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第２四半期業務報告 

平成 28 年 10 月25日 

本書は、放送法第３９条第３項（会長は３箇月に１回以上、自己の職務の執行の

状況を経営委員会に報告しなければならない）に基づき「平成２８年度収支予算

と事業計画」の進捗状況を報告するもので、金融商品取引法によって上場企業等

に義務付けられている四半期財務報告とは異なります。 

別冊



メディア環境が激変する中、世界から日本への注目が集まる 2020年を見据えて、
「第一ステップ」として、「挑戦」と「改革」を進める 3か年計画
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【今期の主な取り組み】 

重点方針１．判断のよりどころとなる正確な報道、豊かで多彩なコンテンツを充実 
・大河ドラマ「真田丸」は、50 代以下の世代にもよく見られ、インターネット上やトークシ

ョーなどのイベントでも若い世代の話題となった。連続テレビ小説「とと姉ちゃん」は 10

月 1日に最終回を迎えたが、平均世帯視聴率※は 22.8％で、好評のうちに終了した。 

・28 年度番組改定で４月に好スタートを切った総合夜間の番組も引き続き好調を維持し、世

帯視聴率は、ゴールデンタイム(19 時～22 時)をはじめいずれの時間区分も前年同時期を上

回った。 

・「天皇陛下『生前退位』の意向」の特報（7/13）は、大きな反響を呼び、新聞協会賞（編集

部門）を受賞した。 

・７月の参議院議員選挙は、18 歳にまで選挙権が拡大した最初の国政選挙となったが、新有

権者の意識や課題を継続的に取り上げ、若者の選挙への関心を高める情報を発信した。 

・観測史上初めて東北地方の太平洋側に上陸し、大きな被害を出した台風 10 号(8/30)など多

数の台風が日本列島に接近・上陸。各地域放送局と報道局が連携した台風関連の特設ニュー

スは、のべ 51時間に上った。 

重点方針２．日本を世界に、積極的に発信 
・ＮＨＫワールドＴＶでは、８月の広島と長崎の原爆の日に、ニュースや番組で式典の中継や
現地からのリポートを行い、被爆地からの平和の願いを世界に発信した。 

・海外でも人気の高い大相撲のダイジェスト番組「GRAND SUMO Highlights」をスタート。ウ

ェブサイトも開設し、相撲の基本的な知識を紹介するなど、発信情報を充実させた。 
・７月にバングラデシュでＮＨＫワールドＴＶの放送が始まるなど、受信環境整備を進めたほ

か、ベトナムで現地の放送局との関係を強化し、ＮＨＫのコンテンツやノウハウを活用する

新しいプロジェクトを開始した。 

重点方針３．新たな可能性を開く放送・サービスを創造 
・８月１日から、４Ｋ・８Ｋ試験放送を開始。10時から 17時の放送を基本とし、リオデジャ

 

３か年経営計画の半分の時間が経過したが、５つの重点方針への取り組みは順調に推移して

いる。放送では、７月に参議院議員選挙と東京都知事選挙、８月にリオデジャネイロオリンピ

ック、９月にリオデジャネイロパラリンピックと多数の台風接近・上陸など、大きな国民的関

心事が続いたが、視聴者の期待に応えるための特別な編成を組み、公共放送の使命を果たした。

また、７月の「天皇陛下『生前退位』の意向」の特報は、他メディアからも高い評価を得た。 

ＮＨＫワールドＴＶでは、広島と長崎の原爆の日に中継などを発信したほか、海外でも人気

の高い大相撲のダイジェスト番組を開始するなど、日本ならではの情報や文化を伝えた。 

８月１日には、スーパーハイビジョン（４Ｋ・８Ｋ）の試験放送を開始。オリンピック期間

中に全国の放送局などで行われたパブリックビューイングには、およそ 21万人に足を運んで

いただき、競技会場さながらの臨場感あふれる高精細映像を体験してもらった。 

インターネットの活用では、リオデジャネイロオリンピック・パラリンピック期間中に、これ

までにない規模のライブストリーミング、見逃し配信、ハイライト動画配信などを実施。両大会

の期間中に若い世代を含む合計 900万近い訪問者があり、よく見られた。 

受信料収入は、番組やイベントと連動した営業活動などにより、前年同期を 3.5万件上回る

契約総数増加となり、「支払率 80％」「衛星契約割合 50％」の目標達成に向け堅調に推移。 

８月には、「放送センター建替 基本計画」を公表。世界を代表する公共メディアの拠点を

目指し、いかなる災害時にも国民の命と暮らしを守る強靭な防災・減災報道の拠点となること、

などの基本コンセプトを掲げ、2020年秋の着工を目指す計画を発表した。 

今 期 の 総 括 

１ 今期の概況 

※ビデオリサーチ（関東地区）世帯視聴率 以下同様 
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ネイロオリンピックの期間中は放送時間を拡大して実施。全国の放送局などでパブリックビ

