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ら 8年』（総合，3.11）などでも生字幕放送を実
施した。
　そのほかスポーツ中継では，『第100回全国高校
野球選手権大会』（総合・Eテレ，8.5～21），『第
91回選抜高校野球大会』（総合・Eテレ，3.23～
4.3）の全試合で生字幕放送を実施したほか，『ウ
ィンブルドン2018』（総合・Eテレ，大会期間7.2
～15），『全豪オープンテニス2019』（総合，大会
期間1.14～28）では，錦織圭選手や大坂なおみ選
手の出場試合などで生字幕放送を実施した。『大
相撲』（年 6場所），『プロ野球』（14試合），『Jリ
ーグ』（ 7試合），『日本ゴルフツアー選手権』（BS1，
5.31～6.1，3，総合，6.2～3），『第102回日本陸上
選手権』（総合，6.23～24），『第73回国民体育大
会～福井しあわせ元気国体～総合開会式』（Eテ
レ，9.29），『第18回全国障害者スポーツ大会～福
井しあわせ元気大会～開会式』（Eテレ，10.13），『第
40回　2018NHK杯フィギュア』（総合，大会期間
11.9～11），『第56回ラグビー日本選手権　準決勝
・決勝』（総合，12.8，総合・BS 4 K，12.15），『第
74回びわ湖毎日マラソン』（Eテレ，3.10）などで
生字幕放送を実施した。
　特集番組では，『いよいよスタート！BS 4 K・
BS 8 K　開局スペシャル』（総合・BS 4 K・BS 8 K，
12.1）や，『第69回　全国植樹祭　ふくしま
2018』（総合，6.10），『平成30年沖縄全戦没者追
悼式』（総合，6.23），『平成30年　広島平和記念
式典』（総合，8.6），『平成30年　長崎平和祈念式
典』（総合，8.9），『第50回思い出のメロディー』（総
合，8.18），『いじめをノックアウトスペシャル第
11弾』（Eテレ，8.31），『第18回わが心の大阪メロ
ディー』（総合，12.11），『第69回NHK紅白歌合戦』
『ゆく年くる年』（総合，12.31），『歌会始』（総合，
1.16），『天皇陛下御在位三十年記念式典中継』（総
合・BS 8 K，2.24），『NHKのど自慢チャンピオン
大会2019』（総合，3.2）などのほか，国会中継の
うち，所信表明演説，財政演説，政府演説，代表
質問に生字幕放送を実施した。

Ⅴ．その他の補完放送
　補完放送にはこのほか，音声多重放送を使った
「 2か国語放送」「解説放送」がある。「解説放送」
は主に視覚障害者のためのサービスである。
　「 2か国語放送」と「解説放送」は総合，Eテ
レ，BS1，BSプレミアム，BS 4 K，BS 8 Kで実
施した。

3 節 国際放送
　国際放送は，世界の人々の日本に対する理解を
深め，国際的な文化・経済交流の発展を促し，ひ
いては国際親善と人類の福祉に貢献することを目
的としている。
　テレビ国際放送（NHKワールドTV）は，95年
4 月から，北米，欧州向けに開始した。98年 4 月
からは，デジタル波によって，アジア・太平洋地
域にも日本語，英語で 1日18時間の放送を開始し，
10月からは，ほぼ全世界向けに拡大した。
　99年 4 月からは，1日の放送時間を19時間とし，
10月からは24時間放送を開始した。
　01年 8 月には，衛星を変更して，それまで受信
できなかったアフリカ南部地域でも視聴が可能と
なった。08年10月に，外国人向け放送のNHKワ
ールドTVは英語化率100％を達成した。また，邦
人向け放送のNHKワールド・プレミアムは国内
放送のニュース・情報番組に加え，娯楽を供する
番組など，より多彩な番組編成を実現した。
　09年 2 月に，英語ニュースを大幅に拡充し，国
際放送局に新しく作ったニュース専用スタジオか
ら24時間毎正時の編成とした。また，インターネ
ットで24時間ライブストリーミングを開始し，ニ
ュースと番組を放送と同時に配信している。同年
12月，NHKワールドTVのHD（ハイビジョン）
での放送を開始した。
　16年 7 月，基幹衛星の伝送方式を変更し，
NHKワールド・プレミアムのHDでの放送を開始
した。
　19年 3 月末現在，およそ 3億5,000万世帯が受
信可能である（一部時間視聴可能世帯を含む）。
　NHKの短波によるラジオ国際放送は，35年に
「海外放送」として開始した。戦後に一時中断，
52年に「ラジオ日本」として再開した。
　日本語と英語で放送する「全世界向け放送」（ジ
ェネラル・サービス，一般向け放送）と，地域ご
との言語で放送する「世界各地域向け放送」（リ
ージョナル・サービス）と合わせて，07年度前期
までは22言語で， 1日65時間放送していたが，海
外発信が欧米を中心に短波放送からテレビにシフ
トしていくのに伴い，07年度後期より，短波放送
の送信地域と送信時間を見直した。「全世界向け
放送」を廃止して，地域に応じた効率的な情報発
信を進め，ドイツ語，イタリア語など 4言語を廃
止し，18言語に縮小した。
　一方，短波放送以外の新たな放送サービスとし
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て，外国の放送事業者などが所有する送信施設を
借用し，中波・FM波による放送サービスを拡充
している。また，06年度後期より，衛星を使用し
たラジオ国際放送を行っている。
　国際理解の促進を図るとともに放送番組を補完
する観点から，インターネットにより国際放送の
ニュース等の提供も積極的に行っている。
　18年 4 月より，NHKワールドの外国語放送お
よびインターネットサービスの総称として「NH 
Kワールド  JAPAN」という名称を使うこととな
った。それに伴い，TVのチャンネル名も「NHK
ワールドTV」から「NHKワールド  JAPAN」に
改称した。邦人向け放送の「NHKワールド・プ
レミアム」および「ラジオ日本」（日本語放送の
み）については名称を変更していない。

