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4 節 著作権・アーカイブス・考査

著 作 権

1．「公共メディア」への進化に向けて

（1）BS 4 K・BS 8 K本放送への対応
　18年12月からのBS 4 K・BS 8 K本放送開始にあ
たり，権利処理ルールの整備を行い，制作現場に
対して必要な権利確保のための契約書作成や個別
権利者への交渉等の支援を行った。
（2）多様な番組展開への対応
　インターネットを通じた新しいテレビサービス
について，その内容の精査や権料支払いの在り方
等を検討。ラジオについては，民放との共同キャ
ンペーンとして17年より，民放ラジオのインター
ネット配信プラットフォーム「radiko」に参加
し，本運用に向けて準備を行ってきた。また，著
作権法改正に伴う教育利用にかかる補償金制度の
運用体制づくりへの参加，商業用レコードの許諾
範囲の拡大など，新しい時代に向けて著作権処理
に関わるさまざまな取り組みを行った。

2．権利情報の充実のための取り組み

　放送番組の多様な利活用を進めるためには，番
組の中で使用した著作物の情報等の権利情報を確
実に記録しておく必要があり，さまざまな取り組
みを行った。
（ 1）保存した各番組について権利情報の記録状
況を点検・確認し，不足しているものについては
番組担当者に入力を促した。
（ 2）番組担当者の権利に関わる業務の負担を軽
減しつつ権利情報の充実とリスクの軽減を図る観
点から，海外展開等多様な展開を図る番組を中心
にサポート体制を設けて，放送やその後の再利用
・展開に必要な権利確保・権利情報の収集・整備
を進める取り組みを行った。
（ 3）NHKオンデマンド配信の権利処理を行う
際に収集した過去番組の権利情報をアーカイブス
情報システムに登録する仕組みを整備した。

3．番組の不正利用（権利侵害）対策

　番組制作への寄与者等の権利の保護を図るとと
もに，国内外における番組の適正な流通を促進す
る観点から，不正利用対策を実施した。

（1）動画投稿サイト・SNS等への対応
　NHKの番組から複製した動画や静止画を，無
断で動画投稿サイトやSNS等に掲載する事例が数
多く発生している。動画投稿サイトについては，
NHK番組の映像を含む動画を自動的に検知する
ツールを用いた対策を行うとともに，サイト運営
者に対しても個別に違法動画等の削除要請を行う
などの取り組みを行った。また，NHKの番組等
をかたる，いわゆる「なりすまし」も散見され，
NHKの信用を毀損するリスクがあることから，
サイト運営者等に対してアカウント凍結を求める
などの措置を行った。
（2）無断商業利用への対応
　NHKの動画・静止画が，民間企業の商品や宣
伝に無断で利用されている事例があった。著作権
法違反であり，当該企業に対して，コンテンツ削
除に応じさせた。

4．国際機関との連携

　NHKの放送番組の権利保護や活用に必要な国
内外の法制度の整備に向け，外国の著作権制度に
関する最新の動向など，必要な情報収集のほか，
政府や関係機関への働きかけを，世界各地域の放
送連合と連携・協力しながら行った。
（1）放送事業者等の権利保護のための条約
　国際連合の専門機関である世界知的所有権機関
（WIPO）では，インターネット時代における不
正利用行為から放送事業者の権利を守るための条
約（WIPO放送条約）の検討作業が進められている。
　WIPO放送条約について検討するため，18年 5
月および11月に開かれたWIPO会議に，NHKは，
アジア太平洋放送連合（ABU）の一員として参
加し，ヨーロッパ放送連合（EBU）や北米放送
事業者連盟（NABA）など，各地域の放送連合
と連携・協力しつつ，デジタル化・ネットワーク
化の時代に即した保護を実現する条約が早期に成
立するよう，日本および各国の政府に対する働き
かけを行った。
（2）アジア太平洋放送連合（ABU）知財法務