ューイングを行い、期間中に約 21万人が臨場感あふれる超高精細映像を楽しんだ。 

・インターネット活用では、リオデジャネイロオリンピックで、放送しない競技を中心にライ

ブストリーミング（最大 29 チャンネル、約 700 本）や見逃し配信、ハイライト動画クリッ

プ（約 400 本）配信を実施し、パラリンピックでも約 250 本のライブストリーミングと約

200本の動画クリップを配信するなどした。特設サイトとアプリの訪問者数は、オリンピッ

クが合わせて約 800万、パラリンピックが合わせて約 80万と、若い層を含めよく見られた。 

・国民生活や社会全体に大きな影響を及ぼす内容のニュースを、テレビ放送と同時にインター

ネットでも配信。「参院選 2016開票速報」「天皇陛下お気持ち表明」「台風９号、10号関連」

「北朝鮮核実験関連」「台風 16号関連」などで実施した。 

重点方針４．受信料の公平負担の徹底に向け、最大限努力 
・契約総数は年間目標 50 万件に対して 35.3 万件の増加で進捗率 70.7％、衛星契約は年間目

標 63 万件に対して 40.7 万件の増加で進捗率 64.5％となった。支払率は、77.8％となり、

27年度末と比べ 0.8ポイント向上した。衛星契約割合は 49.6％となり、27年度末と比べ 0.6

ポイント向上した。 

・７月末に受信契約数が 4,000万件を突破。昭和 28年２月のテレビ料金の開始から 63年かけ

て積み上げてきた活動の節目となった。「衛星契約 2,000 万件」も今年度中に達する見込み

で、経営計画に掲げた「支払率 80％」「衛星契約割合 50％」の目標とともに、早期到達を目

指して活動を展開する。 

 [受信契約の状況（９月末）] 

重点方針５．創造と効率を追求する、最適な組織に改革 
・ＮＨＫグループ全体で効率的な業務運営を目指すため、関連団体への委託業務と自主業務の

さらなる“見える化”を進め、業務の再精査を視野に入れた検討を推進した。 

・ペーパーレスの取り組みをさらに加速させ、新たな業務フローの構築とペーパーレス会議の

一層の推進など、働き方改革とオフィス環境改善をめざすプロジェクトに着手した。 

・８月 30 日に「放送センター建替 基本計画」が経営委員会で了承され、公表した。基本コ

ンセプトや施設の配置、作業工程などを盛り込み、2020年秋に着工する計画とした。 

 

 

【受信料収入】 

・９月末の受信料収入は、契約収納活動の推進により受信契約件数が増加し、標準進捗率を上

回り（進捗率 50.1％）、3,387億円となり、前年度同期に対して 70億円の増収を確保する見

込みとなった。  
〔受信料収入〕                                （単位 億円） 

区 分 予算 
第２四半期 

（７～９月） 

第２四半期 

累計（４～９月） 
進捗率 

28 年度 6,758 1,696 3,387 50.1％ 

27 年度 6,608 1,666 3,316 50.2％  

契約増加件数 
27年度 第２四半期 28年度 第２四半期 

現在数 
年間増加目標 累計実績 進捗率 年間増加目標 累計実績 進捗率 

契約総数 51 31.8 62.4％ 50 35.3 70.7％ 4,013 

 衛星契約※ 60 43.2 71.9％ 63 40.7 64.5％ 1,990 

 ※ 衛星契約とは衛星系および地上系によるテレビジョン放送の受信についての放送受信契約 

未収削減 △13 △3.0 23.2％ △11 △4.5 40.5％ 106 

（単位  万件） 
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「５つの重点方針」の達成状況を測る世論調査について 

 ＮＨＫ経営計画（2015-2017 年度）では、視聴者のみなさまのＮＨＫに対する期待を

的確に把握し、ＮＨＫ全体で応えていくことを目指しています。 

 このため、2012 年度からの経営計画で導入した 14 項目の経営指標を、現経営計画の

重点方針をふまえて改善し、半期ごと（７月・１月）に世論調査を実施します。14 の 

指標それぞれについて、ＮＨＫに対する期待度と実現度を尋ね、計画の進捗状況を検証

します。みなさまからのＮＨＫへの期待度に、実現度をできるだけ近づける（期待度と

実現度の差を縮める）ことを目標に、事業運営や業務改革を進めていきます。 

信頼をより確かに、未来へつなぐ創造の力 
ＮＨＫビジョン

2015→2020 

ＮＨＫ経営計画 
2015-2017年度 
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７月に実施した世論調査の結果 