放送番組の編成
　国際放送番組の編成は，年度ごとに「編集の基
本計画」で編成方針，重点事項など基本事項を定
める。この基本計画に基づき「放送番組編成計
画」を策定し，新番組の概要，編成時間などの具
体的な計画事項や，放送番組時刻表を定めている。
　国際放送番組審議会は，「基本計画」の諮問に
対して答申するなど，放送番組の適正化を図るた
め必要な事項を審議し，番組の編成や制作に役立
てることを目的としている。

Ⅰ．国際放送番組編集の基本
計画

　海外の視聴者からの投書，番組内容についての
モニターや短波の受信状況についての技術モニタ
ーの報告，各種の調査などを参考にしつつ，18年
度の番組提案を基に18年度の番組編成を検討し，
「平成30年度国際放送番組編集の基本計画」の原
案を策定した。原案は17年12月中旬の国際放送番
組審議会に諮問し，了承するとの答申を受け，18
年 1 月中旬の経営委員会で議決承認された。
　以下に原文どおり掲げる（p.104まで）。記号な
どは本書の方式に合わせた。

1．編集の基本方針

　東京オリンピック・パラリンピックまで 2年と
なり，日本に対する関心が最も高まるこの時期こ
そ，豊かで多彩な日本・地域の情報を発信し，そ
の魅力を世界に伝えることが求められています。
NHKの国際放送は，日本発の公共メディアであ

ることをより広く世界にアピールするため，
「NHKワールド  JAPAN」として新たなスター
トを切ります。
　「NHKワールド  JAPAN」は，公平・公正で
信頼できるニュースや多様で良質なコンテンツを
発信し，日本と世界をつなげる公共メディアへと
進化していきます。国内放送との連携をさらに強
化し，テレビ，ラジオ，インターネットなどさま
ざまなメディアを通して，最高水準の放送・サー
ビスを提供することで，世界の視聴者の期待に応
えます。
　外国人向けテレビ国際放送の「NHKワールド 
JAPAN」は，ニュースの強化，インターネット
展開，地域支援，多言語化に重点的に取り組みま
す。
　地域ならではの情報発信やアジア報道をさらに
強化し，世界の視聴者から選ばれるメディアをめ
ざします。災害情報ほかニュースのインターネッ
ト展開も前進させます。また，スポーツ，経済，
地域などあらゆる角度から2020年に向けて機運を
高める番組を新設。地域放送に展開できる番組も
拡充し，地域を支援していきます。さらに多言語
やインターネット展開向けのコンテンツを大幅に
増やし，特にアジアにおける存在感を高めます。
　在外邦人向けテレビ国際放送「NHKワールド
・プレミアム」は，日本語のニュース・情報番組
を通じて，日本と世界のいまを伝えます。主要ニ
ュースを国内と同時放送し，災害時には，迅速な
情報の提供に努めます。世界の動きもわかりやす
く伝えます。また，2020年に向けて変わり行く日
本の姿を多様な角度から伝えていきます。
　外国人向けラジオ国際放送の「NHKワールド 
JAPAN」は，ニュースをはじめ防災情報，日本
各地の産業や技術・文化・芸術の話題，地域の取
り組みなどを17の言語で全世界に向けて発信しま
す。
　在外邦人向けラジオ国際放送「NHKワールド
・ラジオ日本」は，在外邦人のライフラインとし
て安全・安心を支える情報を届けます。
　インターネットサービスの「NHKワールド 
JAPANオンライン」は，ニュースのインターネ
ット展開をより強化し，ホームページ・アプリ・
ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）を
駆使して迅速，的確に発信します。また，ビデオ
・オン・デマンドの多言語化を大幅に拡充し，世
界のより多くの人々が楽しめ，日本への理解が深
まるコンテンツを提供します。
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2．編集の重点事項と各波の編集方針

