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関連事業の概況
　NHKの関連団体は，それぞれの事業分野で
NHKの業務を補完・支援し，NHKグループの一
員として，NHKとともに豊かで多様な放送文化
の創造に努めることを基本的な役割としている。
　NHKの業務の効率的推進により経費の節減を
図ると同時に，NHKのソフト資産・ノウハウの
利活用や社会還元を進め，副次収入等での財政的
寄与により視聴者の負担を抑制していくことを目
標として運営されている。
　今後も，関連団体に対するガバナンスの強化を
より図るとともに，効率性と公共放送の質の確保
を一層進めて，NHKグループ全体の総合力を高
めていく。

1 ．関連団体の概要

　18年度末現在，NHKの関連団体は，子会社13社，
関連会社 4社，関連公益法人等 9団体の計26団体，
総従業員数は6,516人である。（⇒p.674）

2 ．関連団体の決算概要

　18年度の関連団体決算は，健保・共済会を除く
24団体の単純合計額で，売上高（事業収入）
3,087億円（対前年度85億円増），当期純利益（正
味財産増減額）79億円（対前年度21億円減）であ
り，増収減益となった。
　関連団体によるNHK副次収入への寄与額は，
対前年度 1億円減の58億円になった。
　今期決算に伴う配当は，対前年度30億円増の73
億円で，うちNHKの受取額は，対前年度21億円
増の47億円となった。

3 ．団体に対する出資など

　18年度は，新たな関連団体への出資や増資はな
かった。関連団体以外への出

しゅつ

捐
えん

・出資については，
一般放送事業者の教育・教養番組の一層の充実を
図ること等を目的とする公益財団法人「放送番組
センター」に5,659万円の出

しゅつ

捐
えん

を行った。

Ⅰ．関連団体への番組制作 
委託

　NHKでは，コンパクトな番組制作体制の下で
質の高い放送番組を安定的に確保するため，18年
度も関連団体への番組制作委託を進めてきた。

　また，番組の一層の多様化を図るため，関連団
体を通じて，番組制作会社にも企画提案を求め，
一部の番組制作を委託した。
　関連団体への委託では，NHKエンタープライ
ズに，『NHKスペシャル』などの大型企画番組，
ドラマ番組（『土曜ドラマ』など），芸能番組（『ザ
少年倶楽部』など），自然番組（『ダーウィンが来
た！生きもの新伝説』など），アニメ番組（『アニ
メ　おじゃる丸』など）の制作，購入番組の日本
語版制作などの委託を行った。
　NHKエデュケーショナルには，『きょうの料
理』『おかあさんといっしょ』『日曜美術館』『先
人たちの底力　知恵泉（ちえいず）』など，生涯
学習や教育・教養に関する番組の制作を委託した。
　NHKグローバルメディアサービスには，大相
撲，プロ野球をはじめとするスポーツ番組や，『キ
ャッチ！世界のトップニュース』『ラン×スマ～
街の風になれ～』などのニュース・情報番組を委
託した。
　NHKサービスセンターには，『BSコンシェルジ
ュ』や『オシばん』『見どころBS 4 K』などの広
報番組や各種番組スポットなどの制作を委託し
た。
　NHKプラネットには，『うまいッ！』『ごごナ
マ』などの番組を委託した。
　日本国際放送には，『J-MELO』『TOKYO
EYE2020』などの国際放送番組を委託した。

Ⅱ．放送番組等の二次展開

1 ．映像・音声商品等の発行

　NHKエンタープライズからは，「NHKビデオ
・DVD」の名称で，『連続テレビ小説』の「半分、
青い。」「まんぷく」，『大河ドラマ』の「西郷どん」，
『ドラマ10』「透明なゆりかご」，『NHKスペシャ
ル』「秘島探検　東京ロストワールド」，「映画　
おかあさんといっしょ　はじめての大冒険」など
の映像商品を発行した。
　また，NHKサービスセンターからは，「NHK　
CD」の名称で『基礎英語』などの月刊語学教材
や「N響～名曲への招待～」「名人　古今亭志ん
生」などの音声商品を発行した。

2 ．放送番組および素材の提供

（ 1 ）企業・団体への番組の提供
　一般企業・団体，自治体の展示，イベント用な
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どにNHKエンタープライズ等を通じて放送番組
を提供した。

（ 2 ）BS・CS放送事業者への番組提供
　NHKエンタープライズを通じて，CS放送事業
者等に『大河ドラマ』の「武田信玄」「独眼竜政
宗」「八重の桜　総集編」，『新・BS日本のうた』，
『木曜時代劇』の「ちかえもん」，『世界ふれあい
街歩き』などを提供した。

（ 3 ）CATVへの番組提供
　NHKエンタープライズを通じて，『連続テレビ
小説』の「ごちそうさん」，『BS時代劇』の「陽
だまりの樹」，『さわやか自然百景』などを提供し
た。

（ 4 ）機内上映用の提供
　航空機の旅客サービス用として，NHKグロー
バルメディアサービスを通じて日本航空，全日本
空輸などへ『NHKニュース』を，NHKエンター
プライズを通じて日本航空，全日本空輸などへ
『歴史秘話ヒストリア』『LIFE！～人生に捧げる
コント～』『TheCovers』『チコちゃんに叱られ
る！』『英雄たちの選択』などを提供した。

（ 5 ）番組素材の提供
　民間放送局および一般企業・団体への番組素材
の提供をNHKエンタープライズを通じて，また，
放送大学学園への番組素材の提供をNHKエデュ
ケーショナルを通じて行った。

（ 6 ）キャラクターの使用許諾
　NHKエンタープライズが，『いないいないばあ
っ！』などの幼児番組や『チコちゃんに叱られ
る！』などのキャラクターの使用許諾を行った。

3 ．デジタル事業

　NHKグローバルメディアサービスが行うスマ
ートフォン等のモバイル端末向けのサービスに対
し，NHKのニュースや番組の楽曲などの提供を
行った。

4 ．番組・素材の海外提供

　関連団体を通じて，番組とニュース素材を海外
の放送機関などへ提供した。NHKエンタープラ
イズからアニメやドラマ，自然番組，教育番組な
どを提供，日本国際放送からは「NHKワールド
・プレミアム」を配信した。
　開発途上国の放送機関などには，NHKインタ
ーナショナルと連携し，「番組国際ライブラリー」
の保存番組を公的資金によって提供した。
　番組・ニュース素材については，NHKインタ
ーナショナルを通じて，海外の放送機関や一般団

体へ提供した。また，デジタルクリップを制作し，
オンラインによる提供も行った。

5 ．放送番組関連の出版

　『NHKスペシャル』から「インパール」「本土
空襲」など社会的関心が高いテーマを書籍化。ま
た『クローズアップ現代＋』や『知るしん』を基
にした『樹木希林さんからの手紙』が大ヒット
し，発売直後に発行10万部になるなど，話題にな
る書籍の発行も行った。