委員会
　ABU知財法務委員会は， WIPO放送条約の早期
成立に向けたアジア・太平洋地域の放送事業者の
連携体制の構築や，著作権や著作隣接権に関する
ABUメンバー間の情報交換などの活動を行って
いる。
　19年 3 月（スリランカ）に開かれた委員会会合
では，WIPO放送条約に関する議論の状況や各国
政府の対応について情報交換を行い，ABUとし
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ての取り組みの方針を討議したほか，各国著作権
法制の動向についての報告等を行った。
（3）ヨーロッパ放送連合（EBU）法律・制度委

員会
　EBU法律・制度委員会は，年に 2回行われ，
加盟メンバー間の著作権を中心とした法的課題や
WIPO放送条約についての討議を行っている。例
年どおりNHKは，18年 4 月と10月（スイス）の
2回，準メンバーとして同委員会に参加し，イン
ターネット時代の課題についての欧州の公共放送
による先進的取り組みについて情報交換などの活
動を行った。

アーカイブス
　NHKアーカイブスには 3つの目的がある。
① NHKが制作・放送した番組・ニュース等のコ
ンテンツを資産として〈保存〉する。
② 放送での利用や外部への提供などコンテンツを
多角的に〈活用〉する。
③ 保存コンテンツの視聴者への〈公開〉などによ
り社会還元を進める。

1．保　存

（1）放送番組保存の基本方針
　デジタル時代のコンテンツ施策の一環として，
番組・ニュースおよびこれらの素材などを，
NHKアーカイブス（埼玉県川口市）を中心に体
系的・系統的に保存・管理・活用している。
　全国放送番組に関しては，放送総局の「権利と
保存に関する委員会」が保存の基本方針を定め，
制作部局と協議のうえ，権利確保と具体的な保存
内容を決定する。地方のブロック放送および県域
放送の番組については，各放送局に設置した「権
利と保存に関する委員会」で各局の実情に応じた
権利確保と保存を行っている。
　また，番組保存に必須の権利情報の充実を図る
とともに，メタデータによる番組の一元管理体制
の構築を進めている。
（2）コンテンツ保有数
　18年度末の保有数（東京管理）は，ニュース映
像：233万5,000項目，番組：84万6,000本，ニュー
ス原稿は141万7,000本，写真は49万4,000枚，音楽
CDは34万4,000枚，レコードは30万枚，図書・雑
誌は22万3,000冊，楽譜は 8万8,000冊（全国計は，
ニュース映像：799万1,000項目・番組：100万
4,000本）。

