）を放送した。

5．BS 4 K

　12月の開局から毎週水曜ドラマ枠では，名作コ
メディー『奥さまは魔女』 4 K版を放送。年末年
始編成と 1月からの水曜枠で，アメリカでの放送
開始50周年を記念し，『刑事コロンボ』全69作
4 Kリマスター版の放送を開始した。

国際共同制作
　NHKは1980年から，継続的に海外の放送局や
制作会社，配給会社と国際共同制作を行っている。
事務局は編成局展開戦略推進部に置いている。
　国際共同制作は大型番組を制作するうえで今や
世界的に常識となっている。この背景には，テレ
ビ番組市場を巡る環境が厳しさを増していること
が要因として挙げられる。インターネットとの競
合や多チャンネル化で良質なソフトへの需要が高
まる中，国際間で制作費を分担して高品質の大型
番組を確保する動きが活発化しているといえる。
最近では全世界を対象にしたSVODサービスの誕
生によりメディアを超えた新たなパートナーシッ
プの構築が課題となっているほか， 4 K・8 Kなど
スーパーハイビジョン・コンテンツの国際共同制
作も始まっている。18年度に放送した国際共同制
作番組は55タイトル，175本であった。
　 4月に放送された『NHKスペシャル』「人類誕
生」は，台湾PTS，英S4C，独オーテンティック，
仏フランステレビジョンズのほか，米SVODサー
ビスのキュリオシティーストリームとの共同制作
となり，全世界で放送・配信された。12月に放送
された特集ドラマ『バーニング』は，韓国の映画
監督イ・チャンドンの制作会社パイン・ハウス・
フィルムとの共同制作で，イ監督が村上春樹の短
編小説『納屋を焼く』を映像化した。カンヌ映画
祭でも上映された。また， 3月にプロローグが放
送された『NHKスペシャル』「スペース・スペク
タクル」は，米SVODサービスのキュリオシティ
ーストリームとの共同制作で，シリーズが全世界
で配信される。
　そのほか18年度に放送した主な国際共同制作番
組は以下のとおり。
○ドキュメンタリー
『NHKスペシャル「ブループラネット」』：BBC
／BBCWW（英）。『バビブベボディ』：S4C（英）。
『ダーウィンが来た！　生きもの新伝説「歩く掘
削機！？珍獣ツチブタ」』：アフリカ・ワイルドラ
イフ・フィルムズ（南アフリカ）。『コズミック　
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フロント☆NEXT「月の裏にサンタクロースがい
た！？アポロ 8号　決死のミッション」』：WGBH
／PBSd（米）。『BS世界のドキュメンタリー「ソ
ーシャルメディアの“掃除屋”たち」』：ゲルブル
デール・ビーツ・フィルム・プロダクション（独）。
○音楽ほか
『プレミアムシアター　チューリヒ・バレエ「く
るみ割り人形とねずみの王様」』：アクセンタス・
ミュージック（独）。『プレミアムシアター　ザル
ツブルク音楽祭2018「スペードの女王」』：ユニテ
ル（独）。

「日本賞」教育コンテンツ国際コンクール
　「日本賞」は教育番組の国際コンクールとし
て，世界の教育番組の質の向上および国際理解と
協力の増進に貢献する目的で1965年に創設され
た。世界各地の制作者が交流し議論する場や，メ
ディアを利用した教育に関する最新情報を交換す
る機会として大きな役割を果たし，教育に特化し
た世界でも類を見ない国際イベントとして独自の
地位を築いている。近年はインターネットをはじ
めとする情報技術の急速な進展やコンピューター
教育の普及など，著しい変化を遂げる教育メディ
アのデジタル化に対応し，既存の対象年齢別カテ
ゴリーの枠に収まらない革新的なメディアの活用
に挑む作品の顕彰も行っている。
　18年の第45回コンクールは，11月 2 日から 9日
に，本審査と公開イベント，授賞式が行われた。
東京・渋谷のNHK放送センターを中心に，
100BANCH（渋谷），JICA地球ひろば（市ヶ谷）
など外部会場も利用して開催した。応募は65の国
と地域の247機関から，コンテンツ部門に344本，
企画部門に34本，合計で378本となった。
　審査は，日本賞事務局が委嘱した世界から集ま
った12人の審査委員によって行われた。
　イベント会場では，制作者にとどまらず「教育
に関心のあるすべての人のプラットフォーム」を
目指し，公開プレゼンテーション審査を中心に，
エントリー作品の上映会やパネルディスカッショ
ンを行った。NHKが国際共同制作を行っている
キャンペーン「FACES」では，セルビアと台湾，
日本から，いじめを克服した当事者を招き，公共
メディアの役割について意見交換した。
　「授賞式」には，審査委員，受賞者，大使館関
係者などが出席し，歌手で俳優の横山だいすけさ
んとNHKアナウンサー・杉浦友紀の司会により，
各賞が授与された。コンテンツ部門では障害のあ

る主人公が登場する「多様性」を描いた番組や，
インターネット社会に潜む危険に警鐘を鳴らす作
品，シリア難民の生活を疑似体験するゲームアプ
リなど時代を反映した作品が最優秀賞を受賞し
た。
　「グランプリ日本賞」は，イギリスの制作会社
による「マイ・ライフ　ビデオブログが私の人
生」。企画部門の最優秀賞・放送文化基金賞は，
メキシコのビエントス・カルチュラーレスによる
「命～自殺を止めるために～」に贈られた。
（⇒p.602）
　関連番組として，『まるごと見せます！世界の
教育コンテンツ～「日本賞」2018～』（E，
12.30）を放送し，会期中のイベントや各カテゴ
リーの最優秀賞受賞作品をノーカット版で紹介し
たほか，エントリー作品の中から選

よ

りすぐりの 2
作品を日本語版にした『ぐるっと世界の子ども番
組「ピチントゥン－チリの子どもたち」「最初の
日」』（E，2.24）を放送した。
　詳細は，http://www.nhk.or.jp/jp-prize/