関連団体

Ⅰ．子会社

1 ．NHKエンタープライズ

　NHK番組をはじめとする数多くの映像コンテ
ンツの制作，イベントの企画制作，ライセンスの
許諾，デジタルコンテンツ制作，商品の販売など
を手がけ，NHKグループの一員として日本のコ
ンテンツ産業の発展に尽力している。
　18年度，映像コンテンツの分野では，ドラマや
ドキュメンタリー，アニメ，エンターテインメン
ト番組など，NHKのテレビやラジオ番組およそ
1万3,300本の番組を制作した。
　18年12月から始まった，「BS 4 K・BS 8 K本放
送」では，開局特番を制作したほか，『ダーウィ
ンが来た！生きもの新伝説』『BS時代劇』『COOL　
JAPAN～発掘！かっこいいニッポン～』『イッピ
ン』などの定時番組や，『正月時代劇』「家康、江
戸を建てる」，『スローな武士にしてくれ～京都　
撮影所ラプソディー～』『世界最大級！ラオス　
絶景の未踏洞窟に挑む』などの特集番組を
2 K 4 K一体化制作した。また『ツタンカーメン
の秘宝』『北斎　幻の肉筆画～アメリカに眠る　
画狂老人の魂～』『北米イエローストーン　躍動
する大地と命』『第69回紅白歌合戦』などを 8 K
で制作した。
　総合テレビでは『チコちゃんに叱られる！』『所
さん！大変ですよ』『プロフェッショナル　仕事
の流儀』『ファミリーヒストリー』『もふもふモフ
モフ』『ドラマ10』などの夜間プライムタイム，『ご
ごナマ』『ニュース　シブ 5時』など午後の生放
送，週末の『土曜時代ドラマ』などを定時番組と
して制作，『NHKスペシャル』「東京リボーン」「大
往生～わが家で迎える最期～」などの制作も受託
した。
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　Eテレでは『ムジカ・ピッコリーノ』『日本の
話芸』『Eダンスアカデミー』，アニメの『おじゃ
る丸』『忍たま乱太郎』などを制作した。
　BS1では『地球タクシー』『GREAT　RACE～
グレートレース～』『球辞苑～プロ野球が100倍楽
しくなるキーワードたち～』『BS世界のドキュメ
ンタリー』のほか，2020年に東京を目指す人々を
追った『世界はTokyoをめざす』などを制作し
た。
　BSプレミアムでは『スーパープレミアム』「悪
魔が来りて笛を吹く」「日仏友好160年　とことん
フランス！魅惑の 5時間スペシャル」「医師の闘
病から読み解く　がんを生きる新常識 2」などの
特集番組，『世界ふれあい街歩き』『岩合光昭の世
界ネコ歩き』『ワイルドライフ』『新・BS日本の
うた』『ザ少年倶楽部』『BS時代劇』『にっぽん縦
断　こころ旅』『美と若さの新常識～カラダのヒ
ミツ～』などの定時番組と，幅広いジャンルの番
組を制作した。
　「第73回文化庁芸術祭賞」では，『ドラマ10「透
明なゆりかご」』がテレビ・ドラマ部門で大賞を
受賞，17年度の『特集ドラマ「眩（くらら）～北
斎の娘～」』に続き 2年連続の大賞受賞となった。
　イベントの企画制作では，「ロボットコンテス
ト」の各大会「NHK学生ロボコン」「ABUロボコ
ン」「高専ロボコン」をそれぞれ実施，17回目と
なる「東京JAZZ」は17年に続きNHKホール，け
やき広場，ふれあいホールを中心に開催。ミュー
ジカル「忍たま乱太郎」は，関連するイベントも
含めて計約 4万人の入場者を記録。「国民文化祭
・おおいた2018」は開会式・閉会式を運営し，皇
太子ご夫妻もご臨席され，来場者は約140万人と
なった。「全日本なわとびかっとび王選手権
2018」は，全国88のチームが参加して行われた。
　展示事業では，鹿児島県で「西郷どん」の大河
ドラマ館を制作，目標の50万人を超える入場者数
を記録した。
　番組の提供では，NHKで放送された番組を中
心に，CS／CATV放送局，VOD事業者，航空会
社（機内上映用）などに提供した。なかでも，
VOD事業者への配信権提供は，Amazonプライム
ビデオチャンネル「NHKこどもパーク」が目標
を上回る会員数を獲得した。
　デジタルコンテンツ制作では，若者の自殺に向
き合った番組『＃ 8月31日の夜に。』の企画・制
作に関わり，国際的に権威のあるイタリア賞のウ
ェブノンフィクション賞と大統領特別賞を受賞。
NHK杯フィギュアのスペシャルイベント「レジ

ェンドオンアイス」では斬新な映像で会場演出を
企画・制作。『大河ドラマ』「いだてん～東京オリ
ムピック噺（ばなし）～」，『連続テレビ小説』「ま
んぷく」のハイブリッドキャスト制作の一環とし
て360度コンテンツの企画・撮影・総合演出を担
当した。
　映像ソフトの販売では，CDショップや通販各
社，オンラインショップ「NHKスクエア」など
を通じて，『大河ドラマ』「西郷どん」，『連続テレ
ビ小説』の「半分、青い。」などを発行，なかで
も「アシガール」は空前のヒットを記録した。
　また，18年度も被災地復興支援として，DVD
「証言記録　東日本大震災」の売り上げの一部か
ら，NHK厚生文化事業団を通じて約22万円，「花
は咲くon ICE～荒川静香　羽生結弦～」の売り
上げの一部から，JOCを通じて約39万円の震災復
興地支援寄付を実施した。

2 ．NHKエデュケーショナル

　Eテレを中心に年間およそ 1万1,000本のNHK
番組を制作している。同時に番組を展開した映像
ソフトやイベント，展覧会の展示映像，通信教育
教材など多彩なコンテンツを生み出し，さまざま
なメディアを通じて提供している。
　18年度は，Eテレでは新番組として『又吉直樹
のヘウレーカ！』『バビブベボディ』『ふしぎエン
ドレス』『アクティブ10公民』『基礎英語 0～世界
エイゴミッション』『おもてなしの基礎英語』『世
界へ発信！SNS英語術』『コレナンデ　サンデー』
『沼にハマってきいてみた』などを制作したほ
か，定時番組では『SWITCHインタビュー　達
人達（たち）』『100分de名著』『やまと尼寺　精
進日記』『きょうの料理』『すてきにハンドメイド』
『きょうの健康』『すイエんサー』『おかあさんと
いっしょ』『すくすく子育て』『NHK高校講座』『語
学講座』など，特集番組では『にほんごであそぼ　
スペシャルコンサートin出雲～にっぽんづくし
～』『まるごと見せます！世界の教育コンテンツ
～「日本賞」2018～』などを制作した。
　総合テレビでは，『あさイチ』『サラメシ』『探
検バクモン』『ごごナマ』『ネーミングバラエティ
ー　日本人のおなまえっ！』など，特集番組では
『お取り寄せ不可！？　列島縦断　宝メシグラン
プリ』『もう 1人の私に会いたい！』などを制作
した。
　BSPでは新番組として『偉人たちの健康診断』
『極上！スイーツマジック』を制作したほか，定
時番組で『アナザーストーリーズ　運命の分岐
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点』『コズミック　フロント☆NEXT』『美の壺』
『おとうさんといっしょ』など，特集番組では
『異世界ホテル旅』『お宝を掘り当てろ！！アン
ティーク鑑定旅』などを制作した。
　テレビ国際放送では『Her Story』『HAIKU
MASTERS』『Japano logy P lus』『Sc ience
View』，特集番組『FukushimaTIME／LAPSE』
『BOSAI：AnEducationalJourney』などを制作
した。
　また，スーパーハイビジョンによる映像コンテ
ンツの制作にも取り組み，『浮世絵EDO-LIFE』
『 8 Kコンテンツビューアー　アポロ月面探査』
などを制作した。
　このほか，「東京国際キルトフェスティバル」
や「おかあさんといっしょスペシャルステージ」
「デザインあ展」などのイベントの企画・運営，
放送大学の授業番組や「映画　おかあさんといっ
しょ　はじめての大冒険」の制作，中国やベトナ
ムでの『いないいないばあっ！』の番組販売・現
地版番組制作の支援等を行った。

3 ．NHKグローバルメディアサービス

　NHKの報道・スポーツ・国際部門を支援する
関連会社として，デジタルコンテンツ時代にふさ
わしい，多様なニュースと魅力ある番組を制作す
る一方，デジタルサイネージ向けなどのニュース
提供事業を展開している。
　18年度は，NHKからの委託で，BS1を中心とす
るニュース制作，番組制作，スポーツ中継，番組
・ニュースの字幕制作，デジタル放送のデータ制
作，映像取材と編集，通訳・翻訳，映像の海外送
受信など，多角的な業務を引き続き展開した。
　このうち，ニュース系では，『BSニュース』『ワ
ールドニュース』『東京マーケット情報』『NHK
手話ニュース』などを放送するとともに，海外向
けのラジオ放送『日本語ニュース』の制作に当た
った。
　番組系では，『NHKスペシャル』や『クローズ
アップ現代＋』を制作したほか，『神々のスマホ』
やeスポーツ関連番組など新たなジャンルの企画
開発に取り組んだ。また，地域支援の取り組みと
して『ザ・ディレクソン』の制作に当たったほか，
『聖火のキセキ』『行くぜ！パラリンピック』な
ど，東京五輪・パラリンピックに関連した番組を
制作した。国際放送では，新番組『BizStream』
『GRANDSUMOLIVE』をスタートさせたほ
か，『CYCLEAROUND JAPAN』の日本語版を
制作し，地域支援にも展開させた。