※ 層化２段無作為抽出法で抽出し訪問留置法で実施。有効回答数は 1,802件（有効回答率 50.1%、除く熊本県）。 

指標 
期待度 
(％) 

実現度 
(％) 

差 
 (７月) 

差 
 (１月） 

①公平・公正 78.1 74.3 3.9 (3.2) 

②正確・迅速な情報提供 83.5 71.8 11.7 (10.5) 

③多角的論点の提示 79.7 74.8 4.9 (4.1) 

④記録・伝承 76.5 68.3 8.3 (9.1) 

⑤文化の創造・発展 75.9 64.2 11.7 (11.0) 

⑥多様性をふまえた編成 70.3 54.4 15.9 (16.3) 

⑦新規性・創造性 64.3 42.7 21.6 (21.7) 

⑧世界への情報発信 74.5 56.3 18.2 (19.8) 

⑨地域社会への貢献 75.1 56.9 18.2 (19.1) 

⑩人にやさしい放送 74.5 53.8 20.7 (22.8) 

⑪インターネットの活用 50.2 42.0 8.2 (10.2) 

⑫放送技術の発展 65.0 54.9 10.2 (12.3) 

⑬受信料制度の理解促進 54.8 32.9 21.9 (21.7) 

⑭受信料の公平負担 57.4 32.5 24.9 (28.3) 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

期待度 実現度

8.2 
（10.2） 

10.2 
（12.3） 

○は過去調査と比較し期待・実現差が統計的に縮まったもの

○は過去調査と比較し期待・実現差が統計的に広がったもの

（ ）は前回調査における期待度と実現度の差 

▽全国の 16 歳以上の男女個人 3,600人を対象に、７月２日～24日に世論調査を実施※。 

▽各指標の設問に対し、「期待している」と「どちらかというと期待している」と回答した人の割合を「期

待度」、「実現している」と「どちらかというと実現している」と回答した人の割合を「実現度」とする。 

・14 の経営指標において、過去調査と比較し「⑪インターネットの活用」「⑫放送技術の   

発展」の期待・実現差が、統計的に改善した。 

・「⑪インターネットの活用」は、期待度と実現度の差が統計的に改善した。 

⇒リオ五輪でのインターネットサービスの利用状況なども参考にしながら、サービスの

改善を図ることで、さらなる評価改善を目指していく。〔重点方針１、３の項を参照〕 

・「⑫放送技術の発展」は、期待度と実現度の差が統計的に改善した。 

⇒今後も、コンテンツの魅力をより高める新たなサービスの実現に向けた研究開発を

続けることで、さらなる評価改善を目指していく。〔重点方針３の項を参照〕

主要指標の変動と今後に向けて 
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 「５つの重点方針」 第２四半期の達成状況 
 

  
 

■リオデジャネイロオリンピック期間中の世帯視聴率は、全日、朝（６時～10 時）、ゴール
デンタイム（19 時～22 時）、プライムタイム（19 時～23時）といずれの時間帯も全局中ト
ップ。ウェブとアプリでも過去最大規模のデジタルサービスを展開した。 

■台風10号に関する報道では、テレビのＬ字表示に加え、パソコンやスマートフォン、データ

放送など、多様なメディアによる情報発信を本部関係部局と大阪局等が連携して行い、熊本

地震の教訓を生かして災害時のマルチ発信と遠隔地支援を行った。 

■７月の参議院議員選挙の際には、正確で迅速な当確判定に全局体制で臨むとともに、イン
ターネットなどで「18歳選挙権」に関するコンテンツなどを豊富に配信。選挙権年齢引き
下げを意識した放送・サービスを実施した。  

▽地上と衛星の４波合計では、ＮＨＫへの接触の指標となる週間リーチが男女 60歳以上は高
水準を維持しているが、女性 20 代は減少傾向である。 

 
 
 