放送番組コンクール

Ⅰ．国際コンクール
　18年度は，19のコンクールで延べ47の賞を受賞
した。
　イタリア賞では，『ハートネットTV+』「生き
るためのテレビ『＃ 8月31日の夜に。』」がウェブ
・ノンフィクション部門賞と，全ての出品作品の
なかで最も優れた作品に贈られる「イタリア共和
国大統領特別賞」を受賞した。
　ABU賞では，テレビ：ドラマ番組部門で，『特
集ドラマ』「眩（くらら）～北斎の娘～」がABU
賞を受賞した。
　プリ・ジュネスでは，『ビーだま・ビーすけの
大冒険スペシャル！～黒玉軍に気をつけろ～』が
6歳以下ノンフィクション部門で最優秀賞を受賞
した。同番組は，台湾国際子ども映像祭テレビ・
ウェブシリーズ部門最優秀番組賞なども受賞し
た。
　アジア・テレビ賞では，ナチュラルヒストリー
／ワイルドライフ番組部門で『NHKスペシャ
ル』「シリーズ　ディープ・オーシャン『南極　
深海に巨大生物を見た』」，単発ドラマ・テレビ映
画番組部門で『特集ドラマ』「眩（くらら）～北
斎の娘～」，社会意識番組部門で『母たちの祈り
～フクシマとチェルノブイリ～』がそれぞれ最優
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秀賞を受賞した。

Ⅱ．国内コンクール
　18年度は，27のコンクールで延べ110の番組が
受賞した。
　放送文化基金賞では，テレビドキュメンタリー
番組部門で，『BS1スペシャル』「父を捜して　日
系オランダ人　終わらない戦争」が最優秀賞を受
賞した。
　文化庁芸術祭では，テレビ・ドラマ部門で『ド
ラマ10』「透明なゆりかご」，テレビ・ドキュメン
タリー部門で『ETV特集』「静かで、にぎやかな
世界　手話で生きる子どもたち」がそれぞれ大賞
を受賞した。
　「地方の時代」映像祭では，『NHKスペシャ
ル』「スクープドキュメント　沖縄と核」が優秀
賞を受賞した。
　文化庁メディア芸術祭では，『チコちゃんに叱
られる！』がエンターテインメント部門で大賞を
受賞した。同番組は，ATP賞テレビグランプリ
優秀賞なども受賞した。

アナウンス

1．“公共放送の顔” として多彩な業務を展
開

　18年度，アナウンサーは西日本豪雨，北海道地
震，米朝首脳会談など，正確で迅速な報道による
公共放送の使命達成に取り組んだ。
　 6月から 7月にかけてロシアで行われた2018 
FIFA ワールドカップでは， 9人のアナウンサー
を現地に派遣。スポーツの感動を現地から伝えた。
また，12月からBS 4 K・BS 8 Kの本放送が始まり，
高精細かつ高音質な新しい放送で，専門性の発揮
とスキルの研さんに取り組んだ。
　大みそかの『第69回NHK紅白歌合戦』は，総
合司会を 2年連続で『ニュースウオッチ 9』のキ
ャスター，桑子真帆アナが担当した。
　全国のアナウンサーが制作する『インタビュー　
ここから』は15本を制作。『100年インタビュー』
は 1本制作した。
　19年 3 月末現在，アナウンサーは469人。内訳は，
アナウンス室126人，ラジオセンター・グローバ
ルメディアサービス・日本語センター・地域放送
局343人。女性アナウンサーは全国で87人。

（1）報 道
〔米朝首脳会談・米中間選挙〕
　世界的に注目された米朝首脳会談を長時間の特
設ニュースで伝えた。 6月の 1回目の会談では，
『NHKニュース　おはよう日本』で高瀬耕造ア
ナがマレーシアからの現地リポートで伝えた。特
設ニュースは，瀧川剛史アナがキャスターを担当
した。 2月の 2回目の会談では，瀧川アナに加え，
赤松俊理アナ，高井正智アナもキャスターを担当。
延べ 9時間を超える放送を支えた。11月の米中間
選挙は，メインキャスターを瀧川アナ，票回しキ
ャスターを芳川隆一アナが担当。 5時間を超える
放送に対応した。
〔緊急報道〕
　 7月の西日本豪雨では，発災直後から全国応援
態勢を組み，広島・岡山・松山局に延べ183人の
アナウンサーを応援として送り込んだ。甚大な被
害を受けた地域からの中継リポートやスタジオ対
応，そして被災者の暮らしに欠かせない情報を伝
えるライフライン放送などに当たった。
　 9月の北海道胆振東部地震の際も，延べ13人を
全国から派遣。全道停電の中でライフライン放送
を迅速に開始し，被災者の支援に貢献した。
（2）一般番組
〔定時番組〕
　18年度の定時番組では，テレビとラジオ合わせ
て118番組に延べ203人のアナウンサーが対応し
た。総合テレビの『あさイチ』を近江友里恵アナ，
新番組『週刊まるわかりニュース』を井上二郎ア
ナ，2020年の東京オリンピック・パラリンピック
を前に刷新したスポーツニュース『サンデースポ
ーツ2020』を大越健介記者主幹と副島萌生アナが
担当。そのほか，家族で楽しんでもらう新番組『チ
コちゃんに叱られる！』を塚原愛アナ，『ブラタ
モリ』を林田理沙アナが新たに担当した。
〔特集番組〕
　西日本豪雨を受けた『NHKスペシャル』「緊急
検証　西日本豪雨“異常気象新時代”命を守るた
めに」では，スタジオを武田真一アナと池田伸子
アナ，岡山県真備町からの中継を田中泉アナが担
当した。
　夏の特集番組では，40の番組に計44人のアナウ
ンサーが対応した。50回の節目を迎えた『第50回
思い出のメロディー』（ 8月）は，テレビの司会
を高瀬耕造アナ，ラジオは小松宏司アナが担当し
た。
　12月 1 日のBS 4 K・BS 8 K開局特番では，史上
初の南極からの 4 K中継を池田伸子アナ，イタリ
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アからの 8 K中継を高山哲哉アナと赤木野々花ア
ナが担当し，高精細・高音質の魅力を伝えた。
　年末年始の特集編成では，『第69回NHK紅白歌
合戦』の総合司会を桑子真帆アナが 2年連続で担
当。「紅白ウラトークチャンネル（副音声）」は，
雨宮萌果アナが務めた。『ゆく年くる年』は，合
わせて12人が対応。ラジオ『年越しラジオ深夜
便』は，鹿児島からアナウンサーが中継参加した。
　 3月の東日本大震災 8年のテレソンには，若手
からベテランまで 8人のアナウンサーが対応し
た。
（3）スポーツ
　「2018 FIFA ワールドカップ ロシア」が 6月
から 7月にかけて開かれ，全64試合を放送。全国
35人のアナウンサーが実況やキャスターなどの業
務に関わった。このうち，現地ロシアには実況担
当として 9人のアナウンサーを派遣し， 2大会ぶ
りに決勝トーナメント進出を果たした日本の活躍
をはじめ，世界最高峰のサッカーを高度な専門性
で伝えた。スタジオキャスターには入局 3年目の
若手女性アナウンサーを抜擢するなど，東京オリ
ンピック・パラリンピックを見据えた起用を行っ
た。
　 8月の「第100回全国高校野球選手権大会」で
は，100回大会の特別企画として，26年ぶりに「ふ
るさとリポーター」が復活し，全国各局から集ま
った52人のアナウンサー・外部キャスターがアル
プススタンドと地域の熱気を伝えた。また，19年
ぶりに女性アナウンサーがラジオ実況を担当。高
校野球放送に新たな魅力を加えた。
　東京オリンピック・パラリンピックに向けた研
修や勉強会を11回実施し，全国から延べおよそ
200人が参加して，知識を深めた。