　スポーツ番組では，プロ野球や大リーグ，大相
撲，Jリーグなどの中継に加えて， 6 ～ 7 月に
『2018FIFA ワールドカップ』， 8～ 9 月には
『2018ジャカルタアジア大会』の放送に力を入れ
た。また，国内で多くの 4 K中継制作を担当し，
8 Kでは『2018FIFAワールドカップ』『NHK杯
フィギュア』などの制作を進めた。
　字幕制作では，総合テレビで午前 7時から深夜
0時までのすべてのニュースに字幕を付けたほ
か，国会中継に初めて字幕を付けた。BS 4 K・
BS 8 Kの字幕付与も行っている。大阪・名古屋・
福岡・仙台局では，夕方のニュース情報番組と『ニ
ュース845』の字幕付与を引き続き実施した。
　デジタル分野では，関東甲信越各局および九州
・四国の11局に加え，北海道のデジタルニュース
の制作を開始し，地域支援を拡充した。
　バイリンガルセンターでは，BSの国際情報番
組で海外放送局のニュース番組の通訳を担当し
た。また『NHKニュース 7』や『ニュースウオ
ッチ 9』などで，英語の副音声放送が拡充し，イ
ンバウンド外国人向けのサービス強化に取り組ん
だ。国際放送では，英語のニュース原稿作成や，
日英同時通訳の24時間待機を始め，多言語による
海外発信も支援した。
　国際回線のコーディネートでは，世界各地で頻
発したテロ事件や災害などの緊急報道や，米朝首
脳会談，2018FIFAワールドカップなど，緊迫
した世界情勢からスポーツ中継まで多彩な業務に
当たり，激増するIP伝送にも的確に対応した。
　アーカイブス事業では，映像の人権・プライバ
シー保護業務が拡大し，全国ニュースの同録映像
についても実施した。
　モバイル端末向けのサイト「NHKニュース＆
スポーツ」は，NHKニュースやスポーツ，気象
情報などのコンテンツの充実に取り組み，積極的
に情報を提供した。また，デジタルサイネージで
は，各地の大型画面をはじめ，企業のオフィスや
公共交通機関，学校施設など，ニュースの提供先
を増やした。航空機内サービスでは日本の魅力を
紹介するコンテンツが好評で，提供するエアライ
ンが増えている。

4 ．日本国際放送

　 3か年経営計画（18～20年度）の初年度にあた
り，その柱である「多様な手段をもって日本の姿
を世界へ伝える」「オールジャパンのさきがけと
して，アジアを中心に海外での事業展開を行う」
との方針のもと，各種事業に取り組んだ。
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　NHKからの受託番組では，13の定時番組と特
集番組を制作した。このうち『Journeys in
Japan』など地域を取材した番組の一部は日本語
版にリメイクし，NHKの各放送局が地域向けに
放送した。
　受信環境整備ではアメリカのアトランタおよび
ソルトレークシティーでNHKワールド JAPAN
の24時間放送を開始。欧州ではベルリンを含むド
イツ東部での24時間放送が実現した。これにより
NHKワールド JAPANの視聴可能世帯数は18年
度末で世界のおよそ 3億 4 ,000万世帯となった。
　NHKワールド JAPANの国内プロモーション
強化を図り，PR用のキャラバンカーを開発。北
は福島から南は佐賀まで，首都圏も東京タワー，
浅草など年間24か所でイベントを行った。
　編成・ニュース制作部門では，英語による緊急
報道強化に対応し，災害時，総合テレビに同時通
訳をつけてのNHKワールド JAPANでの放送や，
英語字幕による長時間の情報提供に取り組んだ。
　インターネット関連事業では，拡大する多言語
サービスのニーズに対応し，中国語，ベトナム語，
タイ語など 8言語で，延べ約1,000本のコンテン
ツを制作した。 1月にNHKワールド JAPANの
ホームページで開始された中国語配信では，JIB
が番組案内コーナーの制作やニュース素材制作，
送出支援業務を担当している。
　jibtv枠における独自番組では，宇宙から熱帯
雨林を見守る地球規模のプロジェクトを紹介する
『ForestsCanChangetheWorld』や，創業100
周年を迎えるパナソニック社を取材した『The
Next100Years』などの番組を放送した。
　独自事業では，外国人の和食料理人が技を競う
和食ワールドチャレンジ事業を農林水産省から受
注し，世界各地での予選と東京の決勝を開催した。
　アジアでの事業展開では，ミャンマーにおいて
地元資本や日本の官民ファンドとともに番組制作
会社DreamVisionCo．，Ltdに出資した。JIBは同
社の経営に参画するとともに，社員を出向させ，
新番組の開発や現地社員の指導に当たっている。
ベトナムでは，地元の教育チャンネルVTV 7 の
『いないいないばあっ！』制作を支援し，スタッ
フの研修やベトナム各地でのPRイベントを実施
した。

5 ．NHKプラネット

　地域貢献を目指す唯一のグループ会社として，
地域放送番組の制作，地域情報の全国および海外
への発信を通じてNHKを支援するとともに，地

域との結び付きを強くする各種イベント・美術展
の企画運営，映像制作事業などを展開した。
　本社では，『うまいッ！』『釣りびと万歳』のほ
か，『あさイチ』のコーナー「おでかけLIVE」や
『旬感☆ゴトーチ！』といった生中継番組，震災
復興支援番組『きらり！えん旅』， 8 K番組『カ
リヨン　時を超えるブルージュの鐘』を制作。支
社と連携して『スーパープレミアム』「大中継！
にっぽんのお盆」や四国地域向け『ぐるっと四国　
軽四キャンピングカーがゆく』などを制作。事務
局を務める「NHK公開復興サポート　明日へ」
では，東日本大震災の被災地を支援する公開番組
・イベントを実施した。
　近畿総支社・四国支社では，『バラエティー生
活笑百科』や『歴史秘話ヒストリア』，Eテレ関
西発の『きょうの料理』『趣味どきっ！』，『俳句
王国がゆく』（四国支社）などを制作。国際放送
では日本各地の魅力を紹介する『J-Trip Plan』
などを制作。また，宝塚歌劇の公演を 8 K収録し
た。イベント事業では，「兵庫県政150周年記念式
典」の企画・運営を行ったほか，「特別展　京（み
やこ）のかたな　匠のわざと雅のこころ」を
NHKと共同で開催した。NHK大阪ホールの管理
運営業務も行った。
　中部支社では，『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～』『蜜蜂と遠
雷～若きピアニストたちの18日』『Uta-Tube』な
どの番組制作事業，「Nスポ！2018in名古屋」「東
儀秀樹×古澤巌×coba全国ツアー」「地域伝統芸
能全国大会」「第16回全日本学生落語選手権策伝
大賞」などのイベント事業，「デジタルサービス
制作事業」「データ放送制作業務」などを実施し
た。
　中国支社では，西日本豪雨災害に際し「ライフ
ライン放送」を実施したほか，『ハートネット
TV』『課題解決ドキュメント　ふるさとグング
ン！』を制作し，被災者が直面する課題や復興に
むけた取り組みを全国に伝えた。また， 4 K・8 K
関連イベント「スーパーハイビジョンパークin広
島」と「NHK杯フィギィア 8 Kクリスタルパー
ク」を実施した。
　九州支社では，『はっけんTV』『アサタビ！』
のほかに『世界遺産スペシャル』「潜伏キリシタ
ン　250年の祈り」，『西郷どん　最後の旅路をゆ
く』，『実感ドドド！』「中国巨大市場で“知的財産”
を守れ」などの番組を制作した。イベント事業で
は，地域貢献イベント「がめにライブ」や「NHK
福岡落語会」「国民文化祭・おおいた2018開・閉
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会式」「西郷どん大河ドラマ館」などのイベント
を実施した。
　東北支社では，本社と共同で東日本大震災の復
興関連企画『バスで列車で　篠山輝信×震災 8年
東北旅』を制作。『BSスペシャル』『あさイチ』『明
日へ　つなげよう』に展開。さらに『NHKスペ
シャル』『イナサ吹く故郷で～仙台市荒浜　14年
間の記録～』『ふるさとグングン！』『東北ココか
ら』などの番組でも復興を支援したほか，イベン
ト事業として「NHK公開復興サポート　明日
へ」を宮城県名取市と岩手県大槌町で実施した。
また，19年 4 月からの新番組『大好き♡東北　定
禅寺しゃべり亭』の開発を行い，公開放送番組と
して仙台放送局新会館のサービス向上につなげ
た。
　北海道支社では，『さわやか自然百景』や国際
放送の『WildHokkaido！』などの自然番組を制
作。『NHKニュース　おはよう北海道』『ひるま
えナマら！北海道』などの地域情報番組，金曜夜
間では『いくぞ～！北の出会い旅』，土曜午前は
ツイッターやリモコンdボタンと連動した『知っ
とく北海道』などを制作した。また， 9月 6日に
発生した震度 7の「平成30年北海道地震」の災害
ではライフライン放送を実施したほか，震災復興
イベントを厚真町で 3月末に実施した。