（1）テレビジョン国際放送
○NHKワールド JAPAN（英語・外国人向け放送）
・ 日本の視点を生かしたニュース・番組の拡充，

アジア報道の強化
　海外発信プロジェクトなどを有機的に展開し，
公平・公正なニュースを追求するとともに，地域
ならではの最先端技術など日本の取り組みをより
深く伝えます。アジア各総支局から多彩なニュー
スを伝えるなど，アジア報道もさらに強化します。
またインターネットやSNSでの展開を拡充すると
ともに，スマートフォンアプリのプッシュ通知を
使い災害情報などを迅速に発信します。
・2020年に向け 機運を高める番組の新設
　2020年に向け，日本発祥の競技や日本が世界ト
ップレベルの競技などの魅力に迫るスポーツ番組
を新設します。また，日本やアジアの経済情報や
トレンドを伝える番組や，世界的にヒットしてい
る“日本発”の開発秘話を紹介する番組など，あ
らゆる切り口で海外の視聴者の関心に応えます。
・地域と世界をつなぎ，地域に貢献する番組の拡充
　全国の小中学校が2020年に向けて海外の国を応
援する運動を取り上げる番組を新設し，地域放送
への展開も目指します。さらに地域局のニーズを
ふまえて日本語化する番組を大幅に増やすなど，
地域支援に注力します。
・ 多言語・インターネット展開向けコンテンツの

大幅増
　ウィークリーの15分開発枠を新設し，多言語化
（アジア）向け番組やインターネット展開に適し
た番組を開発します。また，人気番組の短尺動画
をSNS向けコンテンツとして定期的に展開してい
きます。
・国内連携強化と番組の選択・集中
　国内放送との連携を強化し良質なドキュメンタ
リーなどを共同開発していきます。好評番組の本
数を増やすなど既存番組の定着を図る一方で，働
き方改革を推進し，視聴者のニーズがより高いコ
ンテンツに制作パワーをシフトしていきます。
〔放送時間〕
　世界全域… 1日23時間以上が基本
〔放送番組の部門別編成比率〕
　 定時番組について，報道番組60％以上，インフ
ォメーション番組25％以上を編成します。

○ NHKワールド・プレミアム（日本語・在外邦
人向け放送）

・最新のニュース，安全・安心を支える放送

　海外で暮らす日本人や旅行者の“日本語の情報
源”としての役割を果たします。主要ニュースを
国内と同時放送し，地震，津波など災害時には，
迅速かつ的確な情報の提供に努めます。世界各地
でいま何が起きているか，わかりやすく伝えます。
・2020年に向けて，変わる日本を伝える番組
　東京オリンピック・パラリンピックを前に，変
わり行く日本の姿を，多様な角度からわかりやす
く伝えます。また，2020年にかけて関心が高まる
日本の文化や自然の魅力も発信します。
〔放送時間〕
　 世界全域に向けた同一の番組編成… 1日およそ
5時間

　 北米・欧州地域に向けた，現地の生活時間にあ
わせた番組編成…各 1日およそ 5時間
〔放送番組の部門別編成比率〕
　 定時番組について，報道番組80％以上，インフ
ォメーション番組 5％以上，娯楽番組を若干編
成します。

（2）ラジオ国際放送
○ NHKワールド JAPAN（多言語・外国人向け放

送）
・多様なサービスによる情報発信
　日本のニュースや話題を，17の言語を通じて全
世界にわかりやすく伝えます。地域の特性や受信
環境に合わせて送信枠を設定し，中波・FMや衛
星ラジオによる送信，インターネット展開など，
多様な手段で情報を発信します。
・ 世界のリスナーの安全・安心に役立つ情報，日

本の理解を深める情報を発信
　災害や有事の際には機動的に対応し，最新のニ
ュースを的確に伝えます。また，世界各地で応用
できる防災・減災ノウハウを発信し，世界のリス
ナーの安全・安心に役立てます。2020年に向けて
関心が高まる日本の文化や言葉，各地の産業や技
術，地域の話題などを幅広く取り上げ，日本への
理解につなげます。
〔放送時間〕
　 世界全域… 1日およそ40時間30分（17言語合
計）