① 「命と暮らしを守る」報道に全力を挙げ、東日本大震災からの復興を積極的に支援 

首都直下地震や南海トラフ巨

大地震などに備え、いかなる

時にも放送・サービスを継続

するため、本部や、代替機能

を担う大阪局など、放送局の

機能や運用・実施体制を強化 

・東北域内で河川カメラの受信設備を整備。国土交通省東北地方整備局管理の約 580か所の

カメラ映像を任意に選択することが可能になり、大雨や台風 10号対応で効果を発揮した。 

・防災の日（9/1）には、首都直下地震を想定して「緊急報道訓練」を実施。霞が関の記者

クラブのデスク・記者が合同取材チームを組み、想定被災地（東京 23 区東部）に展開す

る初めての訓練を実施した。また、訓練にあわせて「大規模災害報道 動員計画」の見直

しも行い、初動の現場展開を担う「機動取材チーム」の要員を約 150人指定した。 

・英語放送では、在住・滞在外国人向けを意識した情報発信を強化。大阪局の同時通訳ブー

スを活用した訓練を７月と９月に実施し、日英同時通訳者８人が参加した。 

スーパーハイビジョンやインタ

ーネットなど、新しい技術を活

用し、正確・迅速で、多角的な

防災・減災報道を強化 

・これまで現場から１局にしか送ることのできなかったＩＰ（ネット経由）を活用した中継

映像をクラウド上で配信し、東京や現地局・拠点局で同時に受信できる「Live-U マルチ

ポイント」の試験運用を７月１日から開始。観測史上初めて東北地方の太平洋側に上陸し、

岩手県などで大きな被害が出た台風 10号（8/30）では、のべ 31か所の現場映像を 74か

所に配信するなど、災害報道に大きな威力を発揮した。 

・報道用カメラに取り付けることでＩＰ中継を可能にする「ワイヤレスアダプター」の全国

配備が７月に完了。全国どこからでも、迅速なＩＰ中継が可能な体制が整った。 

・「防災・減災プロジェクト」では青森の海岸線を８Ｋで空撮。大規模災害時などに、発災

前の８Ｋ空撮映像を全局で活用できるようデータベース化に着手した。 

東日本大震災の課題やエネ

ルギー問題に向き合う番組、

防災・減災に役立つ番組、さ

まざまな大規模災害からの復

興を支援する番組や応援キャ

ンペーンなどに取り組み、積極

的に発信 

・防災の日にちなみ、９月３日に「震災テレソン」を実施。熊本地震の現状を伝えた「特集

明日へつなげよう 地震列島で暮らす私たち」や、熊本市で行われた「明日へつなげるラ

イブ」、故郷を追われる福島第一原発周辺の地権者たちの苦悩を追った「ＮＥＸＴ 未来の

ために」などを放送。全国規模で震災の課題を考える番組を編成した。 

・地震予知の最前線を追ったＮＨＫスペシャル「MEGA CRISIS 巨大危機 地震予測に挑む」

(9/11)や熊本城の崩壊のメカニズムに迫った「クローズアップ現代＋」（9/13）、被災地で

判明した家屋の弱点を取り上げた週刊ニュース深読み「あなたの家は倒れない？地震から

命を守る」（8/27）など、視聴者の不安・関心の高いテーマを集中的に編成した。 

・ 障害者など“災害弱者”が被災地で置かれた現状を浮き彫りにした「ハートネットＴＶ」

（9/1）や、熊本出身の内村光良さんによるメッセージＶＴＲを制作した「ＬＩＦＥ！」

（7/28）、東日本大震災応援キャラバンを実施した「あさイチ」（7/27～29）など、大規模

災害からの復興をめぐる課題や支援を多角的な視点で発信した。 

・熊本県益城町で収録を行った「復興サポート」（7/10）では、東日本大震災で復興支援を

続ける人達が参加し、東北で実践中の“被災地の農家と消費者をつなぐ手法”を紹介し、

その後、熊本でも同様の取り組みが始まるきっかけを作った。 

達成状況 一覧 

２ 

重点方針１．判断のよりどころとなる正確な報道、豊かで多彩なコンテンツを充実 
 

 主な取り組みと評価 
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②日本や世界の課題に向き合い、新たな手法を活用して真相に迫る報道を充実 