6 ．NHKプロモーション

　放送関連イベントの企画・運営をはじめ，展覧
会，コンサート，フォーラム・シンポジウム，各
種式典，講演会などのイベント事業を実施した。
　18年度は，展覧会では「至上の印象派展　ビュ
ールレ・コレクション」「特別展　人体」「特別展　
西郷どん」「ミケランジェロと理想の身体」「特別
展　縄文」「藤田嗣治展」「新・北斎展」「デザイ
ンあ展」「大名茶人・松平不昧展」「URUSHI伝統
と革新展」「カール・ラーション展」「ジョルジュ
・ルオー展」「千住博展」などを実施した。
　番組関連イベントでは，「NHK音楽祭2018」
「NHKニューイヤーオペラコンサート2019」
「NHKバレエの饗

きょう

宴
えん

2018」「NHK古典芸能鑑賞
会」「おかあさんといっしょファミリーコンサー
ト」「Nスポ！2018」「NHKサイエンススタジア
ム」「This isNIPPONプレミアムシアター　初
音ミク×鼓童　スペシャルライブ」などを行っ
た。
　このほか，「第19回地域伝統芸能まつり」「日中
韓芸術祭2018」「ワンワンまつり　みんなでワッ
ショイ！」「古澤巌×ベルリン・フィルハーモニ

ー　ヴィルトゥオージ」「第 9回ファーマーズ＆
キッズフェスタ」「ふるさとの食　にっぽんの食　
全国フェスティバル」などを実施した。

7 ．NHKアート

　NHKテレビ番組の美術制作（美術制作進行，
大道具等美術用品の製作・運用，装置，装飾，衣
装，メイク，かつらなど）やCG映像・VFX・バ
ーチャル映像やグラフィックス等のデザイン制作
を行う総合美術会社で，一級建築士事務所，特定
建設業，警備業認定，屋外広告業登録の資格を有
し，文化施設・イベント等の企画，制作，設計・
施工，運営まで全般的な業務を行うほか，NHK
ホールをはじめ12のホール・会館の舞台・照明・
音響機器等の操作・運営管理を行うなど，番組美
術制作で培ったノウハウを生かした多様な業務を
行っている。
　18年度は『大河ドラマ』「西郷どん」や『連続
テレビ小説』「半分、青い。」，『第69回NHK紅白
歌合戦』『NHKスペシャル』などNHK番組の美
術業務や，「おかあさんといっしょファミリーコ
ンサート」「高専ロボコン2018」といったNHK関
連イベントだけでなく，「IBC2018」のNHKブー
スや「 4 K・8 Kスーパーハイビジョンパーク」な
どNHKが展開した 4 K・8 Kに関するイベントで
も会場設計・施工を担当した。そのほかにも，ド
ーム球場で実施の「第20回国際バラとガーデニン
グショウ」「第18回東京国際キルトフェスティバ
ル」などのほか，「日本の祭りinあいち・なごや
2018」などといった地域活性化イベントの会場設
計・設営を行った。
　ホール業務では，18年 6 月にリニューアルオー
プンした神奈川県民ホールの改修調整にも携わっ
た。
　また，2018FIFAワールドカップロシア関連
番組におけるスタジオセットやグラフィックの制
作などNHK報道を支える業務に取り組んだほか，
『大河ドラマ』「いだてん～東京オリムピック噺
（ばなし）～」をはじめ，『正月時代劇』「家康、
江戸を建てる」，『NHKスペシャル』「シリーズ　
大江戸」などの 4 K番組や，『 8 Kスペシャルドラ
マ』「浮世の画家」などの 8 K番組に取り組み，
4 K・8 K放送に対応する美術業務をリアルからデ
ジタルまで総合的に担当した。当社がスタジオセ
ットの制作やCG制作を担当した『NHKスペシャ
ル』「戦後ゼロ年　東京ブラックホール1945-
1946」が第22回JPPAAWARDS 2018映像技術
部門　コンポジット／VFX テレビ　ゴールド
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賞，第45回伊藤熹朔賞協会賞，MPTEAWARDS
2018，第71回映像技術賞（放送作品部門VFX），
第21回経済産業大臣賞（日本映画テレビ技術大
賞）を受賞したほか，CG制作などを担当してい
る『チコちゃんに叱られる！』はVFX-JAPAN
アワード2019 先導的視覚効果部門　最優秀賞，
第 4回（18年度）CGWORLDAWARDS大賞を
受賞した。

8 ．NHKメディアテクノロジー

　放送技術分野と情報システム・IT分野で高い
専門技術力を合わせ持つ企業としてNHKの「公
共メディアへの進化」の一翼を担っている。番組
の制作・運行・送出からデータ放送まで，NHK
の放送技術業務を幅広く担い， 4 K・8 KやVR・
3D技術に取り組むとともに，放送・営業・事務
などNHKの基幹システムの開発・運用業務を担
い，放送事業を支えている。
　放送技術部門では，『連続テレビ小説』「まんぷ
く」，『正月時代劇』「家康、江戸を建てる」や新
番組『チコちゃんに叱られる！』など，多彩な制
作技術業務を担当した。
　情報システム部門では，営業系基幹システムの
ホスト機器更新や受信料軽減策への対応，事務系
基幹システムの労働基準法改正への対応などを行
った。また，全国の拠点局・放送局のセキュリテ
ィ対策やNHKグループ会社向け統合グループネ
ットの導入を支援した。さらに，放送総局CSIRT
の立ち上げ支援，セキュリティ推進チームの対応
開始などNHKならびにグループ全体のセキュリ
ティ強化を推進した。
　放送と通信の連携部門では，鉄道運行情報提供
システムを構築し，NHKNEWSWEBやニュー
ス・防災アプリで10月 1 日に提供開始した。また，
緊急初動卓整備の全国展開などに取り組んだ。
　12月に放送を開始した新 4 K・8 K衛星放送に向
けては，『SONGSOFTOKYO』や『ツタンカー
メンの秘宝』などさまざまなジャンルの番組制作
に取り組んだ。スポーツ番組では『全日本卓球選
手権』『カーリング日本選手権』等の 4 K生中継
を担当。実績を重ねるとともに，2020年の東京オ
リンピック・パラリンピックに向けた人材育成と
スキル拡大を図った。また，NHK初の 8 KCUス
タジオや送出設備の整備を支援し運用業務の拡大
に取り組んだ。 4 K中継車「 4 K-OB1」をNHK
グローバルメディアサービスと共同製作し11月か
ら運用を開始するとともに， 4 Kカメラクルーの
拡充やテクノビルMA601の更新など，番組制作

への対応力を高めた。また，新 4 K・8 K衛星放送
の番組提案・採択から編成・送出までを可能とす
る放送系基幹システムの改修や，新規格HTML
による新しいデータサービスの開発に協力した。
また，画面にオーバーラップしない字幕サービス
も開発し 3月から提供を始めた。
　地域放送局の委託拡大に着実に対応するととも
に，地域社員育成施策「育成チャレンジプラン」
を継続充実し，オーダーメイド型のスキルアップ
研修や事業所間交流研修など60件以上の施策を実
施した。
　CSR活動の一環として，東日本大震災を記録し
た3Dドキュメンタリーを， 8月と10月に仙台で
展示上映するとともに，継続的に 8年目の被災地
を取材し3Dドキュメンタリーとしてまとめた。

9 ．NHK出版

　NHK出版は，NHKの放送番組テキストおよび
NHKの放送に関連した書籍・雑誌，放送関連以
外の書籍・雑誌等の出版・販売（電子版も含む）
のほか，音楽著作権の管理等を主業務としている。
　18年度放送テキストは『きょうの料理』『すて
きにハンドメイド』などの家庭向けテキスト，『ラ
ジオ英会話』や『テレビで中国語』などの語学系
テキスト，『趣味どきっ！』や『100分de名著』
などの趣味・教養系テキスト，計56タイトルを発
行した。また，すべてのテキストについてテキス
ト電子版を発行した。新規テキストとしては，『遠
山顕の英会話楽習』『おもてなしの基礎英語』『基
礎英語 0』『おもてなしのハングル』の 4誌を創
刊した。
　ドラマ関連書では，『NHK大河ドラマ・ガイド　
西郷どん』の後編・完結編，『NHK大河ドラマ・
ガイド　いだてん』の前編を刊行した。また『連
続テレビ小説』については，「半分、青い。」のド
ラマ・ガイドPart2，「まんぷく」のドラマ・ガイ
ドPart1・ 2 およびノベライズ上・下巻などを刊
行した。その他，NHK出版新書『マルクス・ガ
ブリエル　欲望の時代を哲学する』や『戦後ゼロ
年　東京ブラックホール』『やまと尼寺　精進日
記』などの番組関連書を刊行した。また『発現』
などの小説や『ビッグ・クエスチョン』といった
翻訳書を刊行し，『NHK出版　学びのきほん』シ
リーズを立ち上げた。
　実用書では，『NHK趣味の園芸　やさいの時間　
藤田智の新・野菜づくり大全』『2300万人がネッ
トで選んだ　みんなのきょうの料理ランキング　
ベスト100レシピ』『NHK出版　からだのための
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食材大全』などを刊行した。
　また，引き続き『NHK語学テキスト　音声ダ
ウンロードチケット』を，判型などをリニューア
ルしたうえで刊行した。