〔放送番組の部門別編成比率〕
　 定時番組について，報道番組60％以上，インフ
ォメーション番組25％以上を編成します。

○ NHKワールド・ラジオ日本（日本語・在外邦
人向け放送）

・最新のニュース・番組，安全・安心情報の提供
　在外邦人に最新情報を伝えるため，国内と同時
に放送するニュース枠を増やします。また，海外
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安全情報を毎日伝えます。情報番組，スポーツ中
継，音楽番組など，多彩な日本の情報も届けます。
〔放送時間〕
　世界全域… 1日あたり24時間（日本語）
〔放送番組の部門別編成比率〕
　 定時番組について，報道番組60％以上，インフ
ォメーション番組25％以上，娯楽番組を若干編
成します。

（3）インターネット
○NHKワールド JAPANオンライン
・英語ニュース発信の拡充
　日本・アジアの動きや情勢への関心の高まりに
応えて英語ニュースのインターネット展開をより
強化します。読みごたえのある特集や解説記事を
拡充し，ホームページ・アプリ・SNSそれぞれの
特性を生かして迅速，的確に情報を発信します。
また，モバイル向けアプリを通して日本国内の地
震・津波情報をプッシュ配信し，訪日外国人に向
け安全・安心をサポートします。
・映像コンテンツの多言語化
　「NHKワールド  JAPAN」のビデオ・オン・
デマンドに中国語，インドネシア語，タイ語，ベ
トナム語などの字幕付加や音声吹き替えを行う多
言語化を大幅に拡充し，世界のより多くの人が楽
しめ，日本への理解が深まる機会を提供します。
ラジオでの多言語番組制作のノウハウを生かし
て，テレビ・ラジオ・インターネットすべてに展
開するコンテンツを制作します。
・SNSを活用した多彩な情報発信
　「NHKワールド  JAPAN」の番組広報やイベ
ント等の告知に加え，動画配信でも効果を上げて
いるSNSに，コンテンツを積極的に展開します。
ニュースや番組と連動し，スマートフォンでの視
聴に適した動画を配信するなど，SNS利用者の多
い国に向けて多言語による発信を行うことで，
「NHKワールド  JAPAN」のコンテンツへの接
触拡大を図ります。

Ⅱ．国際放送番組審議会
　18年度は11回開催された。会長の諮問に応じて，
「2019年度国際放送番組編集の基本計画（案）」
について審議し答申したほか，定時番組，特集番
組などについても審議し放送番組の適正化を図っ
た。
　18年度の主な審議内容は次のとおり。
4月　 『KURARA： The Dazz l i ng  L i f e  o f 

Hokusai’s Daughter』，18年度新番組より

『Biz Stream』について
5月　 『Eiheiji：Inside Dogen’s Zen Monastery』，

18年 度 新 番 組 よ り『Kids Meet  the 
World』について

6月　 多言語化の取り組みから『Chasing  the   
Father’s  Shadow：Vietnamese  Children 
of Japanese Soldiers』『A☆B☆C Tours』
『 3 -Day Dare*Devils』について

7月　 『SURVIVOR TREES： HIROSHIMA   
REVEALED』『DESIGN TALKS  plus』
『Japan Railway Journal』について

9月　 NHKワールド  JAPANの「緊急ニュース
報道の取り組み」について

10月　 『KIMONO REVOLUTION』『JAPAN  
FROM ABOVE』について

11月　 「2019年度国際放送番組編集の基本計画
（案）」，『Japan’s Top  Inventions』『Spi 
ritual Explorers』について

12月　 「2019年度国際放送番組編集の基本計画
（案）」（諮問・答申），多言語コンテンツ
より『WHAT’S YOUR CONNECTION？』
『Easy  Japanese』，動画「The Hope  and 
Peace Gallery」について

1月　 『NHK NEWSLINE』より<Influential 
INDIA>，NHK WORLD PRIMEよ り
『The Pianist from Syria』について

2月　 NHK WORLD PRIMEより『Manzanar 
Revealed』，『RISING』について

3月　 防災関連の特集番組『BOSAI：An Edu
cational  Journey』 より<Earthquake 
edition>，<Bosai Culture edition>について