公平・公正で、正確・迅速な

報道を堅持し、広範な取材ネ

ットワークを生かして、時代を

読み解く、わかりやすく丁寧な

ニュース・番組を積極的に発

信 

・「天皇陛下『生前退位』の意向」を伝えた特報（7/13）が、新聞協会賞(編集部門)を受賞。

また、「碑文谷公園切断遺体遺棄で容疑者逮捕」（7/9）、「群馬大学付属病院医療事故報道」

（7/12・29）、「第３次安倍第２次改造内閣発足」（8/1など）、「北朝鮮５回目の核実験」（9/9）

など、他の報道機関に先駆けて、独自取材で報道した。 

・参議院議員選挙（7/10）には全局体制で臨み、「党首は何を訴えたのか～密着 18日間の戦

い～」(7/9)を放送したほか、当日の「参院選 2016開票速報」も非常によく見られた。 

・参院選で初めて適用された「18 歳選挙権」について、新有権者の意識や課題をニュース

や番組、インターネットで継続的に取り上げた。 

少子高齢化、社会保障、いじ

め、多様な働き方、紛争、安

全保障など、日本や世界の政

治、経済、社会、文化などの

課題に迫る骨太な番組を強

化  

・米大統領選挙について、共和党大会（7/22）、民主党大会（7/29）をＢＳ１の「ワールド

ニュース」を拡大して伝え、トランプ、クリントン両候補の指名受諾演説をライブで紹介

した。またワールドニュース特集「テレビ討論会（第１回）」（9/27）を約２時間中継し、

初めての直接対決をリアルタイムで伝えた。 

・相模原市で起きた障害者殺傷事件（7/26）について、ＮＨＫスペシャル「調査報告 相模

原・障害者殺傷事件～19人の命はなぜ奪われたのか～」(7/31)で詳細を伝えるとともに、

関係者を丹念に取材し、加害者の動機に迫った。また、「バリバラ」(8/7)と「ハートネッ

トＴＶ」(8/8)では、命の重さと尊厳を大切にする社会の実現には何が必要かを伝えた。 

ビッグデータの多角的分析を

活用するデータジャーナリズム

など、新手法の調査報道を強

化 

・災害関連情報等を可視化・共有するＮＭＡＰＳの新機能「データナビゲーター」をニュー

スセンターに導入。７月の参院選、都知事選では 18 歳有権者や候補者の膨大なツイート

データ分析などを行った。８月～９月に連続して接近・上陸した台風では気象・災害系の

データを徹底分析して、特設ニュースや「クローズアップ現代＋」で使った（8/29・9/1）。 

・東京都知事選挙の開票速報は、ＶＲ（バーチャル・リアリティ技術）による候補者の演説

の再現やデータナビゲーターでの分析など新手法を活用して放送した。 

インターネットを活用した情報

の収集や発信により、報道を

強化 

・「2016参院選サイト」では公示日（6/22）に合わせて、各党の第一声や全選挙区の選挙戦

リポート、選挙区の全当選者 73 人の当選・当確の声の動画を今回初めて掲載した。また

「18 歳選挙権」に関するウェブ特集を組むなど、選挙権年齢引き下げを意識したサービ

スを実施した。 

・ＮＨＫオンラインおよび公式アプリ「ＮＨＫニュース・防災」では、この夏相次いだ台風

関連のテレビ放送を、台風の進路に合わせて、随時、拠点局のテレビ放送に切り替えなが

ら同時提供を行った。台風 10 号によって深刻な被害を受けた岩手県では、盛岡局のラジ

オ第１放送のインターネット配信を９月１日に開始。16日間続けた。 

③視聴者の幅広い期待に応えて、見ごたえある魅力的なコンテンツを開発・制作 

戦後 70 年、放送 90 年の節

目に多彩な大型企画を制作 

・ＮＨＫスペシャルでは、「決断なき原爆投下～米大統領 71 年目の真実～」(8/6)「ある文

民警察官の死～カンボジアＰＫＯ23年目の真実」(8/7)など、新事実の発掘をもとにした

５本の戦後企画を編成。終戦ドラマ「百合子さんの絵本～陸軍武官・小野寺夫婦の諜報戦

争～」(7/30)では、知られざる戦争秘話を夫婦愛のドラマとして描いた。 

・Ｅテレで放送したＥＴＶ特集「武器ではなく命の水を～医師・中村哲とアフガンの平和構

築」（9/10）は、同番組の今年度最高視聴率を記録した。 

・ＢＳ１では、リオ五輪特別編成のため“戦争と平和を考える”特集を７月に編成。被爆者

救護の命令を受けて広島に入った元少年兵たちの体験と戦後の苦難に迫った「原爆救護～

被爆した兵士たちの歳月～」（7/24）は、男女 40代以下の若い世代にも視聴が広がった。 

・夏の戦争と平和特集は五輪期間と重なったこともあり、視聴が広がらなかった。来年度以

降も幅広い世代に見てもらえる取り組みが課題である。 

取材・制作力やスーパーハイ

ビジョン（８Ｋ・４Ｋ）などの表現

力を生かし、国際展開も視野

に、複数年かけて取り組む大

型コンテンツを強化 

・ルーブル美術館と共同制作した８Ｋ大型企画「ルーブル 永遠の美」が完成。８Ｋ技術を

世界にアピールするコンテンツとして、パリでの公開準備を進めている。 

・アメリカのＶＯＤ（ビデオ・オン・デマンド）配信会社、ドイツの公共放送と国際共同制

作したＮＨＫスペシャル「シリーズ ディープ・オーシャン 潜入！深海大峡谷 光る生物

たちの王国」(8/28)が北米・欧米市場に展開。良質なドキュメンタリーの世界展開の足が

かりをつかんだ。 

幅広い視聴者に愛される番

組、次の世代の育成に役立つ

番組など、魅力あふれる多彩

なコンテンツを開発・制作 

 