（3）保存番組のデジタル化
　60年代以降の日本の風俗や文化をフィルムで描
いた『明るい農村』や，70年代の『テレビロータ
リー』といったフィルムリポートなどをデジタル
化して保存。引き続き，資料価値の高い番組を選
んでデジタル化による保存を継続実施した。
（4）ファイルベースへの対応
　13年 8 月から，本部の送出・アーカイブスのシ
ステムは，順次ファイルベースに移行した。コン
テンツをこれまでのデジタルビデオ（D3，D5，
HDCAM等）やデジタル音声（PCM，DAT，
MO等）のテープではなく，コンピューターで扱
えるデジタルファイルに変換して保管し，ファイ
ルで提供している。本部保存コンテンツは，18年
度末で映像約79万本，音声約14万2,000本をファ
イル化し，完了した。
　また，地方局保存番組は，NHKアーカイブス
（川口市）に移管されたD3・D5・βカム・
HDCAM約 7万本をファイル化。地方局ニュース
を各局でLTOにファイル化した素材は，16年 9
月から受け入れ，約134万項目を登録した。
　ファイル化作業のためのD3，D5の受け入れに
ついては，19年 2 月末で終了した。
　地方局のファイルベース化に伴い保存媒体とな
ったXDCAMは，ニュースについて17年 2 月から
受け入れを始め，約39万項目を登録した。また，
各局番組XDCAMも18年1月に受け入れを開始した。
　また，19年 3 月に，XDCAMでの完プロ番組の
提供において，字幕を一体化して提供することを
可能にし，完プロ番組の活用の利便性を向上させた。
（5）番組発掘プロジェクト
　NHK未保存の番組を掘り起こす「番組発掘プ
ロジェクト」。番組の出演者や脚本家，制作スタ
ッフなど当時の関係者にテープやフィルム，台本
の提供を呼びかけたほか，視聴者にも家庭用ビデ
オテープやフィルムの提供を募った。この結果，
大量発掘となった金曜ドラマ『鳴門秘帖』や，第
5回放送の『連想ゲーム』，今も根強いファンが
いる『ステージ101』，さらには2020年の東京五輪
を見据え保存のないスポーツ中継など，18年度新
たにテレビ番組816本，音声番組516本，台本86冊
を発掘，保存した。
　発掘した番組などは放送にも活用。首都圏番組
『ひるまえほっと』では月に一度，提供者をゲス
トに招き，映像を見ながらエピソードを紹介。ま
た，『ステージ101』は上映会を 2度にわたって行
うなど発掘番組の放送やイベントでの活用に積極
的に取り組んだ。
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（6）コンテンツ管理の各業務
〔コンテンツ管理〕
　NHKが制作・放送した番組，ニュース映像，
ニュース原稿，音声コンテンツや，写真，音楽
CD，レコード，図書・雑誌，楽譜などを保存・
収集し，放送への活用を基本に体系的な管理・整
備を行っている。本放送の始まったSHVやデジ
タルコンテンツの素材など，時代の変化に対応し
た保存業務に取り組んでいる。放送番組の各種情
報（メタデータ）は，NHK内各部局システムと
の連携により生成し，必要な修正をしたうえ，イ
ントラネットを通じ，全国での検索・発注を可能
としている。また，利用頻度の高いコンテンツを
まとめた「おすすめライブラリー」の充実や，
AIを用いて類似したコンテンツを提示する「似
たものサーチ」等，機能の充実を図った。
〔ニュースコンテンツ〕
　NHKのニュース原稿・ニュース映像のデータ
ベース化，利活用に力を注いでいる。「原稿デー
タベース」は全中，拠点局の放送原稿を登録し，
事件原稿などへの匿名化措置を実施。放送同録・
編集済み映像と原稿を同時検索できる「ニュース
総合検索機能」は80年代後半～90年代前半のデー
タ整備を進めた。「映像データベース」は全中・
首都圏のニュース番組の編集済み映像保存とデー
タ補充を継続。地方局素材は，大阪を除く 6拠点
局で過去テープ映像のファイル化が完了した。
〔音楽・図書〕
　保存する音楽資料（CD・レコード）や図書資
料（書籍・雑誌）について，体系的な管理と活用
を行った。18年度は新たに約3,552冊の図書と，
約6,170枚のCD，約320冊の楽譜（音楽会プログ
ラム含む）を登録した。また，所蔵するレコード
について在庫調査を実施し，保有数や保存状態，
重複の確認を行った結果，SP・EP・LP合わせて
約30万枚であることを確認した。18年11月には公
開FM番組で所蔵レコードの一部を紹介し，魅力
のPRにも努めた。

2．公　開

（1）番組公開ライブラリー
　NHKが過去に放送してきた番組の一部を無料
で視聴できる設備で，NHKアーカイブス（川口
市）のほか全国の放送局など57か所の施設で視聴
できる。18年度は，番組発掘プロジェクトによっ
て発掘された『ステージ101』や東日本大震災関
連の番組のほか，人気アニメなど幅広く番組を検
討し公開した。