番組制作

Ⅰ．テレビジョン国際放送
（1）外国人向け放送
　世界各地に訴求する番組やコンパクトに構成さ
れたスマートフォン向けの番組を開発する枠『15 
Minutes』，“日本発”の開発秘話をインタビュー
や再現ドラマを交えて紹介する『Japan’s Top 
Inventions』，人気番組『CYCLE AROUND 
JAPAN』の27分版で日本語化して地域放送にも
展開する『CYCLE AROUND JAPAN Highlights』，
2020年に向けて機運を高めるスポーツ番組
『J-Arena』，日本のビジネスの最新の動きなど
をクローズアップし独自の視点で紹介する『Biz 
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Stream』，全国の小中学校が20年に向けてそれぞ
れ海外の国を応援する運動を取り上げる『Kids 
Meet  the World』を，また，年度後半からは，
NHKワールド  JAPAN（ラジオ）において人気
の『やさしい日本語』を映像化した『Easy 
Japanese』などを新設した。
　また，特集番組として『“シュモーハウス”被
爆地に建った「平和」の家』『“被爆樹木”　ニュ
ーヨークへ』『世界がつむぐKIMONOの未来～
IMAGINE ONE WORLD　 4年の記録～』『瓦礫
のピアニスト～絶望と再生の旅路～』『コメディ
ド ラ マ「HOME SWEET TOKYO」』『NHK 
WORLD- JAPAN  p r e s e n t s  SONGS OF 
TOKYO』『BOSAI：An Educational  Journey～
地震　前後編～』などを放送したほか，キャンペ
ーンとして，静岡，南関東（横浜，埼玉，千葉），
愛知，岩手，宮崎，東北などの各地域に関連した
番組を集中編成し，その魅力を世界に発信した。
（2）邦人向け放送
　 1日およそ 5時間『NHKニュース　おはよう
日本』『NHKニュース 7』『ニュースウオッチ 9』
『クローズアップ現代+』『国際報道2018』など
の報道番組に加え，『NHKのど自慢』『みんなの
うた』などの娯楽番組を，国内と同時に放送した。
　また，朝鮮半島での南北首脳会談，シンガポー
ルでの米朝首脳会談，西日本豪雨災害，北海道で
震度 7を観測した地震など，内外の重要ニュース
を，在外邦人に迅速に提供した。

Ⅱ．ラジオ国際放送
　18年度の外国人向け放送の放送時間は，17言語
合わせて， 1日当たり40時間30分。邦人向け日本
語放送の放送時間は， 1日当たり24時間。外国人
向け放送と邦人向け放送を合わせると，18言語で，
1日延べ64時間30分の放送を実施した。
（1）外国人向け放送
　18年度も 9分と14分のニュース枠を継続し，朝
鮮半島での南北首脳会談，シンガポールでの米朝
首脳会談，西日本豪雨災害など，内外の重要ニュ
ースを，日本の視点を踏まえて伝えた。また，北
海道で震度 7を観測した地震に際して，ラジオ第
2でも，英語・中国語・ハングル・スペイン語，
ポルトガル語，タイ語，ベトナム語，ロシア語の
8言語で，地震関連ニュースを伝えた。
　『プラグイン　ニッポン』では，新たにNHK
ワールド  JAPANのテレビ番組素材を活用した
『Trails　to Tsukiji』を加えた。英語放送では，

リスナーとの交流を目指す『Friends Around 
the World』をラジオ第 2と同時放送した。
（2）邦人向け放送
　邦人向け放送においては，国際放送局が制作す
る日本語ニュースと『海外安全情報』を継続する
とともに，国内の主要ニュース，時事番組，スポ
ーツ中継，音楽番組，ラジオドラマなど，多彩な
番組を国内と同時放送した。このほか『NHKの
ど自慢』『ひるのいこい』『ちきゅうラジオ』『大
相撲中継』『第69回NHK紅白歌合戦』等をラジオ
第 1と同時放送した。

Ⅲ．インターネット展開

◇概況

　国際理解の促進を図るとともに放送番組を補完
する観点から，インターネットサービス「NHK
ワールド  JAPANオンライン」では，国際放送の
ニュース・番組情報等を提供するとともに，テレ
ビ・ラジオの放送中・放送後配信を実施するなど，
積極的な情報発信を図っている。