2．アナウンス制作番組

　全国のアナウンサーが制作する総合のインタビ
ュー番組『インタビュー　ここから』は，計15本
を制作。タイムリーな人選を心がけた。
　BSプレミアムの『100年インタビュー』（ 5月）
は，元メジャーリーガーの松井秀喜さんにインタ
ビュー。また，16年度の『100年インタビュー』
がきっかけになり，ミュージシャンの小田和正さ
んを継続的に取材し， 2月にBSプレミアム『密
着ドキュメント　小田和正～毎日が“アンコー
ル”～』を制作・放送し，NODでも多く視聴さ
れるなど，大きな反響を得た。
　『ラジオ深夜便』（R1，FM）のインタビュー
シリーズでは，「戦争・平和インタビュー」（ 8月）

を 5本，「人権インタビュー」（12月）を 5本制作
した。全国の若手アナウンサーが，戦争体験者や
差別・偏見と闘っている人などにインタビューし
た。
　“耳で聴く短編小説”として，アナウンサーの
朗読で幅広く文学作品の魅力を届ける『ラジオ文
芸館』は，新作29本，アンコール22本を『ラジオ
深夜便』（R1，FM）の中で放送。朗読，スピーチ，
敬語などのノウハウを分かりやすく紹介する『こ
とば力アップ』（R2）は，新作32本，アンコール
を20本放送した。
　ラジオ特集は，年間計 6本制作。FM「今日は
一日“小室哲哉”三昧」は，生放送中にSNSでも
大きな反響があった。また，とんねるずなどのゲ
ストを招き， 5月に放送したFM『今日は一日
“秋元康ソング”三昧2018』は，テレビでも収録
して，総合で 6月，BSプレミアムでも 8月に放
送した。
　さらに，ラジオ第 1で放送した『あなたのそば
に　AIボイス！』（ 2月）は，AI技術の進化によ
って音声サービスがどう変わろうとしているの
か，最前線を紹介した。番組では，NHKが開発
しているAIアナウンサーを使った甲府局の気象
情報トライアル放送についても紹介した。
　総合テレビで平日午後に放送している生活・情
報ワイド番組『ごごナマ』では，毎週月曜のIP中
継コーナーを制作。松田利仁亜アナウンサーが機
動力を生かして注目の現場に駆けつけ，生き生き
と伝えた。

映像デザイン
　映像デザイン部は，番組やイベントなど協会に
関わるビジュアルの根幹を担い，細やかで高度な
専門性を集結し，質の高いデザインを提供するこ
とで，より豊かなコンテンツの創造に寄与した。
　映像デザインを行った番組として，「大型企画」
「報道・スポーツ番組」「教育・文化福祉番組」「ド
ラマ番組」「音楽・芸能番組」と，すべてのジャ
ンルで貢献している。また，さまざまなコンテン
ツに対応できる幅広いノウハウの蓄積と新たな表
現手法の開発を行い，未来のデザイン発展へとつ
なげる取り組みを継続した。
　さらに，18～20年度デザインセンター事業計画
に基づき，NHKブランド力強化への貢献，業務
の高度化への対応，放送資産の活用など，全局的
な視点に立った取り組みも展開した。
　引き続きデザインの専門集団として，NHKの
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ビジュアルの質を向上させていく。

1．番組制作における映像デザイン

（1）NHKスペシャル・大型企画番組
　『NHKスペシャル』「人類誕生」「シリーズ　
大江戸」などの大型シリーズではスタジオセット
とCGを融合させ高精細で情報性も高く，なによ
り「わかりやすい表現」となった。また「未解決
事件 File.07 警察庁長官狙撃事件」ではドキュメ
ンタリーとしての緊張感や説得力，ドラマでのフ
ァクトに基づいた迫力のある映像美を提供した。
「ニッポン“精子力”クライシス」ではビーズと
LEDユニットを鏡面床に配置し人体を表現，ま
た番組テーマの「精子」を白いバルーンを多用し
てファミリーで視聴しやすいデザインとした。
　「東京リボーン」では時代の潮流で幾度も姿を
変えてきた「東京の再生」を描くシリーズを漫画
『AKIRA』の大友克洋氏をデザイン監修に迎え
グラフィックディレクションを行い都市のうねり
を可視化した。
　視聴者参加型の「発達障害キャンペーン」関連
番組の『発達障害って何だろうスペシャル』では
スタジオ参加者の意見を取り入れた居心地の良い
スタジオ計画とし，ロゴデザインも一見読みにく
いがよく見ると「発達障害」と分かるといった障
害自体を取り巻く世の中の反応などを盛り込ん
だ。
　近年，視聴者層の拡大を目指す試みや分かりや
すいVTR構成，親しみやすいスタジオ空間への
演出要求が増えているため，番組内容およびター
ゲット層に即したデザイナーを登用した。
　また『NHKスペシャル』などの大型企画はCG
やVFX映像が多く活用される。外部パワーの積
極的な活用と若手デザイナーとのコラボレーショ
ンで新しい映像表現にチャレンジした。
（2）報道・スポーツ番組
　『NHKニュース　おはよう日本』はインデッ
クスの項目数増加に合わせてダイナミックなグラ
フィックが映えるスタジオプランに変更。「朝・
鮮度・明るさ」が伝わるデザインとした。『ニュ
ースウオッチ 9』はよりすっきりとしたデザイン
として時間帯やターゲット層の要望や嗜好性をダ
イレクトに反映させた。
　『サンデースポーツ2020』はスポーツバーをイ
メージし30～50代男性のスポーツファンに向けた
落ち着きのあるセットとした。また大型モニター
内にも空間が広がる「ハイブリッドセット」を積
極的に導入。空間演出の幅が広がった。『ニュー