10．NHKビジネスクリエイト

　NHKビジネスクリエイトは，NHKグループの
放送支援業務，インフラ支援業務および事務支援
業務を一元的に担う総合支援企業として，各分野
の専門性を活かした事業活動を展開している。
　18年度は，「2018－2020年度NHKビジネスクリ
エイト経営計画　育む“人財”広がる信頼　グル
ープを支える中核企業へ」の初年度となる重要な
年であり，NHKの推進する「地域改革」「グルー
プ改革」「働き方改革」に沿って取り組みを進め
てきた。
　放送支援分野においては，編成事業部でNHK
地域改革による地域サービスの充実に向け，パイ
ロット局 5局（甲府，神戸，静岡，福井，熊本）
について，編成プログラム業務の支援を行った。
12月から開始されたBS 4 K・BS 8 K本放送では，
編成プログラム業務を中心に支援を行った。印刷
・記念品事業部では，新たに放送受信契約書，地
域放送局が保存する資料の電子化対応などの業務
を拡充した。放送車両事業部では西日本豪雨や北
海道地震などの災害報道に的確に対応した。
　インフラ支援分野では，テナント事業部は当社
が保有する共同ビルの老朽化問題や分散している
オフィススペースの再構築に向け，10月から「オ
フィス・スペース協議会」を立ち上げ，具体的な
検討を開始した。技術事業部では北館空調機更新
工事を担当し， 2年にわたる工事を完了させた。
12月のBS 4 K・BS 8 K本放送に向け，放送センタ
ー，共同ビルなどの共聴幹線工事や視聴環境の整
備に対応した。
　事務支援分野では，総合事務センター，地域支
社で業務用住宅管理業務を開始した。また，地域
改革への支援としては，調達・管財事業部と地域
支社で調達・管財業務を，モニター関連業務につ
いては地域支社で適切に対応した。また，人材派
遣・字幕制作事業部では優秀な人材を派遣して
NHKグループ全体の人材確保に貢献する「人材
バンク」の充実に努めた。

11．NHKアイテック

　放送・通信・情報分野での総合技術会社として，
送信・受信・映像・情報・建築関連技術をベース
に，コンサルティングから設計・施工・保守まで

一体とした事業を展開した。
　全国の基幹局・中継局，共同受信施設の保守業
務を受託し，NHK送受信設備の保守業務を全面
的に担当している。定期保守の着実な実施のほか，
18年 7 月の西日本豪雨，同年 9月の台風21号，24
号をはじめ， 6月に発生した大阪北部地震， 9月
の北海道地震における放送所停電バックアップ対
応など，自然災害時の緊急出向により，NHKの
「放送電波確保」に注力した。また， 6～ 7月の
2018FIFAワールドカップロシア放送期間中は
「放送電波確保」「事故防止」の強化期間と位置
づけて取り組みを強化した。
　一般業務では，AMラジオの強じん化に向けた
民放のFM補完局整備をはじめ，700MHz帯携帯
基地局整備に伴う放送電波の障害対策， 4 K・8 K
放送の普及に向けた調査研究，防災行政無線シス
テムの整備，ケーブルテレビや民放等における送
信設備，送出設備，伝送設備，同録装置などの整
備を進めた。
　NHKグループ経営改革の一環として，NHKと
（株）NHKメディアテクノロジー，当社の三者
により経営統合に向けさまざまな検討を進めた。
18年12月に合併契約調印，19年 2 月には両者臨時
株主総会にて合併契約が承認された。19年 4 月 1
日の新会社発足に向け，諸準備を進めた。

12．NHK文化センター

　NHK文化センターは全国45教室（19年 3 月31
日現在）で教養・趣味・暮らし・芸術・健康など
年間 6万4,000に及ぶ多彩な講座を展開，会員数
は20万人余りである。
　18年度はNHKグループの一員として，引き続
きNHKと視聴者をつなぐ仕事の拡充に務めた。
　東日本大震災が発災した 3月11日の14時46分に
全国の45教室で同時に復興支援ソング「花は咲
く」を歌う 1日講座をNHKとの共催で実施，全
国延べ2,100人が参加した。各教室の歌唱のもよ
うを撮影し，NHK「花は咲く」ホームページに
アップするための映像を提供した。また「NHK
アプリ活用塾」として，「ニュース・防災」編と
「スクープBOX」編を各10回実施。「ニュース・
防災」編には345人，「スクープBOX」編には230
人が参加し，アプリ活用者の増加を図った。番組
関連講座では『チコちゃんに叱られる！』を各地
で実施した。制作者による講座を全国16教室で開
催し，延べ1,400人が参加。また，情報プレゼン
ターの塚原愛アナウンサーの講座も120人を集め
た。



第２部　NHKの概況　｜第６章　関連事業　

NHK年鑑’19 310

　さらに，番組に関係する出演者や制作者が講師
となり地域の視聴者を対象に開く無料講演会
「NHK公開セミナー」を受託業務として実施。
18年度は全国18会場で，『大河ドラマ』「西郷どん」
「いだてん～東京オリムピック噺（ばなし）～」，
『NHKスペシャル』「人類誕生」，『コズミックフ
ロント☆NEXT』『サイエンスZERO』『ブラタモ
リ』などのほか，NHKの各地域局で制作する「地
域発ドラマ」などもテーマに取り上げて開催し
た。18年度のNHK番組関連講座の来場者は 4万
5,000人を超えた。
　このほか，NHK文化センターならではの，高
品質，高付加価値な内容に仕立てた「プレミアム
講座」を本格的に展開した。じっくり一つのテー
マを掘り下げる教養系の長時間集中講座や，講師
のデモンストレーションをじかに見ることができ
る絵画講座は「プレミアム講座」として定着し
た。新しい試みとしては，19年 1 月に日本初の
8 Kテレビを備えた教室「グランルーム」を青山
にオープンした。ビジネスパーソンを対象とした
「プレミアム講座」のシリーズ化を図るなど
NHKブランドの幅広いリーチに貢献する展開を
行った。

13．NHK営業サービス

　13年秋に10年後を見据えた「NBS経営ビジョ
ン」を取りまとめた。それを具体化した 3か年の
中期経営計画「NBS経営プラン27-29」を引き継
いだ「NBS経営プラン2018－2020」の初年度に
あたる18年度は，受信料収入の確保と効率的な
NHK営業活動の展開に寄与するとともに，公共
放送および放送メディア全体の発展や革新を支援
する活動を遂行した。
　受託業務については，視聴者からNHKに届け
出のあった放送受信契約書等の情報処理，全国 4
か所のコールセンターにおける電話を中心とした
視聴者対応，受信契約および受信料収納に関わる
自治体・事業所対応，集合住宅対策や未収者対策，
法人委託事業者の訪問員等に対する講習会や映像
による教育支援，営業活動の支援資材であるパン
フレット等の企画・編集・制作等の各種業務を実
施した。また，放送局事務支援業務の新たな受託
に向けて，10月から，甲府，神戸，静岡，福井，
熊本の 5局でパイロットテストを開始した。
　自主事業については，14年度に一般社団法人
700MHz利用推進協会から受注した「700MHz帯
を利用する特定基地局によるテレビ受信障害対策
コールセンター構築・運営業務」の継続実施や

NHK関連団体のコールセンター業務に加え，12
月から 4 K 8 Kコールセンター業務を開始した。
　企業統治やリスク管理についても適切に対応し
た。特に各事業部門のそれぞれが大量の個人情報
を取り扱っており，個人情報保護は業務の生命線
である。このため，業務プロセス・体制を不断に
見直すとともに，定期的に研修等を実施している。
　なお，個人情報取扱事業者として，プライバシ
ーマークを取得しており，所定の審査を経て， 5
月に10期目の更新を行った。

Ⅱ．関連会社

1 ．放送衛星システム

　株式会社放送衛星システム（略称B-SAT）は，
BS放送における基幹放送局提供事業者として放
送衛星を調達・所有し，その管制，運用のほかア
ップリンク業務，全局EPG（電子番組表）のデー
タ集配信業務を行い，BS放送の基本的なインフ
ラ提供の役割を担っている。
　18年度は，放送衛星3機（BSAT-3a・3b・3c）に
よる31番組のBSデジタル放送に加え，17年に打
ち上げた放送衛星BSAT-4aにより，12月 1 日か
ら始まった新 4 K 8 K衛星放送を全国の視聴者に
安定的に届けた。新 4 K 8 K衛星放送では，右旋
の7ch，17chにより 4 K 5 番組が，左旋の8ch，
14chにより 4 K 3 番組，8 K 1 番組が放送された。
新 4 K 8 K衛星放送の開始に先立ち，17chでは 7
月23日まで 4 K・8 Kの試験放送を実施した。
　また，東京オリンピック・パラリンピック開催
前の2020年春打ち上げを目指し，予備衛星
BSAT-4bの調達を進めた。

2 ．NHK Cosmomedia America，Inc.