1．テレビ関連サービス

（1）ホームページでのサービス
　放送法第20条第 2項第 2号に基づく受信料財源
業務として，ホームページでNHKワールド 
JAPANの英語ニュースや番組情報の掲載，放送
中・放送後の番組配信を実施した。
　18年度は，17年度より好評の大型の特集番組
『HOME SWEET TOKYO』 シ ー ズ ン 2 や
『NHK WORLD-JAPAN presents  SONGS OF 
TOKYO』の内容を紹介する特設ページを公開し
た。また，新しい『やさしい日本語』特設ページ
を英語と中国語で開設するなど，今後増加する訪
日・在留外国人向けのサービスを強化した。さら
にホームページ利用者により多くの番組動画視聴
をしてもらうために，オンデマンドサービスの全
面リニューアルを実施し，プレイリストなどの機
能追加や操作性向上を図った。
（2）アプリでのサービス
　スマートフォンやタブレット端末向けに，
NHKワールド  JAPANのテレビ番組を放送中・
放送後に視聴できるアプリを提供している。17年
7 月，英語ニュース記事を閲覧できる機能をアプ
リに追加した。また，AppleTV／Fire TV／
Rokuといったテレビストリーミング端末向けア
プリも提供を行っている。18年 2 月には，国内の
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地震・津波情報とNHKワールドのニュース速報
をスマートフォンやタブレット端末に英語で通知
する機能をアプリに追加した。一部の情報は中国
語（繁体字／簡体字）でも配信を行っている。
（3）ビデオ・オン・デマンド
　15年度より開始したビデオ・オン・デマンド
（VOD）は，18年度はNHKワールド  JAPANの
46番組と特集番組を，ホームページとアプリで提
供した。
　また，17年より開始した多言語VODは，18年
度は言語数を中国語，タイ語，ベトナム語，スペ
イン語など11言語に増やした。対象番組を字幕や
吹き替えにより多言語化して提供している。
（4）中国語ネットチャンネル「華語視界」
　19年 1 月より，中国語のニュースと番組を編成
してインターネットで配信するサービスを開始し
た。
（5）その他のサービス
　ソーシャルメディアを活用した情報発信にも力
を入れ， 9月に発生した北海道地震や台風情報で
はライブストリーミング配信機能を活用して積極
的に情報発信を行った。また，インスタグラムな
どこれまでにないSNS発信にも着手し，認知向上，
理解増進に努めている。

2．ラジオ関連サービス

（1）ホームページでのサービス
　放送法第20条第 2項第 2号に基づく受信料財源
業務として，ホームページでラジオのニュースや
番組情報の掲載，放送中・放送後の番組配信を実
施した。
　サービスの概要は次のとおりである。
○ニュース音声（18言語）
・放送中，放送後配信
・ポッドキャスティング（日本語を除く）
○テキストニュース（16言語）
・ アラビア語，ベンガル語，ビルマ語，中国語，
フランス語，ヒンディー語，インドネシア語，
ハングル，ペルシャ語，ポルトガル語，ロシア
語，スワヒリ語，スペイン語，タイ語，ウルド
ゥー語，ベトナム語
・災害等緊急ニュース出稿時は随時更新
○ニュース動画（中国語）
・ 1日 1回（月～金）更新
○企画動画
・中国語　週 2回（火・金）更新
○番組音声（18言語）
・放送中，放送後に配信。放送後 1週間公開

・ 日本語は『海外安全情報』（放送後），『ちきゅ
うラジオ』『沖縄熱中倶楽部』（放送中）

○番組特設ページ（17言語）
・『やさしい日本語』
・『Let’s Cook Japanese』（料理番組）
・『Welcome to Amazing Japan！』（旅番組）
・『物語で楽しむ日本の美』
・ 『The Hope and Peace Gallery』（アラビア語，
英語）

（2）モバイルアプリでのサービス
　12年度より，スマートフォンやタブレット端末
向けに，日本語を除く17言語のニュース・番組を
放送中・放送後に聴取できるアプリを提供してい
る。
（3）その他のサービス
　NHK読み上げ版携帯サイトに英語，中国語，
ハングル，ポルトガル語，スペイン語でニュース
を配信している。
　また，フェイスブックで17年 4 月にベトナム語，
7月にインドネシア語とタイ語，18年 1 月に中国
語のページを相次いで開設し，ニュースと番組情
報を発信している。Twitterでは，ポルトガル語
とスワヒリ語でニュースと番組情報を発信してい
る。

広報・反響

Ⅰ．広　報

◇概況

　NHKワールド  JAPAN（テレビ・ラジオ）に
ついては，国内外でイベントや広告など，さまざ
まなプロモーションを展開した。ラジオ日本では，
受信料の理解促進活動や防災に関するサイト開設
を行った。