スチェック11』は深夜帯にゆっくりと視聴できる
ように要素を極力排してシンプルなデザインとし
た。またAIリポーターの「ニュースのヨミ子さ
ん」をバーチャルキャラクターとして設定。グラ
フィックコーディネーションを行った。
　新番組『週刊まるわかりニュース』は土曜午前
帯の比較的ライトな視聴者層に向けて明るく雑誌
編集室のような空間とし，12月以降は 4 K放送と
なり，より高画質なニュース情報番組となった。
4 Kによる生放送は難易度も高いが今後も視聴者
のニーズを敏感にキャッチして番組に活かしてい
く。
　スポーツ番組としてサッカー『2018 FIFA ワ
ールドカップ』は関連番組を含め熱いファンとあ
まり詳しくないライト層のファン双方が楽しめる
空間とすべくバーチャルやLED電飾を多用し，
4年に一度のイベントを盛り上げた。
　選挙報道では「米大統領中間選挙」や「自民党
総裁選」などで共通のセットパーツを活かしつ
つ，バーチャルでイメージを変えた。見やすいグ
ラフィックデザインも導入し「統一地方選」など
の選挙報道につなげる試みとした。
　緊急報道は，各セクションとの横の連携が必要
であるため，今後も積極的な関係構築に努めつつ，
迅速な対応を行う。
　約 1年後に迫った東京オリンピック・パラリン
ピックを見据え，若手を中心とした多様な人材で
チームを構成。情報・グラフィックスデータの効
率的な共有を図りデザインの統一性の向上に努め
た。
（3）教育・文化福祉番組
　朝の情報番組『あさイチ』はキャスターの変更
に伴い大幅なセットリニューアルを実施した。こ
れまでのイメージカラー「ピンク系」から西洋の
中庭をイメージした「ボタニカルデザイン」を導
入。循環給水システムを導入し「生きた植物」を
常時美しく育てながら朝の心地よい空間を演出し
た。
　木曜午後10時台に展開した『世界はほしいモノ
にあふれてる～旅するバイヤー　極上リスト～』
は30～40代の女性層をターゲットとして世界最先
の流行を追いつつも一日の疲れを癒す空間とすべ
く，「上質」「ナチュラル」をキーワードに「グリ
ーンをふんだんに盛り込んだアトリウムテラスが
見えるダイニングキッチン」をイメージしてデザ
イン。
　後期定時番組『沼にハマってきいてみた』は，
いろいろな興味対象に「ハマって」いる人をゲス
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トに迎え，あえて沼周辺の森の木々などでスタジ
オを装飾。明るく視聴者の興味をそそる空間演出
とした。
（4）ドラマ番組
　『大河ドラマ』「西郷どん」の鹿児島ロケでは
地元の盛り上がりも大きく，ロケ飾りにも多大な
協力を得た。また同様に奄美大島，沖永良部島で
のロケでも大きな協力を得て独特の雰囲気と光の
表現につながるビジュアルとなった。さらにロケ
地での空気感を損なわずにスタジオでセットを再
現した。
　「いだてん」は 4 K初の『大河ドラマ』として
ストックホルムの海外ロケ，茨城のワープステー
ション，熊本などを中心としてロケを行い，高品
質で近現代ドラマという『大河ドラマ』としては
難しい課題に取り組んだ。
　『連続テレビ小説』「半分、青い。」ではのんび
りとした岐阜の風景と最先端の東京を対比させ，
徹底取材したプロの漫画家の仕事場をバブル時代
のぜいたくな空間に当てはめて個性的な登場人物
が生き生きと映える空間設計とした。
　『ドラマ10』「透明なゆりかご」では小さな産
婦人科医院を舞台にひとりの感情豊かな少女の目
線で「命とはなにか」を見つめていく物語で原作
も20～30代女性に支持されているドラマである。
主人公の葛藤しつつもどこかほっこりする心情を
共有できるよう場面設定には細心の注意を払いつ
つデザイン。文化庁芸術祭大賞を受賞した。
　『よるドラ』の「ゾンビが来たから人生見つめ
直した件」ではゾンビドラマを社会派ブラックコ
メディと捉え，チャレンジした意欲作となった。
美術チームも若手の女性デザイナーをメインに構
成。女性たちの日常と非日常の対比を色濃く打ち
出しちりばめられた小道具や衣装にも細部までこ
だわって制作した。
（5）音楽・芸能番組
　18年春から始まった新番組『チコちゃんに叱ら
れる！』は着ぐるみキャラクターに3DCGで表情
を加えるという高度な合成技術を駆使している。
　18年の『第69回NHK紅白歌合戦』では17年に
引き続きオープニングVTRを作成しワクワク感
の演出に貢献した。ステージデザインでは「つな
ぐ」をデザインコンセプトとして近年の流行であ
る大型LEDを活用し「大盆」と左右の「小盆」
を駆使して曲ごとに行われるセット転換を安全か
つスピーディに行えるデザインとした。また，徳
島の美術館で行われた中継は約5,000本のろうそ
くを空間にデザインし壮大かつ幻想的な空間演出

となった。
　『第50回思い出のメロディー』も「つなぐ」を
デザインコンセプトに「時代（昭和と平成）」「ふ
るさと」など時間と場所を大きならせん階段でつ
なぐ演出とした。
　定時番組の『シブヤノオト』では深夜時間帯を
逆に利用し若者コアゾーンに向けたニッチな番組
を目指した。セットデザインにも渋谷・原宿のサ
ブカルチャー感を演出し「100人に 1 人が気付
く」マニアなデザイン要素を盛り込んだ。