　18年度末現在で視聴できる番組数は， 1万530
本（テレビ：9,921本・ラジオ：609本），公開し
ている番組はホームページで検索できる。17年10
月にNHKアーカイブス（川口市）での利用者が
累計100万人に達した。18年度の全国の利用者数
は，13万8,863人（累計252万393人）となった。
（2）放送番組表データベース
　放送番組表データベースは，NHKが放送した
番組の公式記録である「放送番組確定表」をデー
タベース化したもので，テレビは1951年12月（実
験放送期）から現在までのすべてのデータが，ラ
ジオは92年 4 月以降のデータが検索できる。
　新たに，18年12月に始まった「BS 4 K」，「BS 
8 K」の確定表情報の提供についても開始した。
（3）学術利用
　放送資産を学術研究に役立てて社会貢献を行う
ことを目的に，「学術利用トライアル」を10年 3
月から試行的に実施している。アーカイブス資産
を学術研究に利用したいという大学等の研究者か
らアーカイブスを利用した研究を公募し，学識経
験者で構成された外部委員を含めた委員会が審査
を行っている。大学院生から教授クラスまで幅広
く応募があり，これまで計168件が採択され，78
件の研究論文の提出と，83件の学会などでの研究
発表が行われた。放送博物館と大阪局を研究閲覧
の場所としている。
（4）NHKティーチャーズ・ライブラリー
　「NHKの番組を授業で利用する」ためのサー
ビスで，09年度から，全国の小・中・高等学校等
の学校に『NHKスペシャル』など特集番組を含
めた放送番組のDVDを送料の負担だけで貸し出
している。毎年貸し出す番組を増やしており，18
年度は230タイトルになった。積極的な周知活動
を継続して，利用する学校も年々増えている。鹿
児島県や今治市，石巻市などの教育委員会と連携
して，教育委員会を窓口に各学校に番組を貸し出
す取り組みも継続し，利用促進に効果を上げた。
18年度は全国で3,200件近くの利用があり，職業
観を醸成する「キャリア」関連の番組や戦争の実
態を伝える「平和」関連の番組や東日本大震災な
ど防災関係の番組の利用が目立った。
（5）NHK回想法ライブラリー
　NHK回想法ライブラリーは，アーカイブス映
像を回想法（懐かしい物や映像を見て思い出を語
り合うことで認知症の進行予防をする療法）で利
用できるように，15年10月からホームページで提
供している。18年度からは高齢者施設を対象に，
「むかしの暮らし・むかしの日本各地」を収録し
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たDVDの貸し出しを開始，全国8,700を超える施
設が利用した。

3．活　用

（1）アーカイブス番組
　総合テレビで放送している『あの日　あのとき　
あの番組』では，18年度も視聴者が“いま見たい
コンテンツ”にこだわり，『NHK特集』『NHKス
ペシャル』などの過去の話題作を取り上げた。夏
の甲子園100回大会や2018 FIFA ワールドカップ 
ロシアの前には，それぞれの競技を描いたアーカ
イブス番組を紹介。また，西城秀樹さん，加藤剛
さんが亡くなった際には，追悼として出演番組を
放送した。19年 1 月からは，「シリーズ平成」と
題して，スポーツ・IT・災害・社会など，平成
という時代のさまざまな側面を振り返るアーカイ
ブス番組を放送した。
　『NHK映像ファイル　あの人に会いたい』で
は，衣笠祥雄さん，さくらももこさん，樹木希林
さんなど，18年度に亡くなられた人々を中心に各
界のトップランナーの“英知の言葉”を紹介。
　『プレミアムカフェ』では，BSの過去番組を
中心に教養・文化・エンターテインメントなどの
話題作を親しみやすいスタジオ演出とともにライ
ンナップした。特集「早坂暁の世界」で「水曜シ
リーズドラマ　新　花へんろ～風の昭和日記～」
全 6話を紹介したほか，シリーズ「向田邦子の世
界」ではNHKアーカイブスのある埼玉県川口市
で，シリーズ「東北を旅する」ではNHK仙台局
で公開収録を実施した。
　12月からは，BS 4 Kで『 4 Kでよみがえるあの
番組』が放送開始。『新日本紀行』の16ミリフィ
ルムを最新のデジタル技術で 4 K化。舞台となっ
た土地の今を訪ねるミニ紀行と合わせた新番組と
してスタートした。
（2）外部への提供（二次使用）
　NHKアーカイブスに保存されている番組や映
像素材などは，外部事業者の求めに応じて二次使
用のルールにのっとり，関連団体を通して提供し
ている。このうち番組については，DVD化，出
版化，CD化，海外販売，キャラクター化やBS・
CS・ケーブルテレビへの提供など，多様な展開
を図っている。また，映像素材は，国内外の放送
局や事業者などに提供を行っている。ニュース原
稿は業務委託先を通して，日経テレコン21，ジー
・サーチの外部データベースに提供しており，利
用者はパソコンやスマートフォンなどで閲覧する
ことができる。