　NHKCosmomediaAmericaはアメリカでの番
組制作と国際映像展開の拠点である。番組制作の
柱は，NHKで放送されるMLB（メジャーリーグ
野球）などのスポーツ中継。そのほかにもNHK
の番組の取材制作やリサーチ，機材手配などの支
援業務を請け負っている。国際映像展開では，
「TVジャパン」のチャンネル名でアメリカ・カ
ナダ在住の日本人・日系人向けに，NHK番組を
中心とする日本語番組の24時間有料配信事業を行
っている。契約数は19年 3 月時点でおよそ 6万，
ほかにホテルのおよそ 9万室で視聴可能である。
なお， 1日平均 5時間はノンスクランブル配信で
ある。また，過去番組を有料でネット配信する
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SVOD事業・dライブラリジャパンも行っている。

3 ．NHK Cosmomedia（Europe）
Limited

　NHKCosmomedia（Europe）はロンドン本社
とパリ事務所を拠点に欧州における番組制作と国
際映像展開を行っている。番組制作部門は，
NHKの制作力・技術力を生かした高品質な番組
作りやリサーチ，通訳，機材の手配などのコーデ
ィネート業務を行っている。また「JSTV」のチ
ャンネル名で，NHKや民放の番組など日本語の
有料放送を実施している。衛星やCATV，さらに
インターネットを通じて欧州，ロシアやCIS（独
立国家共同体）各国，中東，北アフリカなど60を
超える国で24時間放送し，500以上のホテルにも
配信している。ニュースを中心に 1日平均 5時間
は在外邦人の情報確保のためのNHK国際放送と
してノンスクランブルで放送している。

4 ．ビーエス・コンディショナル　アクセス
システムズ

　略称は「B-CAS（ビーキャス）」。NHKBSデジ
タル放送の受信確認メッセージや有料放送の視
聴，それにデジタル放送番組の著作権保護などに
利用されているICカード（B-CASカード）の発
行・管理を行っている。
　18年度は，B-CASカードの改ざんへの対応を
進めるとともにカードの流通・在庫の適正化を進
めた。18年度のカード発行枚数は995万枚，累計
発行枚数は 2億6,826万枚となった。
　また，社会的インフラを担う企業として，引き
続きコスト削減に努め，利用者負担の軽減を図っ
た。

Ⅲ．関連公益法人等

1 ．NHKサービスセンター

　公共放送の広報・視聴者サービスを担う一般財
団法人として，NHKと一体となって視聴者との
結び付きを強めるさまざまな業務を行った。
　広報番組や番組ポスター，ウェブ等でのNHK
放送番組の広報プロモーション業務では，『大河
ドラマ』や『連続テレビ小説』でTwitterやLINE
等のSNSを活用し，多面的なPRを行った。地域
発ドラマでは，広報印刷物を作成し，地域放送局
の広報活動や営業活動を支援した。
　NHK広報イベント・展示業務では，NHKホー

ル等での番組公開や子ども向けイベントを各地で
開催。『2018FIFAワールドカップ』，「NHKBS 4 K
・BS 8 K」本放送開始，『第69回NHK紅白歌合戦』
などの 8 Kスーパーハイビジョンの普及・PRイ
ベントのパブリックビューイングを幅広い層に向
け実施した。また『大河ドラマ』『連続テレビ小
説』の番組パネルや小道具を全国各地で展示し，
番組広報に努めた。
　NHK番組情報誌ウイークリー『ステラ』は50
号発行したほか，臨時増刊号『FIFAワールドカ
ップ放送をぜんぶみる！』，ステラMOOK『半分、
青い。メモリアルブック』『まんぷく　メモリア
ルブック』『ラジオ深夜便　ファンブック2019』
を発行した。
　NHK語学CD等のコンテンツ制作・発行・配信
業務では，利用者の学習効果の向上を図るため，
NHK語学講座番組の音声テキストCDの発行や音
声配信を番組と連動した内容で毎月行ったほか，
NHKのアーカイブス音源を活用したNHKCD「名
人　古今亭志ん生」「永六輔　～NHKに残る“寺
の子”思想～」等を発行した。
　「NHKスタジオパーク」「NHKホール」「NHK
みんなの広場ふれあいホール」「NHK放送博物
館」では来館者を対象としたイベントや多彩な視
聴者サービスを実施した。
　「NHKふれあいセンター」では，電話，メール，
FAX等により視聴者からの要望・問い合わせが
98万4,000件寄せられ，迅速・的確に対応した。
　社会奉仕業務として月刊誌『ラジオ深夜便』の
全国の老人福祉施設への寄贈や，（社福）日本点字
図書館の点字週刊誌『NHKウイークリーガイ
ド』の編集・発行への助成のほか，「NHK杯全国
中学校放送コンテスト」をNHKなどとともに主
催した。

2 ．NHKインターナショナル

　外務省や国際交流基金など，公的資金による発
展途上国の放送機関への番組提供や支援業務を行
った。また，公共放送としてのノウハウと映像コ
ンテンツを生かして，国際交流や海外放送機関へ
の取材協力業務を行い，相互理解の推進を図った。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　18年度は，JICAの委託を受けて16年から始ま
った「ウクライナ公共放送組織体制強化プロジェ
クト」を継続し，番組制作能力の強化，緊急・災
害時の報道体制の構築を中心に指導等を実施し
た。「コソボ国営放送局能力向上プロジェクト」
は 3年目に入り，「放送機材の運用」「番組制作力
強化」の指導が仕上げ段階に入った。15年から始
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まった「バングラデシュ教育テレビ設立支援プロ
ジェクト」は首都ダッカへの専門家の派遣を続
け，健康や基本的人権等に関する啓発番組の制作
や研修等を継続した。一方， 6年に及んだ「南ス
ーダンTV・ラジオ（SSBC）組織能力強化プロジ
ェクト」については，SSBCの番組制作能力の向
上や機材供与等を終え，19年 3 月に終了した。こ
のほか，VTV（ベトナム国営テレビ）に対して
は，気象災害報道の研修を実施した。
　海外放送機関への番組の提供については，外務
省の文化無償協力と国際交流基金の事業を合わせ
て，12か国17機関に2,490本の番組を提供した。
　中国関連事業では，中国国内の防災への関心の
高まりを受け設立された「中国緊急報道センタ
ー」のホームページに掲載する動画「防災ミニ知
識」を18年度も25本（各 3分）を制作した。
　NHK初の中国語インターネット配信サービス
「NHK華語視界」の開始に合わせ，中国語ニュ
ースの制作支援や送出・運行などの業務を開始し
た。
　また，19年 6 月に日本で初めてのG20大阪サミ
ットが予定されており，世界各国のメディアを支
援するための国際放送センター（IBC）の設営・
運営に向けて，準備，調整にあたった。
　世界の中での日本理解を促進するために海外に
提供する18年度のNHK番組の国際版（スペイン
語，フランス語，アラビア語等），独自企画番組等，
合わせて77本を制作した。
　18年度もこれまで同様に，NHK国際放送局・
報道局と連携して 6か国・ 7放送機関に対し 7件
の取材協力業務を行った。
　国際コンクール参加番組の国際版は29本，海外
交流用国際版番組は14本を制作した。テレビ国際
放送のNHKワールド JAPAN用にも，定時番組
『美の壺』『ドキュメント72時間』『プロフェッシ
ョナル　仕事の流儀』など123本の英語版を制作
した。また『連続テレビ小説』の「ひよっこ」の
英語版，スペイン語版などを合わせて332本制作
した。更に，「NHK華語視界」の中国語版も73本
制作した。
　海外の視聴者からNHKに寄せられる意見や要
望，海外の委嘱モニターから送られてくるモニタ
ー報告を整理してNHKに報告した。
　海外からNHKへの訪問者の接遇件数は71件で，
46の国と地域および国際機関から要人を含め569
人がNHKを訪問した。
　教育コンテンツの国際イベントである「第45回
日本賞」の運営業務の一部をNHKより受託し，