2．新サービス

　スーパーハイビジョン事務局と連動してステー
ションイメージの構築とロゴマークグラフィック
コーディネーションを行った。また『いよいよス
タート！BS 4 K・BS 8 K　開局スペシャル』対応
を中心として番組を制作。
　これまで 4 K・8 Kへの対応として約 4年間取り
組んできた「デジタル障壁画」が 4 K制作番組に
次々と成果を見せ始めた。現在総数として約700
点のデジタルデータが活用できる状態となってお
り今後の高画質番組制作につなげた。
　「NEXT STAGE PROJECT」では約 3年にわ
たる実験と検討を行い高画質制作ドラマなどに対
応出来うる「メイク」「カツラ」技術を検証。初
の 4 K戦国時代『大河ドラマ』となる「麒麟（き
りん）がくる」で実質的な活用となる。

3．コーポレートデザイン

　公共メディアキャンペーン関連番組『はじっこ
革命　そんなとこから、世界は変わる』では，
「NHK歳末たすけあい」「NHK海外たすけあい」
に関連づけたさまざまな「思わず募金したくなる
仕掛け（募金箱）」の開発に参加。
　19年秋開催予定の「ABU東京総会」の大会ロ
ゴをはじめ，ウェブや会場の統一されたデザイン
を進めている。また「就活応援キャンペーン」「タ
ーゲット80+」「NHK  for  school」などのキャン
ペーンロゴ等のデザインを行った。

4．CG・VFXコーディネーション

　17年度に，これまで番組ごとの管理としていた
CG制作パーツなどを一元管理する「CGアセッ
ト」プロジェクトを立ち上げ，18年度は，局内使
用へむけた公開・運用開始（約1,700点のCGパー
ツやシーン）となった。『NHKスペシャル』「人
体」や「人類誕生」「シリーズ　大江戸」など高
精細CGによる表現にもアートディレクションと
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して携わった。

5．CS向上活動

　公共放送と受信料制度の理解促進を図る映像デ
ザインの分野からCS向上活動を行った。
　渋谷の放送センターでは「東京芸術大学学生」
「多摩美術大学学生」などを対象にスタジオ周辺
の機能，放送番組制作についてなどNHK番組の
美術ワークについて講義した。

音響デザイン
　音響デザイン部は，コンテンツを音から支える
専門家集団として，高い専門知識とスキルで放送
サービスを充実させ，経営計画の実現とコンテン
ツの質の向上に取り組んできた。18年度もNHK
のブランド力強化への貢献，NHK独自のライブ
ラリーミュージックの充実，22.2ch超高臨場感立
体音響番組の制作など，放送音響デザイン界の先
導的役割を担った。
　情報・構成番組ではシリーズ「平成史スクープ
ドキュメント」「東京リボーン」「スペース・スペ
クタクル」などの『NHKスペシャル』における
音響デザイン業務を行うとともに，西日本豪雨や
北海道地震，地下鉄サリン事件死刑囚の刑執行，
日産自動車のカルロス・ゴーン会長の逮捕など緊
急性の高い番組にも迅速に対応した。東日本大震
災は発生から 8年が経過， 3月に放送された各関
連番組では生放送のテレソンも含めさまざまなア
プローチの番組を担当した。
　ドラマ番組では，『連続テレビ小説』「半分、青
い。」，『大河ドラマ』「西郷どん」「いだてん」を
はじめ，センシティブな社会問題を扱った『ドラ
マ10』「透明なゆりかご」，若い視聴者層獲得を目
指す新設『よるドラ』枠の「ゾンビが来たから人
生見つめ直した件」など多数の番組の音響デザイ
ンを行った。
　BS 4 K・BS 8 Kでは12月 1 日の本放送スタート
に合わせSHVコンテンツ制作を着々と進めてき
た。音響デザイン部で開発した全方位マイクや空
間パンナーも活用し，ソフト・ハード両面から
22.2chでの高臨場感サウンドの作成に寄与した。