 

・10 月１日に最終回を迎えた連続テレビ小説「とと姉ちゃん」のシリーズを通した平均世

帯視聴率は 22.8％で、よく見られた。 

・「ニュース７」「鶴瓶の家族に乾杯」「うたコン」「ガッテン！」「ブラタモリ」「ダーウィン

が来た！」「超絶凄ワザ！」「土曜ドラマ」「ＮＨＫスペシャル（日曜）」「真田丸」など、

総合夜間の番組で世帯視聴率が前年同期同時間帯より増加した。特に、５％近く増加した

「真田丸」ではトークショーの開催やネット上での話題作りなど広報展開にも注力し、59

歳以下の現役層への視聴を広げた。 

・「日本人のおなまえっ！」（8/25）は、73 分の開発番組としては異例の 10％を超える世帯
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視聴率を記録。ウェブ調査では、「ふだんＮＨＫを見ない女性層」から、「なるほどと思う」

といった“ＮＨＫらしさ”でも、「気楽に見られる」といった“ＮＨＫの弱点”でも極め

て高い評価を獲得、幅広い層に見てもらえる可能性を示した。 

2020 年の東京オリンピック・パ

ラリンピックに向けた情報や番

組を充実 

・リオ五輪終了後もＢＳ１では、「プレーバック Rio 2016」（8/27～9/1）、「ＢＳ１スペシャ

ル ゆず北川悠仁が見たオリンピック」(9/11）を放送。さらに、10月に向けて新番組「世

界は TOKYO をめざす」の制作をスタートさせ、2020 年東京オリンピック・パラリンピッ

クへの期待を高めていく。 

・Ｅテレ「みんなで応援！リオ・パラリンピック」では 、耳が不自由な人・目が不自由な

人・健常者のそれぞれが楽しめる「ユニバーサル放送」を目標に制作。聴覚障害のある方

には手話と字幕で、視覚障害のある方には解説放送で競技のダイジェスト制作し、東京パ

ラリンピックに向けて、番組制作のノウハウ蓄積を進めた。 

取材・制作の過程で得られる

多くの情報を、放送やインター

ネットなど、さまざまな伝送路

を用いて効果的に発信 

・米国ナショナルアーカイブスを中心に、世界各地の団体が所蔵するさまざまな記録映像

２万クリップをＮＨＫが独自に収集し、６回シリーズで放送したＮＨＫスペシャル「新・

映像の世紀」では、「歴史を追体験する」「映像を体験する」をコンセプトにウェブサイ

トでインタラクティブに動画を公開。2016年度の「グッドデザイン賞」、ACC CM FESTIVAL

でマスメディアが行うウェブコンテンツ部門で入賞するなど、斬新なデザインや表現方

法が評価された。 

④放送局は、地域の「安全・安心の拠点」となり、地域活性化に積極的に貢献 

ＮＨＫの全国ネットワークを生か

し、防災・減災報道、緊急報

道などに全力を挙げるとともに

ラジオの発信強化など、平時

から非常災害時に備えた取り

組みを推進 

・今期は、台風 10 号（8/30）が観測史上初めて東北地方の太平洋側に上陸して大きな被害

を出したのをはじめ、多数の台風が日本列島に接近・上陸。台風関連の特設ニュースの放

送はのべ約 51時間に上った。台風 10号の被害については、仙台局、盛岡局、札幌局、報

道局が連携して直ちに「クローズアップ現代＋」で伝えた。 

・大きな被害を受けた、岩手県域のラジオ第１放送をインターネットでも同時配信（9/1～

16）を行った。 

地域や日本の課題にしっかり

と向き合うニュースや番組を、

地域や全国に積極的に発信 

・ＮＨＫスペシャル「縮小ニッポンの衝撃」(9/25)は、急激な人口減少に直面している日本

各地の最前線をルポし、地域の未来を予測するとともに課題を検証。一極集中が進む東京

でさえ、2020年には減少に転じる状況を掘り下げた内容に、「厳しい現実をよく放送して

くれた」「考えさせられた」など反響が大きかった。 

・参院選では、憲政史上初の「合区」で全国的に注目された徳島局と高知局、松江局と鳥取

局が緊密に連携して開票速報を正確・迅速に放送。また、選挙後の合区における問題点な

ど今後のあり方を探る動きを発信した。 