◇PR
1．NHKワールド�JAPAN関連の主な動き

　外国人向け国際放送が世界各地でより広く理解
され視聴されることを目指して，プロモーション
活動を積極的に展開した。
　海外の主要都市や国際映画祭で番組上映会を開
催したほか，ワシントン，ロサンゼルス，ハワイ，
シンガポール，ジャカルタ，ミャンマー，パリ，
ロンドン，サンパウロでは，日本文化イベントな
どにブース出展し，チャンネルや番組の周知活動
を行った。
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　また，年間を通じて，フェイスブックなどソー
シャルメディアを通じたプロモーション，海外の
日本関連雑誌への広告，国際線機内上映広告，国
内空港での大型看板掲出を行い，外国人向けテレ
ビジョン国際放送やその視聴用アプリを紹介する
PRを継続的に実施した。
　このほか，国際放送，ホームページ，印刷物等
により，テレビジョンおよびラジオの番組情報の
周知を実施。海外の公的機関等に対しては，番組
表・パンフレット等を提供した。

2．NHKワールド�JAPAN多言語サービス
関連

7 月　 国内在住外国人向けに受信料を説明するた
めの多言語パンフレット（英語，中国語，
朝鮮語，ベトナム語，ポルトガル語ならび
に日本語）の作成にあたり，多言語メディ
ア部が翻訳と監修で協力。10万部が全国の
営業現場に届けられた。

8月　 NHK ワールド  JAPANのホームページに
“BOSAI”情報サイトがオープンした。「つ
くってまもろう」など，防災や減災に役立
つテレビ・ラジオの番組やビデオクリップ，
テキストを提供している。

9月　 テレビ国際放送やBS1で放送された『遥
（はる）かなる父の国へ「ベトナム残留日
本兵家族の旅」』が横浜の「ベトナム映画
祭2018」で上映され，番組に関するトーク
ショーも行われた。同番組の英語版は， 8
月にマレーシアで開かれたABU Docで最
優秀作品に選ばれた。

　　　 東京・お台場で開催された国際協力に関わ
る政府，民間団体の活動を紹介するイベン
ト「グローバルフェスタJAPAN2018」に
ブース出展し，NHKワールド  JAPAN多
言語サービスのPRと番組収録を行った。
キャラバンカーで多言語VODを紹介した
ほか，各国出身の番組スタッフによる文化
や伝統工芸を紹介するワークショップが行
われ，多言語サービスへの理解促進を図っ
た。

12月　 日本・ベトナム外交関係樹立45年にちなん
で，在日ベトナム人が東京に次いで多い名
古屋で，公開収録イベントを開催した。前
述の『遥かなる父の国へ』が上映されたほ
か，在日ベトナム人がチーム対抗のクイズ
大会に参加し，そのもようはフェイスブッ
クでもライブ配信された。

　　　 国際放送局の「インドキャラバン」連動企
画，『サラーム・ナマステ』をヒンディー語，
ベンガル語，ウルドゥー語で放送し，南西
アジア地域とのつながりを強めると同時
に，日本国内のインド人コミュニティーか
ら中継を行いNHKワールド  JAPANのPR
を行った。

3．NHKワールド�JAPAN全般　紙媒体等
の展開

（1）紙媒体
　NHKワールド  JAPANの役割やサービス内容
を紹介するガイドブック，全番組を放送時刻表と
ともに紹介するパンフレット，ラジオの周波数表，
ラジオの番組内容などを紹介するチラシ等を発
行，国内外の公的機関・民間企業・日本人会など
に送付し，PRに努めた。
（2）「NHKワールドカレンダー」フォトコンテ

スト
　17年度に引き続きNHKサービスセンターと共
催した。受賞作品はNHKサービスセンターが制
作する壁掛けカレンダーと卓上カレンダーのほ
か，受信報告に答えるためのベリカードや絵はが
きなどに使用した。カレンダーは，各国大使館・
領事館，海外の放送局，日系人協会，日本人学校
などに配布し，NHKワールド  JAPANのPRを行
った。
（3）NHK出版語学テキストへの広告出稿
　国内の外国語学習者へのPRとして，語学テキ
ストに広告を出稿した。

◇モニター

　19年 3 月現在，テレビ番組モニターは55か国・
地域246人，ラジオ技術モニターは39か国48人の
体制。また，ラジオ番組モニターと多言語VOD
モニターは24か国・地域の457人の登録者の中か
ら毎月ローテーションで報告を得ている。