1．番組制作関連

（1）『NHKスペシャル』
　政治・経済・社会からスポーツ・文化・自然ま
で多岐にわたるコンテンツに多彩な音響デザイン
で対応した。

　シリーズ「人類誕生」では，自然音とフォーリ
ー（生音）を駆使した有機的な音場を構築し，高
精細CG／VFX映像に迫力ある臨場感を与えた。
また，シリーズ全編を雄大なスケールとファンタ
ジックなオリジナル委嘱楽曲によって，ダイナミ
ックに描いた。
　『未解決事件 File.07 警察庁長官狙撃事件』で
は，ドキュメンタリーとしての緊張感と説得力に
加え，ドラマでのファクトに基づいた迫力のある
サウンドを提供した。
　夏の終戦関連の『NHKスペシャル』は 6本を
制作。映像のカラー化やCG／VFXを多用した演
出など，さまざまな演出上の工夫に対応したデザ
インでシリーズ全体の完成度アップに貢献した。
　「東京リボーン」「スペース・スペクタクル」
などアニメーションやCGを駆使したシリーズで
は，プラグインエフェクトやソフトシンセなど最
新のサウンドツールを用いて，近未来的なMEや
空想の宇宙空間を創出した。
　「平成史スクープドキュメント」を筆頭に大型
シリーズでは，オリジナルのテーマ音楽を委嘱。
シリーズ全体を束ねるコンセプチュアル・デザイ
ンを行うとともに，ネット展開など公共メディア
への進化も見据えたトータル・コーディネーショ
ンを行った。
（2）東日本大震災関連番組
　東日本大震災から 8年となる18年度は，『NHK
スペシャル』や『クローズアップ現代＋』をはじ
め，『目撃！にっぽん』『ETV特集』などの震災
関連番組の音響デザインを担当した。
　 8年目の被災地の現状と復興の課題を正確に
伝え，被災者を見守る視点を持った音響デザイン
を行い，多様な切り口をもったコンテンツに対し
て幅広いアプローチでメッセージを届けた。
　東日本大震災から 8 年を迎えた 3 月には，
『NHKスペシャル』 4 本やテレソン『明日へ　
つなげよう』などの関連番組が多数制作され，デ
ザイナーの総力を結集して対応した。
（3）報道・スポーツ番組
　18年度は，西日本豪雨や北海道地震などの自然
災害や，地下鉄サリン事件死刑囚の刑執行，2018 
FIFA ワールドカップにおける日本代表チームの
躍進，日産自動車のカルロス・ゴーン会長の逮捕
など，社会的に大きなインパクトをもった出来事
が多く，緊急『NHKスペシャル』の制作が相次
いだ。
　情報を丁寧に整理し，掘り下げるデザインを行
うことで，緊急性の高い複雑な情報を視聴者に分
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かりやすく届けた。
　『クローズアップ現代＋』では，台風21号など
の緊急災害から米朝会談などの外交問題まで，多
岐にわたるラインナップに対してジャーナリステ
ィックな視点を持った音響構成で対応。刻々と変
化する社会情勢を視聴者へ分かりやすく，かつ親
しみやすく伝えた。
　東京2020オリンピック・パラリンピック関連業
務では，17年に札幌で行われたアジア冬季競技か
ら，18年のピョンチャンオリンピック・パラリン
ピック，2018 FIFA ワールドカップ，2018ジャ
カルタアジア大会の放送業務を通して，協力効果
会社のスポーツ生放送番組の担当数を段階的に増
やし，東京オリンピック・パラリンピックの中継
放送に向け，協力効果会社の生放送スキル拡充を
行った。
（4）情報・教養・開発番組
　『ハートネットTV＋（プラス）』「＃ 8月31日
の夜に。～2018年夏休み　ぼくの日記帳～」では，
視聴者からのツイートをリアルタイム表示するビ
ジュアル演出と同期させた効果音送出を行い，視
聴者からのメッセージを興味深く見せ，優しく包
みこむ音場設計でメインセットを彩った。
　『はじっこ革命　そんなとこから、世界が変わ
る』では“公共メディアキャンペーン”を意識し
て，キャッチーでエンターテインメント要素の高
い音響デザインでイベント感を打ち出し，幅広い
視聴者に訴える表現を行った。
　開発番組『逆転人生』では，音響デザインのフ
ローを“選曲”“SE作成”“フォーリー（生音）”
に分業化し，部内グループを横断したシームレス
な人材活用で個々の専門性を生かしたデザインワ
ークを行い，19年度での定時化に結び付けた。
（5）ドラマ番組
　『連続テレビ小説』「半分、青い。」は，70～90年
代を意識した劇伴音楽や流行歌の挿入により物語
の時代背景を効果的に描くとともに個性的な登場
人物のキャラクターを際立たせ，当時を知る視聴者
層のみならず若い世代の視聴者層も獲得した。
　『大河ドラマ』「西郷どん」は，敬天愛人をテ
ーマに，音楽でも視聴者にも親しみやすい「西郷
どん」を創りあげた。また鹿児島局主催の「西郷
どんを10倍楽しむセミナー」に音響デザイナーを
派遣し，作曲家とともにオープニングテーマに関
する裏話を披露した。
　『土曜ドラマ』は「やけに弁の立つ弁護士が学
校でほえる」「フェイクニュース」「母、帰る～
AIの遺言～」「炎上弁護人」，特集番組として『学

校へ行けなかった私が“あの花”“ここさけ”を
書くまで』『特集ドラマ　アシガールSP～超時空
ラブコメ再び～』『正月時代劇　家康、江戸を建
てる』などに対応し，17年度に引き続き，必要に
応じてステレオ・5.1ch一体化制作を行った。ま
た『 8 Kスペシャルドラマ　浮世の画家』では
22.2chで制作した。
　『ドラマ10』「透明なゆりかご」は，出産とい
うデリケートな題材とそこで成長するヒロイン
を，繊細かつみずみずしい音楽で真

しん

摯
し

に表現し，
文化庁芸術祭テレビ・ドラマ部門大賞を受賞。
　『よるドラ』は若い視聴者層をターゲットに新
設された深夜枠。「ゾンビが来たから人生見つめ
直した件」は個性あふれる一風変わった音楽とシ
ュールな効果音で，ブラックコメディを際立たせ
ながらも危機的状況下での“人間の本質”に迫る
これまでに無い挑戦的なドラマとなった。
　このほか『ドラマ10』『特集ドラマ』『土曜時代
ドラマ』『プレミアムドラマ』においても，それ
ぞれの番組の特徴を生かした音響設計を行った。
　17年度に引き続き『アニメ　ピングー　in　ザ
・シティ』2ndシーズンを26本作成。17年度に構
築した編成局や映像制作会社と連携したスキーム
を踏襲し円滑な制作を推進した。
　また，地域局発ドラマ『R134／湘南の約束』（横
浜局），『いよっ！弁慶』（金沢局），『ワンダーウ
ォール』（京都局）に音響デザイナーを派遣。ロ
ケ収録，MA等の番組制作支援を行い，求められ
る専門性を存分に発揮した。
　オーディオドラマでは『FMシアター』『青春
アドベンチャー』『新日曜名作座』『特集オーディ
オドラマ』において，それぞれの特徴を生かした
ラジオならではの音響デザインを行った。
（6）BS 4 K・BS 8 K�22.2ch超高臨場感立体

音響
　 8 Kの映像の魅力を最大限に伝える最高峰の音
響デザインの実現に努め18年12月からのスーパー
ハイビジョンの本放送開始を支え切った 1年であ
った。BS 4 K・BS 8 Kのロゴ音源の制作，『北斎　
幻の肉筆画～アメリカに眠る　画狂老人の魂～』
『メキシコ・ユカタン半島　驚異の大自然「神秘
の水中鍾乳洞　セノーテ」』など，開局の目玉と
なる番組を高臨場の22.2ch立体音響で制作した。
また，本放送開局当日には，生放送で22.2chでの
音楽送出を行った。 8 K番組『究極ガイドTV　
2時間でまわるヴェルサイユ宮殿』では，音響デ
ザイン部で開発したコンパクトな手持ちの16ch
全方位収録マイクを活用，ロケ後に22.2chに展開
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し，宮殿の内部や庭園の噴水，花火ショーなど，
まるでその場を旅しているかのような臨場感のあ
る音空間を再現した。