自然や文化、人や暮らし、観

光資源など、地域の魅力や価

値を、インターネットも活用して

積極的に全国や世界に発信 

・「ドキュメント 72時間」では、墓前で使う花火や爆竹を買いに多くの人が訪れる花火屋を

中心に、長崎のお盆を見つめた３日間（9/23・長崎局）、人気商店街にある老舗喫茶店

(7/22・名古屋局）・女子刑務所（9/16・和歌山局）、24時間営業の氷屋（9/30・福井局）

などを舞台に制作。地域で生きる人たちの日常や地域の風土の魅力を伝えた。 

・「おはよう日本」では、台風 10号による農業への影響、建設業界の人手不足を補うＩＣＴ

の取り組み、四国八十八か所で増えるさい銭泥棒などを地元局と連携して放送した。 

・「経済フロントライン」（9/10・ＢＳ１）では、ＩＴの徹底活用でモノづくりの形を一転さ

せて業績を伸ばしている徳島県と北海道の中小企業を取材。「国際報道 2016」（9/9・BS1）

では、青森県が黒にんにくの輸出拡大を目指す取り組みを紹介するなど、ネットワークを

生かし、地域の課題を取り上げた。 

・海外向けに制作・放送する「ラジオ日本」では、地域放送局制作のコンテンツの海外発信

に努めた。リオパラリンピックの関連で、ラジオ第１「ＮＨＫジャーナル」で放送した「ゴ

ールボールで視覚障害者の交流を」（京都局制作）や「広島在住アメリカ人詩人が見たオ

バマ大統領広島訪問」（広島局制作）を再構成して発信した。 

地域を舞台にしたドラマや公

開番組など、地域を応援する

放送・サービスやイベントを効

果的に実施 

・青森局制作の地域ドラマ「進め！青函連絡船」（9/21・ＢＳプレミアム）を放送。青森の

人々にとって大切な思い出として息づいている青函連絡船への思いをコメディータッチ

の分かりやすいストーリーで伝えた。青森や北海道の人々にとって、昭和 63 年まで 80

年間、津軽海峡を渡っていた青函連絡船への思いは強く、当時の映像をふんだんに使った

ドラマは好評で、青森県内でよく見られた。 

・「民謡魂 ふるさとの唄」を札幌（8/14）、「民謡をたずねて（Ｒ１/ＦＭ）」を広島（7/2）、 

北九州（7/8）、札幌（9/18）、「きらクラ！」を新潟(9/11・ＦＭ)で公開収録。音楽を通

して地域の魅力を全国に伝えた。 

放送局のデジタルサービス

は、安全・安心に役立つ情報

を中心に、選択と集中で実施 

・インターネットによるラジオ放送の同時配信「らじる★らじる」が、札幌・広島・松山・

福岡発の放送についても配信を開始（9/1）。すでにサービスを行っていた東京・大阪・名

古屋・仙台発の放送と合わせ、地域の拠点局全ての配信が実現した。 

・台風 10号では、盛岡局と札幌局の災害情報ページ（ＰＣ・スマホ・データ放送）、Ｌ字、
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データ放送など多様なメディアによる情報発信を、本部関係部局と大阪局等が連携して行

い、熊本地震の教訓を生かして災害時のマルチ発信と遠隔地支援を行った。 

ＮＨＫの「地域社会への貢献」

を評価する手法を開発し、地

域貢献を強化 

・ＮＨＫの「地域社会への貢献」を評価するために昨年度から実施している地域指標の第２

回調査（５月に実施）について、分析結果を本部の各部局と地域放送局で共有し、９月に

今後の放送やサービスのあり方について意見交換を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

【ピックアップ】 

   

ＮＨＫネットラジオ らじる★らじる 

連続テレビ小説「とと姉ちゃん」 

“いつでもどこでも” リオ五輪・パラリンピック 

◇競技が早朝や通勤通学の時間帯に集中したリオオリ

ンピックでは、いつでもどこでも競技の様子や結果

を楽しんでもらえるようウェブとアプリでも過去最

大規模のデジタルサービスを展開。オリンピック期

間中の動画再生回数は 7,500万回を超えた。 

◇パラリンピックは、開会式と閉会式を総合で生中継

した。 

 