（3）アーカイブスポータルサイト
　「アーカイブスポータルサイト」は，アーカイ
ブス映像をテーマ別に短く再編集した約 2万本の
動画と関連記事を配信している。「NHK名作選　
みのがしなつかし」では，NHKの代表的な番組
・ニュース約3,000本を動画と特集記事で紹介，ハ
イブリッドキャストでも配信し，スタジオパーク，
放送博物館等のデジタルサイネージ展示でも公開
した。
　18年度は，『大河ドラマ』「いだてん～東京オリ
ムピック噺（ばなし）～」と連動して，ドラマの
舞台のアーカイブス映像をAI技術でカラー化し，
「AIで彩るいだてんの時代」を配信した。また，
「朝ドラ100」と連動して，過去99作品の再編集
動画や特集記事を特設サイトや巡回展示で活用し
た。さらに，東京2020と連動して聖火関連の記録
映像を発掘し，「聖火リレー1964再現プロジェク
ト」を展開した。
　「NHK人物録」では，NHKの主な出演者約
2,000人をプロフィールや過去の出演番組動画で
紹介，毎週 2 人は独自インタビューを掲載，
NHKウイークリー『ステラ』にも併載された。
　「みちしる」では，地方局で制作した映像企画
や動画の発信に力を入れてきた。また，国の分野
横断統合ポータルである「ジャパンサーチ」（試
験版）と連携して公共的な活用を進めるなど，「み
ちしる」が蓄積してきた映像を広く社会に役立て
ていくための取り組みを継続した。
　「戦争証言アーカイブス」は，広島・長崎・沖
縄局や平和アーカイブスに点在していた戦争証言
や手記などを統合し，一括して閲覧・検索できる
ようにした。
　また，全国の主な高校放送部に呼びかけて戦争
手記の朗読をしてもらい掲載した。さらに，利用
促進を図るために，全国の戦争・平和関連資料館
に資料設置をした。
　「東日本大震災アーカイブス」では，東北各県
の復興ニュースや九州北部豪雨関連の証言などを
追加するとともに，全国の震災関連施設・団体・
雑誌などと連携して広報活動を展開した。
　「クリエイティブ・ライブラリー」は，『連続
テレビ小説』「半分、青い。」と連動し，アーカイ
ブス画像などにイラストを描き込めるツールを掲
載，投稿作品を各放送回末尾 5秒で紹介した。投
稿総数は1万1,000作品を超え，通常の 3倍以上に
達した。さらに，「なつぞら」ではアニメーショ
ン作品を制作できるツールを掲載し，応募を開始
した。このほか，18年度の投稿作品数は約600件，
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提供素材は約5,300本に上った。また，イベント
向け「AR 4 コマ動画アプリ」をスタジオパーク
に常設した。
　アーカイブスSNSは，Facebook，Twitter登録
者数各11万人，ネットクラブによるNHKアーカ
イブス会員数は 4万2,000人になり，会員および
SNS登録者は合計28万人を超えた。なお，メール
マガジン，ブログはSNSの充実に伴い，18年度末
に終了した。
　「アーカイブスポータルサイト」では各放送局
の業務支援も行った。都道府県別に動画を整理し
た「〇〇県の映像アーカイブス」ページは，地域
局ホームページからリンクで利用され，18年度は，
25局が活用。加えて，札幌局の新地域局ホームペ
ージには動画提供をした。アーカイブス各種イベ
ントコンテンツは，NHK各局会館公開やスタジ
オパーク，放送博物館等で展示され，18年度は14
局が利用した。