2．番組企画関連

　85年 4 月から放送が始まった『音の風景』は34
年目を迎えた。日本の津々浦々，時には海外にま
で範囲を広げ，音の魅力を伝える音声波のミニ番
組である。18年度は 5分の新作を40本制作した。
新作と再放送を合わせ，FM，R1，R2，合計
1,016本を放送した。

3．設備関連

　 8 K番組に求められる最先端の22.2ch音響を効
率的に制作する機材開発を行った。2chの音楽を
多チャンネル化するアップコンバーター，効果音
空間パンナー，全方位収録マイクなどを開発して
きた。18年度は，それらを組み合わせ，VRおよ
び自由視点映像に対応する音像抽出装置を開発
し，現在調整中である。また，深海3,000mまで
対応するマイクと集音機材を製作，『 8 K　深海
への挑戦』でロケを実現した。

4．サウンドステーション・ライブラリー

　東京オリンピック・パラリンピックに向け，「ボ
クシング」および「車いすバスケットボール」の
各種効果音の収録を実施。SHV番組等サラウン
ド番組の制作環境整備のため「汎

はん

用
よう

マルチライブ
ラリ音源」を増強。地域の音シリーズでは，『連
続テレビ小説』「なつぞら」の舞台となる十勝・
帯広地方について四季を通じた定点録音を実施，
番組制作にて現在活用中である。世界的に貴重な
アーカイブス「サウンドライブラリー」をクオリ
ティ・働き方・地域に寄与する総合的なアセット
へと発展させている。

5．事業計画関連

（1）ミュージックライブラリー
　ミュージックライブラリー設立から 7年，利用
実績を順調に伸ばし，ユーザー数2,275人，登録
作曲家174人，総登録楽曲数を9,041曲とした。全
国45局93のニュース・情報番組で定時使用されて
いるほか，国際放送ラジオジャパン17言語の番組
でも定時使用されている。 5年目となる「国際展
開・二次展開を目指す単発『NHKスペシャル』
の楽曲委嘱」では「アインシュタイン　消えた
“天才脳”を追え」「ノモンハン　責任なき戦い」
「未解決事件　File.07　警察庁長官狙撃事件」な

ど 7番組の委嘱を実施。「著作権・著作隣接権」
の権利確保された音源によって，放送コンテンツ
の迅速な海外展開をサポートした。ベーシックラ
イブラリーでは，東京オリンピック・パラリンピ
ックを見据え重点的に進めてきたスポーツ番組関
連楽曲，地方局から需要の多い情報バラエティー
分野や，季節や年中行事に関連する有名楽曲をさ
まざまな音楽のジャンルでアレンジ，制作現場を
音楽面からサポートした。

補完放送

Ⅰ． 4 K・8 Kデータサービス
　18年12月 1 日，新たな映像チャンネルとして
4 K・8 Kの衛星放送が開始された。この 4 K・8 K
の放送に付随してデータ等を提供するのが「 4 K
・8 Kデータサービス」である。これまでのデー
タ放送の記述に利用されたBMLではなく，
HTML5で記述することで，開発コストを抑え，
またより豊かな表現を行うことが可能となった。
主なサービスは，放送予定（テキスト情報），字
幕サービス，動画サービスである。このうち，字
幕サービスは19年 3 月 1 日にサービスを開始。こ
れは，従来映像の上に載っていた字幕を，映像エ
リアの下部に表示するもので，これまで映像の上
に字幕が載ったことで，映像が見にくいといった
声に対応するものである。また，動画サービスに
ついては，19年度内にサービスを開始すべく準備
を進めており，主に番組広報動画等，短尺の動画
を提供する予定である。

Ⅱ．データ放送
　00年12月 1 日のBSデジタル放送の開始ととも
に，デジタル放送ならではの新しいサービスとし
てスタートしたNHKのデータ放送は，「生活をよ
り便利で豊かにするサービス」「緊急時に役立つ
サービス」を基本に放送している。
　03年12月 1 日に東京・大阪・名古屋で開始され
た地上波データ放送は，06年12月 1 日までに全国
の都道府県庁所在地とその周辺で放送がスタート
した。07年10月 1 日をもって，NHKの全放送局
が独自のデータ放送を送出するようになった。
　データ放送は，映像・音声による通常の番組（本
線番組）と連動しない「独立型」と，本線番組と
関連した内容を同時に放送する「連動型」に分け
られる。さらに，長期間定時的に編成する「定時」，
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一定期間編成する「特集」，地震・津波発生時や
気象警報発令時などに随時編成する「随時」に分
類される。また「連動型」の一形態として，リモ
コンを使ってアンケートやクイズに参加できる
「双方向型」がある。

1．地上データ放送

　総合テレビでは，データ放送を地域サービスの
柱としており，地域と全国の『ニュース』『気象
情報』とともに，独立型データ放送で暮らしに役
立つ地域情報や生活情報を放送した。また，防災
や生活に役立つ情報として『台風情報』や『大雨
情報』『地震・津波情報』『特別警報』などを随時
放送した。
　17年 3 月 1 日から，dボタンを押すと表示され
るトップ画面をハイブリッドキャストのホーム画
面と共通化した。
　特集番組では，『第69回NHK紅白歌合戦』や
『NHKスペシャル』「“ゴースト血管”が危ない
～美と長寿のカギ　毛細血管～」「“隠れ脂肪肝”
が危ない」，『リモコンWARS～今夜日本の大事
なものとられます～』等で視聴者参加の双方向型
データ放送を実施した。
〔定時番組の概要〕
（1）総合テレビジョン
○独立型
・『ニュース』（地域および全国）
　各地域の地域向けニュースと全国ニュース。
・『気象情報』
　 3時間ごとの天気，週間天気，気象の現況など。
・『地域情報』
　 各地域放送局が，地域情報，防災情報，生活情
報等を提供する，きめ細かな地域向けサービス。
・『スポーツ情報』
　 Jリーグ，プロ野球，大相撲，天皇杯サッカー，
高校野球（地方大会，夏，春）等などの途中経
過・結果速報など。
○連動型
・ 『大河ドラマ』『連続テレビ小説』
○双方向型
・『あさイチ』
（2）Eテレ
○独立型
・『きょうの料理』『アニメ　ラディアン』
○連動型
・ 『にほんごであそぼ』『えいごであそぼ　with 
Orton』『おしりたんてい』『ゴー！ゴー！キッ
チン戦隊クックルン』