実施した。今回はコンテンツ，企画の両部門につ
いて378件の応募があった。

3 ．NHKエンジニアリングシステム

　NHKの技術開発成果を広く提供する技術協力
・周知あっせん， 8 Kスーパーハイビジョン等の
新技術の実用化研究開発，放送の受信環境維持改
善に関わる調査業務などを実施した。
　18年度， 8 Kの普及促進では「NAB2018」等で
パブリックビューイングの技術運用を実施した。
また，17年度に引き続き国立がん研究センター等
と共同で開発した 8 K技術を用いた腹腔鏡手術シ
ステムにより，23例の臨床試験を行い， 8 K腹腔
鏡の有効性の検証を行った。
　また，新 4 K 8 K衛星放送の高度化サービス実
現に向けた 4 K放送技術の実証実験，セカンドス
クリーン字幕実証実験（視聴覚障がい者等のため
の放送視聴支援事業），音声翻訳高度化のための
ディープラーニング技術の研究開発，九州国立博
物館 8 K映像・音声設備等の整備・保守，超高層
ビル・風力発電設備によるテレビ受信障害予測，
技術セミナー，友の会会員向け講演会の開催等に
よる新技術の普及および技術者の育成を実施し
た。
　「2018-2020年度 3 か年事業計画」を策定し 6
つの基本方針により事業運営を進めることにし
た。その取り組みの一つである研究開発成果の社
会還元促進の取り組みとして，新たに設置した研
究戦略会議を開催し，今後の重点的に取り組む業
務分野や事業について議論した。
　働き方改革の取り組みとして，「NES働き方改
革推進委員会」を設置し，毎月働き方総点検活動
を行った。
　財団の定年延長と無期労働契約転換対応などを
主な目的に，就業規則など17規程の改定を実施し
た。

4 ．NHK放送研修センター

　NHKの職員研修を事業の基本に，民間放送局，
ケーブルテレビ局，制作プロダクション等への研
修も行い，放送界全体の人材育成にあたった。ま
た，ことばコミュニケーション技術などの一般へ
の普及や，「人にやさしい放送・サービス」を目
指すNHKの字幕放送や解説放送の充実にも協力
した。
　NHK職員研修，NHK関連団体向け研修では，
グループ意識の醸成とグループ全体の総合力の向
上を目指した。
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　このうちNHK職員研修は，“公共メディア”へ
の進化を支えるプロフェッショナルの育成や，マ
ネジメント力強化，コンプライアンス意識の徹底，
働き方改革などに重点を置いた。実施した研修は，
新採用者研修，基礎（新人層）研修，専門研修，
中堅層・リーダー層研修，指導・管理者研修など
114の研修で，受講者数は計6,105人であった。e
ラーニングは，コンプライアンス意識の徹底を図
るための「NHK倫理・行動憲章」「行動指針」の
確認・誓約を含め，17の研修を実施し，受講者数
は延べ 2万5,000人を超えた。受信料の重みを認
識・再確認するための公金意識研修は，全国で新
採用者，中堅層，指導・管理者層を対象に実施し
た。
　NHK関連団体向けの研修は，新採用者から経
営幹部まで階層別に実施し，入社式，新採用者研
修，新管理職研修はNHKと合同で行った。
　民間放送局，ケーブルテレビ局，海外放送局，
制作プロダクションに対しては，番組制作のスキ
ル，放送技術の基礎や最新技術の習得を図る研修
を実施した。
　民間放送局向けの研修は，民放連と協力し，放
送倫理をテーマにした「放送人基礎研修」や，若
手技術者を対象とした「テレビ技術研修会」を実
施した。また，ケーブルテレビ局向けには，地域
の防災メディアとしての役割に重点をおき，災害
時の即応力の向上を目指す研修「ケーブルテレビ
の緊急災害放送」を実施した。海外の放送局に対
しては，国際協力機構（JICA）からの委託を受
けて，番組制作や技術，放送政策の研修を実施し
た。
　さらに，放送界を志す若い人たちを対象に，大
学生セミナーやインターンシップを行った。
　ことばセミナー・講座等の事業では，「日本語
センタースクール」「NHK話しことば通信添削講
座」「朗読事業」「先生のためのことばセミナー」
「ビジネスパーソンを対象にしたセミナー」「放
送支援のためのセミナー」を実施した。
　教育現場を対象としたことばコミュニケーショ
ン事業では，大学・専門学校・小中高校で12の講
座を実施した。また，55の企業・団体からの要請
に応えて研修を実施し，ことばコミュニケーショ
ンのノウハウの社会還元を行った。
　そのほか，放送番組のアナウンス等の業務では，
『小さな旅』『きょうの健康』『ラジオ深夜便』に
出演したほか，ラジオ第 2『ことば力アップ』で
は，番組出演に加えてテキストの執筆も行った。

5 ．NHK学園

　テレビ・ラジオ放送を利用した教育システムを
日本で初めて取り入れた全国一学区の広域通信制
高等学校。教育を通じてNHKの放送の利用促進
に寄与するとともに，放送コンテンツの充実・改
善に協力している。また，生涯学習教育や社会福
祉士国家試験受検資格を取得するための通信教育
を行い，世代を超えた学びの場を提供している。
〔高等学校〕
　高等学校では，東京本校のほか全国33の協力校
等でスクーリングを実施。本校では，15年度より，
週 3日間の登校で放送視聴のポイントを指導し，
自学自習の実践力を育成する登校コースを開設。
16年度より東京本校に「総合教育相談センター」
を開設し，生徒，保護者等の学習支援や教育相談
体制を強化した。また，不登校生を主な対象とす
る「ネット学習Do itコース」を東京本校，北海
道（札幌），東北（仙台・盛岡），大阪，九州（福
岡），中部（名古屋）に展開している。生徒総数
3,405人，卒業生1,150人。これまでの卒業生総数
は 7万6,364人となった。
〔福祉教育〕
　社会福祉士養成課程は，未経験者等を対象とす
る全カリキュラム履修の一般養成科 1年 6か月コ
ース，福祉系大学卒業者や精神保健福祉士を対象
とする一般養成科 1年コース，福祉系大学卒業の
実務経験者や公務員等を対象とする短期養成科 9
か月コースの 2課程 3 コース。学生総数572人，
修了生319人，修了生総数4,046人。国家試験合格
率は全国平均29.9％に対し一般養成科63.5％，短
期養成科は57.1％。
〔生涯学習〕
　通信講座では，俳句・短歌・川柳・書道・写真
・絵手紙・古文書など45講座で 3万633人，オー
プンスクールでは，3,486講座で 3万6,080人が受
講した。NHK共催の全国短歌俳句大会には，短
歌に 4万4,528首，俳句に 9万1,828句の応募があ
った。

6 ．NHK交響楽団

　オーケストラ演奏によって，音楽芸術の向上発
展を追究し，その社会文化の発展に寄与すること
を目的とした公益財団法人であり，日本を代表す
る交響楽団として質量ともに最高水準の演奏を内
外の音楽ファンに提供している。
　18年度の定期公演は，NHKホールとサントリ
ーホールでA，B，Cの 3 プログラムを計画通り
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実施した。 4月には，桂冠名誉指揮者のへルベル
ト・ブロムシュテットがベートーベンシリーズの
集大成となる公演を指揮。同月，日本における長
年の貢献をたたえられて旭日中綬章を受章した。
　就任 4年となる首席指揮者のパーヴォ・ヤルヴ
ィは 5月， 9月，19年 2 月に指揮。18年 9 月の定
期公演では，母国エストニアの国立男声合唱団と
ともにシベリウスの大曲「クレルヴォ」を熱演。
19年 2 月には，定期公演とそれに引き続く香港公
演においてラフマニノフの「交響曲第 2番」など
を演奏し，N響との初のアジア公演を成功裏に収
めた。
　10月の定期公演では，再び桂冠名誉指揮者のへ
ルベルト・ブロムシュテットが指揮。中でもブル
ックナー「交響曲第 9番」は，内外で高い評価を
得た。12月には，トーマス・ヘンゲルブロックの
指揮，バンタザール・ノイマン合唱団とともに，
定期公演として20年ぶりにバッハの作品を演奏し
た。
　定期公演以外では， 4月に「東京・春・音楽祭」
に参加し，ワーグナーのオペラ「ローエングリ
ン」を演奏会形式で演奏。 8月には夏休みの親子
連れや若者を意識した「夏だ！祭りだ！！N響ほ
っとコンサート」や「N響JAZZ」など多彩な公
演に取り組み，ファン拡大を図った。
　外国公演は，19年 2 月の香港公演のほか， 9月
に創設以来初のベトナム公演を実施。日越外交関
係樹立45周年を記念して，ホーチミン，ハノイの
2か所で公演を行い，訪れた各界の要人から称賛
を受けるなど，国際交流に貢献した。
　 7月から 8月には，姫路，大分，宮崎，鹿児島，
熊本，沖縄，大阪，松山，下関，福山，津，大津，
奈良，神戸の西日本14都市で集中的に地方公演を
実施。一方，当初予定した 2公演（鳥栖，安城）
が大雨で中止となる異例の対応にも迫られた。
　20年 2 月には 3年ぶりにヨーロッパ公演を計
画。前回よりさらに多い 9都市で公演を行い，N
響の国際的活動の幅をさらに広げるものと期待さ
れている。