4．イベント

　18年度，NHKアーカイブス（川口市）では，「番
組公開ライブラリー」の利用促進やCS活動の目
的で，保存している番組やレコードを活用し，年
間 8回のイベントを行った。
　 5月の大型連休は「田中星児みんなで歌おうコ
ンサート　IN　川口」，10月には『プレミアムカ
フェ』公開収録『阿修羅のごとく』上映会・トー
クショー，11月には，レコードを活用したFM番
組『今日は一日“川口アーカイブス・レコード”
三昧』の公開生放送と，BS 4 K・BS 8 K本放送の
定時番組『 4 Kでよみがえるあの番組』の上映会
を公開収録した『あの日　あのとき　あの番組』，
2月の川口アーカイブス16周年には「レッツゴー
ヤングフォーエバー2019」を開催し，全国からの
来場者でにぎわった。
　また，毎週日曜には「サンデーアーカイブス」
と称して，アニメ番組などの子ども向けの番組，
ドキュメンタリーや歌謡番組を「どーもくんシア
ター」で上映した。このほか18年 7 月には川口市
平和展に協力し，平和の尊さを考える番組 6本を
上映した。

番組考査

1．放送番組考査

　本部に会長直属の考査室があり，放送番組の考
査を担当している。また，各地域拠点局にも，局

長直属の考査部（または考査部門）があったが，
15～17年度の 3か年で，大阪局以外の拠点局の考
査部門の業務が考査室に集約された。
　考査業務は，NHKの放送が，「放送法」「NHK
国内番組基準」「NHK国際番組基準」および
「NHK放送ガイドライン2015」などに沿ってい
るか，放送倫理の面で問題がないかを中心に行い，
リスクマネジメントの観点からも，番組の質の向
上を図ることを目的としている。
　考査には，放送前に放送台本や番組を収録した
DVDなどで行う「事前考査」と，放送視聴で行
う「放送考査」とがある。事前考査の結果，訂正
・変更が必要と思われる場合は，直ちに制作責任
者に対して改善に向けた助言を行う。放送考査の
結果は「考査週報」としてまとめ，イントラネッ
トに掲載し，職員が参照できるようにしている。
　18年度はニュース189項目，全国放送番組229本
（G：155，E：34，BS1：12，BSP：31，R1： 2 ，
BS 4 K・BS 8 K：5），NHKワールド JAPANでは，
ニュース43項目，番組21本について放送考査を実
施した。NHKワールド  JAPANのニュース考査
ではCNNやBBCなど海外の国際放送とも比較し
ながら考査した。また，拠点局からの業務集約に
伴う地域放送番組の考査は63本を対象にした。こ
れらの考査結果は，原則として月 1回，放送総局
番組考査会議で，放送関係の部局長および関連団
体の代表者に通知し，さらに理事会に報告してい
る。

2．放送番組モニター

　放送の視聴実態を示す指標としては，視聴率や
電話・メールなどによる反響があるが，視聴者の
番組に対する感想・意見・評価を詳細に把握する
ことは難しい。「放送番組モニター」は，放送に
関心の高い視聴者に番組の視聴を依頼し，その感
想・意見などを「リポート」として報告してもら
う制度である。その内容は，考査室が行う番組考
査の参考にするとともに，取材・制作者にとって
貴重な「視聴者の声」になっている。18年度は，
地上波，BS，若者，特別，専門の各モニターを，
全国で1,972人に委嘱した。
　モニターからの報告件数は，年間で約15万件に
上る。これらは番組別にまとめられ「週刊モニタ
ーの声」としてイントラネットに掲載している。
18年度は，ニュース201項目，番組278本（G：
174，E：38，BS1：22，BSP：42）についてモニ
ターの声を集約した。また，12月の放送開始以降，
BS 4 K番組 3 本についても受信可能者によるモ