○双方向型
・ 『天才てれびくんYOU』『沼にハマってきいて
みた』

（3）ワンセグサービス
　06年 4 月から地上デジタル放送でワンセグサー
ビスを開始し，08年 4 月からは地域向けサービス
を全国の放送局で開始した。データ放送は，総合
テレビでは『ニュース』『気象情報』のほか，『プ
ロ野球』『Jリーグ』『大リーグ』などのスポーツ
情報を提供した。また，緊急時の『地震・津波情
報』などを随時放送した。
　Eテレでは『ニュース』を提供したほか，端末
の通信機能を利用し番組ホームページへの誘導を
行った。

2．BSデータ放送

　BS1の独立型サービスとしては，『ニュース』『気
象情報』『スポーツ情報』『円と株～経済情報～』
などの定時サービスのほか，防災や生活に役立つ
情報として『台風情報』『大雨情報』『地震・津波
情報』を随時放送した。
　BSプレミアムでは，独立型サービスとして映
画の放送予定をお知らせする『プレミアムシネ
マ』を，また，連動型サービスとして『大河ドラ
マ』や『連続テレビ小説』『世界ふれあい街歩き』
などを放送した。
〔定時番組の概要〕
（1）BS1
○独立型
・『ニュース』（全国）
　 24時間いつでも見ることのできる最新の全国ニ
ュース。

・『気象情報』
　 「市区町村別の天気」や「週間予報」など，日
常生活や防災に役立つ気象情報。

・『スポーツ情報』
　 プロ野球，Jリーグ，大リーグなどの途中経過
・結果速報など。
・『円と株～経済情報～』
　 株価と為替を中心とした経済動向の速報サービ
ス。

（2）BSプレミアム
○独立型
・『プレミアムシネマ』
　BSプレミアムで放送予定の映画を紹介
○連動型
・ 『世界ふれあい街歩き』『にっぽん縦断　こころ
旅』
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Ⅲ．ハイブリッドキャスト
　ハイブリッドキャストは，放送にインターネッ
トを組み合わせ，放送をより豊かにする放送通信
連携サービスである。
　NHKは一般社団法人IPTVフォーラムが策定し
た技術仕様に沿った開発を進め，13年 9 月 2 日に
総合テレビでハイブリッドキャストのサービスを
開始した。
　サービスはインターネットに接続されたハイブ
リッドキャスト対応テレビで利用でき，ハイブリ
ッドキャストのホーム画面から各種アプリケーシ
ョンを利用することができる「サービス連動型」
（独立データ放送に相当）と，番組の進行に合わ
せてコンテンツが展開する「番組連動型」の 2つ
がある。
　14年 9 月29日からは，Eテレ・BS1・BSプレミ
アムでもハイブリッドキャストのサービスを開
始，総合テレビと同じアプリケーションを利用で
きるようにした。
　17年 3 月 1 日から，dボタンを押すと表示され
るホーム画面をデータ放送のトップ画面と共通化
した。
○サービス連動型　主なサービス
「番組表」
　 総合・Eテレ・BS1・BSプレミアムの番組表を
最大30日前から 7日先まで表示。
「スクロールニュース」
　 テレビ視聴中，画面の下にニュースのタイトル
をスクロール表示させるサービス。好きなジャ
ンルを選んで表示させることができ，気になる
ニュースだけを選んで見ることができる。
「あなたの街の空」
　 気象庁の「高解像度降水ナウキャスト」の情報
を基にした雨雲の広がりと降水強度を表示。
『きょうの料理』『すてきにハンドメイド』
『ガールズクラフト』
　 材料や作り方をテキスト表示するとともに制作
のポイントを動画で掲載。
『おもてなしの基礎英語』
　 番組のミニドラマと発音練習動画を視聴でき
る。
『大河ドラマ』「西郷どん」「いだてん」
『連続テレビ小説』「半分、青い。」「まんぷく」
　PR動画，番組セットの360度画像を掲載。
○番組連動型
〈定時番組〉

総合テレビ『あさイチ』
　 双方向企画「クイズとくもり」で視聴者参加を
促す。

BSプレミアム『世界ふれあい街歩き』
　 テレビと連携したスマートフォンやタブレット
に旅の地図や写真を表示するセカンドスクリー
ンサービス。

Ⅳ．字幕放送
　テレビ音声を文字で表示する「字幕放送」など
の補完放送を実施している。
　字幕放送は，18年 2 月に総務省が公表した「放
送分野における情報アクセシビリティに関する指
針」に基づき，NHKでは27年度までの10年間に
おいて，新たな拡充目標を定めた。高齢者や障害
のある人など，誰もが快適に情報を入手できるよ
う「人にやさしい放送・サービス」の充実に努め
ている。
　18年度は，総合，Eテレ，BS1，BSプレミアム
を合わせて，312番組・週364時間28分（定時番組
・ 4月期改定）に字幕を付与した。
　各波の週平均の放送時間は以下のとおり。
　　総合　140時間17分
　　　　　（対17年度比較　+50分）
　　Eテレ　102時間14分
　　　　　（対17年度比較　+ 3時間14分）
　　BS1　16時間29分
　　　　　（対17年度比較　+18分）
　　BSプレミアム　105時間28分
　　　　　（対17年度比較　-21分）
　また，18年12月 1 日から本放送が始まった
BS 4 K，BS 8 Kの週平均字幕放送時間は以下のと
おり。
　　BS 4 K　90時間24分
　　BS 8 K　42時間35分
　新番組では，『世界はほしいモノにあふれてる
～旅するバイヤー　極上リスト～』（総合，木），『チ
コちゃんに叱られる！』（総合，金），『世界の哲
学者に人生相談』（Eテレ，木），『美と若さの新
常識～カラダのヒミツ～』（BSP，火）などに字
幕を付与した。
　『2018 FIFA ワールドカップ』（大会期間6.14
～7.15）では，総合で放送された競技中継，開会
式，関連番組など，延べ104時間にわたり字幕を
付与した。また，東日本大震災関連番組として『特
集　明日へつなげよう～東日本大震災から 8年
～』（総合，3.10）や，『ごごナマ　特集　震災か