Ⅱ．反　響

◇反響の周知と活用

（1）投書数
　18年度のNHKワールド  JAPAN（テレビ）へ
の海外からのEメール等での投書数は，約8,600通
であった。
　NHKワールド  JAPAN（ラジオ）への投書数
は約 3万1,400件であった。
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（2）反響の活用
　「NHKワールド  JAPAN・週間視聴者投書（E
メールウイークリーリポート）」を週 1回，「NHK
ラジオ国際放送　月間投書概況＆モニター報告」
「NHKラジオ国際放送　月間受信概況」「NHK 
ワールド  JAPAN （ラジオ）リスナー投書月間概
要」「NHKワールド  JAPAN　テレビモニター月
間報告」「地方局発ニュース企画の反響メモ」
「NHKワールド  JAPAN　多言語VODモニター
分析」を月 1回まとめ，国際放送局の各番組担当
者にフィードバックして，放送の質のさらなる向
上に役立てた。

技術・施設

Ⅰ．テレビの送受信
　NHKワールド  JAPANは，英語による「外国
人向けテレビ国際放送」で，09年 2 月に専用スタ
ジオを設け，24時間毎正時，ニュースを放送して
いる。09年12月には，標準画質の放送に加え，ハ
イビジョンによる放送も開始した。放送はノンス
クランブル（無料）で，インテルサット社の 3つ
のCバンド衛星を使い，ほぼ全世界をカバーして
いる。
　受信には直径2.5m程度のパラボラアンテナが
必要なため，小型のアンテナで受信できる衛星
（Kuバンド）や地域のCATV，IPTVなどを通じ
て，より簡便に視聴できるよう受信環境の整備を
進めている。18年度末には，およそ160の国と地
域をカバーし，約 3億 5 ,000万世帯で視聴可能と
なった。
　NHKワールド・プレミアムは，NHKワールド 
JAPANと同じ 3 つのCバンド衛星で海外の
CATVや衛星放送局などの放送事業者に配信し，
各事業者が契約者へ提供する日本人向けの有料テ
レビチャンネルである。
　テレビジャパンは北米NCMA社（NHK Cosmo
media America，Inc．，ニューヨーク）が，
JSTVは欧州NCME社（NHK Cosmomedia Europe 
Ltd．，ロンドン）が，衛星（Kuバンド）等を使っ
て91年から実施している有料の邦人向けサービス
である。NHKや民放の番組にスクランブルをか
けて放送している。
　NHKワールド・プレミアムとテレビジャパン，
JSTVを使って， 1日およそ 5時間，ノンスクラ
ンブルの「邦人向けテレビ国際放送」を実施して

いる。

Ⅱ．ラジオの送信
　18年度も，「NHKワールド  JAPAN多言語サー
ビスおよびNHKワールド・ラジオ日本」は，八
俣送信所からの短波放送および海外中継局からの
短波・中波・超短波による送信を行うとともに，
衛星による放送を実施した。
○八俣送信所（短波）
　送信機 6 台（300kW： 5 台，100kW： 1 台），
アンテナ18式を利用し25方向で送信。ラジオ国際
放送を， 1日47時間10分送信した。

○衛星による送信
　衛星 9機（インテルサット19，20，21号機，バ
ドル 4号機，ナイルサット201号機，ユーテルサ
ット・ホットバード13B号機，テルスター18号機，
アップスター 5号機，アップスター 5 C号機）を
利用した衛星ラジオ放送を行った。

○海外中継  （※単位　時間：分）
周波数
帯 海外中継 1日当たりの

放送時間※ 放送地域

短波

アメリカ中継 2:00 中米，南米

ウズベキスタン中継 1:50 中東・北アフリカ，
南西アジア

オーストリア中継 0:30 欧州
シンガポール中継 3:45 東南アジア，南西アジア
ダバヤ中継 0:30 南西アジア
ドイツ中継 4:30 中東・北アフリカ，欧州
パラオ中継 2:00 東南アジア
バチカン中継 0:30 アフリカ（西部）

フランス中継 10:00
中米，中東・北アフ
リカ，アフリカ南部
・中部・西部向け

マダガスカル中継 2:45 アフリカ東部・中部
・西部，南西アジア

超短波

アフガニスタン中継 0:30 中東・北アフリカ
（アフガニスタン）

イラク中継 0:30 中東・北アフリカ
（イラク）

インドネシア中継 0:45 東南アジア
（インドネシア）

タンザニア中継 0:30 アフリカ
（東部・タンザニア）

バングラデシュ中継 0:45 南西アジア
（バングラデシュ）

ヨルダン川西岸中継 0:30 中東・北アフリカ
（ヨルダン川西岸）

中波
タジキスタン中継 1:30 欧州，中東・北アフ

リカ，南西アジア
モスクワ中継 1:00 欧州（モスクワ市）
リトアニア中継 1:00 欧州

※「放送時間」の対象期間は，前期：18年 3 月25日午前10時
～10月28日午前10時，後期：18年10月28日午前10時～19年 3
月31日午前10時（いずれも日本時間）