7 ．NHK厚生文化事業団

　多様化する福祉へのニーズにきめ細かく応える
ため放送と連携しながら障害者福祉，高齢者福祉
などの事業を行っている。また，福祉団体を支援
するためのチャリティーイベントを実施してい
る。
〔障害者福祉事業〕
○パラリンピック選手が小学生と障害者スポーツ

を一緒に楽しみ交流する出前授業「パラリンピア
ンがやってきた！」を，首都圏のほか，富山県富
山市，栃木県大田原市などで計 7回実施した。ま
た，2020年の東京パラリンピックに向けて，障害
者への理解促進とパラ・アスリート支援のために，
車いすラグビーとパラバドミントン（渋谷区主
催）の大会に事業団賞を贈呈した。
○親子の個別相談に応じる「こどもの発達相談
会」を14回実施したほか，障害がある子どもたち
を対象とした療育キャンプを各地で行った。
○発達障害やがんなどに関する最新情報と，支援
の在り方を伝えるフォーラムを13回行った。
○障害者や高齢者などの災害弱者も取り残さない
「インクルーシブ防災」をテーマにしたイベント
を岩手県大槌町・愛媛県愛南町と高知県土佐清水
市で実施した。
〔高齢者福祉事業〕
○高齢者の健康と生きがいをテーマにした『ハー
トネットTV　めざせ！いきいき長寿』の収録と
ゲストの講演会を行うイベントを各地で 4回行っ
た。
○関心の高い「認知症」に関するフォーラムを全
国 7か所で実施，併せてテレビ番組でも伝えた。
また，認知症になっても安心して暮らせるまちづ
くりの事例を全国から募集して表彰する「認知症
にやさしいまち大賞」を実施し，取り組みの広が
りを後押しした。
〔災害被災地支援事業〕
○地域福祉を支援する「わかば基金」に全国の災
害被災地で活動するグループを支援する「災害復
興支援部門」を設け，熊本地震で被災したNPO
に支援金を贈呈した。
　また，過去に「わかば基金」で支援し，西日本
豪雨で被災した岡山県真備町の福祉施設に災害支
援金を贈呈した。
　東日本大震災被災地・福島県の福祉施設が作っ
た製品の販売会を東京のNHKで実施した。
〔事業団が長年作品を募集し記録する事業〕
○高齢社会の生き方を描く小説「NHK銀の雫文
芸賞2018」や，障害者の体験や福祉の実践を記録
する「第53回NHK障害福祉賞」を実施し，その
入選作品を出版するとともに，テレビやラジオで
放送した。
〔福祉情報提供事業〕
○NHKの福祉番組や事業団制作の福祉DVD教材
を貸し出す「福祉ビデオライブラリー」は，認知
症やひきこもり，発達障害などの利用が多く，貸
出数は増加している。
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〔チャリティーイベント・福祉団体支援〕
○「第52回NHK福祉大相撲」を行い，福祉施設
に福祉車両を贈呈した。
○地域福祉を支援する第30回「わかば基金」で
は，全国39の福祉グループに活動を広げるための
支援金や，NHKや関連団体の不用パソコンのソ
フトを新しくした「リサイクルパソコン」を贈っ
た。

8 ．日本放送協会健康保険組合

　健康保険法に基づき，被保険者と被扶養者に対
して，保険給付および各種検診や予防接種の経費
補助，メンタルヘルスへの対応などの保健事業等
を行っている。
　なかでも，生活習慣病（メタボリックシンドロ
ーム）の予防および改善に関しては，17年度に続
き，事業主との協働により特定健康診査・特定保
健指導の対象年齢を若年層まで拡大し，早期の受
診および指導の勧奨に継続して取り組んだ。

9 ．日本放送協会共済会

　NHK役職員とその家族などの生活向上と，退
職者とその遺家族の救済，援護等を行うために，
食堂の運営，物品販売，生涯生活設計相談，各種
給付・貸付，各種保険の団体扱いおよび転勤者用
住宅の管理・運営等の福利増進施策を行った。
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放送史ミニ年表

1925. 3.22　社団法人東京放送局，仮放送開始
26. 8.20　社団法人日本放送協会，設立
27. 8.13　最初のスポーツ実況中継

（全国中等学校優勝野球大会）
28.11. 1　ラジオ体操，放送開始
30. 6. 1　技術研究所設置，テレビ研究開始
31. 4. 6　第2放送開始（東京）
35. 4.15　学校放送の全国放送開始
6. 1　海外放送開始

46. 3. 4　協会サイン（NHK）を放送で開始
6.15　放送文化研究所，設置

50. 5. 2　電波三法公布（電波法，放送法，
電波監理委員会設置法，6.1施行）

6. 1　放送法による「日本放送協会」設立
51. 9. 1　初の民放局，開局

（中部日本放送・新日本放送）
53. 2. 1　NHK東京テレビジョン局，本放送開始
8.28　初の民放テレビ局，開局

（日本テレビ放送網）
56. 3. 3　放送博物館，開館
57.12.24　FM実験放送，開始
59. 1.10　教育テレビ放送，開始（東京）
4.10　皇太子ご結婚パレード，各局ラジオ

とテレビで実況中継
60. 9.10　カラーテレビ，本放送開始

（東京・大阪）
62. 3. 1　テレビ受信契約数，1,000万突破
63.11.23　初の日米間テレビ衛星中継

実験（受信）に成功
64.10.10　東京オリンピックの放送（〜10.24）
67.12.31　テレビ受信契約数，2,000万突破
69. 3. 1　NHK-FM全局，本放送開始
5.29　放送番組向上協議会発足

71.10.10　NHK総合テレビ，全面カラー化
78. 4. 8　日本初の実験用放送衛星「ゆり」

打ち上げ
82. 9.30　テレビ受信契約数，3,000万突破
12.17　テレビ音声多重放送，本放送開始

（東京・大阪）

83.10. 3　テレビ文字多重実用化試験放送
開始（東京・大阪）

84. 1.23　放送衛星BS−2a打ち上げ
5.12　BS−2aによる試験放送開始

85. 9. 1　緊急警報放送システム運用開始
86. 2.12　放送衛星BS−2b打ち上げ
11.29　文字放送，全国放送を開始
12.25　衛星 2波による試験放送を開始

87. 7. 4　衛星による24時間放送開始
89. 6. 1　NHK衛星放送，本放送開始
92. 4.21　CSテレビ放送サービス開始
94.11.25　ハイビジョン実用化試験放送開始
97. 5. 1　放送と人権等権利に関する委員会

機構（BRO）発足
99.10. 1　NHKワールドTV24時間放送化

2000. 2.29　衛星放送受信契約数1,000万突破
12. 1　BSデジタル本放送開始

01. 7. 2　NHK情報公開を開始
02. 3. 1　東経110度CSデジタル放送開始
03. 2. 1　NHKアーカイブス，オープン
7. 1　放送倫理・番組向上機構（BPO）発足
12. 1　東名阪の3大都市圏で

地上デジタルテレビ放送開始
06. 4. 1　携帯端末向けワンセグ放送開始
12. 1　�全都道府県で地上デジタル放送開始

08.12. 1　NHKオンデマンド開始
09. 2. 2　NHKワールドTV24時間完全英語化
11. 3.11　東日本大震災発生，長期間の災害報道
4. 1　BSデジタル放送「BS1」「BSプレミア

ム」の 2波放送開始
7.24　�地上アナログ放送（岩手県・宮城県・

福島県は12.3.31終了）および全国の
BSアナログ放送終了

12.10. 1　NHK受信料の値下げ
13. 5.31　東京タワーから東京スカイツリーへ

のテレビ送信所移転
16. 8. 1　BSで 4 K・8 K試験放送開始
17.12. 6　最高裁，受信料制度を合憲と判断
18.12. 1　BSで 4 K・8 K本放送開始