 

 

 

よりきめ細かな地域情報を発信「らじる★らじる」 

◇インターネットによるラジオ放送の同時配信「らじる★らじ

る」が、札幌・広島・松山・福岡からの配信を開始した（9/1）。

これで、従来から行っていた東京・大阪・名古屋・仙台から

の配信と合わせ、拠点局全てからの配信が実現。気になる地

域の、よりきめ細かな情報にアクセスすることができるサー

ビスを可能にした。 

・戦争と平和をめぐる夏の特集は、オリンピック期間と重なる中で放送されたこともあり、

世帯視聴率や年代層の広がりに、やや苦戦した。来年度以降も幅広い世代に見てもらえ

る取り組みが必要である。 

 

・リオ五輪は前回のロンドン大会に比べ、特に 30 代以下の若年層の視聴減少傾向が顕著

となった。時差や放送時間などが異なるため単純比較はできないが、「2020 東京」に向

けて分析と対策が必要である。 

 

今後に向けて 

「看板番組」が好調 

◇総合は「真田丸」や「ブラタモリ」「鶴瓶の家族

に乾杯」や「ニュース７」など看板番組がよく見

られ、ゴールデンタイム（19時～22 時）、プライ

ムタイム（19 時～23 時）のいずれの時間区分も

前年同時期を上回った。 

◇10 月１日に最終回を迎えた、連続テレビ小説 

「とと姉ちゃん」のシリーズを通した平均世帯 

視聴率は 22.8％だった。 

 
 

リオ五輪特設サイト・アプリ 
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「５つの重点方針」 第２四半期の達成状況 
 

  

■ＮＨＫワールドＴＶでは、８月の広島・長崎原爆の日に関連して、ニュースや番組で、被
爆地からの平和の願いを世界に発信した。海外でも人気の高い大相撲をダイジェストで伝
える「GRAND SUMO Highlights」をスタートした。 

■ベトナムで、現地の放送局との関係を強化し、ＮＨＫの教育コンテンツやノウハウを活用
する新しいプロジェクトを開始した。 

▽国際戦略調査によると、ＮＨＫワールドＴＶに接触のある人の理解度は高水準を維持して

いる。タイにおいては、認知率が減少しているが、多チャンネル化が進んだことなどが影

響したと考えられる。 

 
 
 

①「信頼される国際放送」として、日本を世界に、発信を強化 

英語によるテレビ国際放送「ＮＨＫワールドＴＶ」

は、北米とアジアを重点地域と位置づけ、「見た

くなる国際放送」をめざして、視聴意向などを把

握して、ニュース・番組や編成を充実・強化 

 

・大型ニュース番組や現地制作の大型討論

番組を新設 

・観光、食、ファッション、アニメ、先端技術な

ど、日本の文化、産業、科学技術などを多

彩に発信 

・国内で放送する番組の英語化を進め、日本

の魅力や姿を積極的に発信 

・「ＮＨＫワールドＴＶ」の認知度向上のため、重

点地域などでのプロモーションを強化 

・国内外の取材・制作体制の強化や日本国

際放送（ＪＩＢ）をはじめとする関連団体との

連携の強化などを通じて、実施体制を強化 

・ニュース番組「NHK NEWSLINE」「NEWSROOM TOKYO」では、８月の広島・

長崎原爆の日に、平和式典の中継や現地からのリポートなど、被爆地か

らの平和の願いを世界に発信した。 

・８月、「My Small Steps from Hiroshima こうしてヒロシマは世界発信

されていった～小倉馨の日誌より～」や、「HIROSHIMA LOST～核の時代

が始まった日～」など、戦争と平和を考える番組を集中的に放送した。 

・「天皇陛下『生前退位』の意向」を伝えた特報を世界に発信。お気持ち

表明の当日には、陛下のお言葉を英訳して放送し、ＢＢＣやＣＮＮなど

世界のメディアが「NHK NEWSLINE」の映像を使って伝えた。このほか、

北朝鮮のミサイル発射・核実験、バングラデシュの邦人人質事件など、

重要ニュースを迅速・的確に伝えた。 

・大相撲のダイジェスト番組「GRAND SUMO Highlights」を７月の名古屋

場所からスタート。海外でも人気の高い大相撲を、毎日ダイジェストで

伝えたほか、相撲を多様な角度から解説するミニ番組「Sumopedia」も

放送した。 

・リオ五輪に向けて制作したＮＨＫスペシャル「ミラクルボディー」シリ

ーズの「柔道」を英語化し、五輪開幕直前にＮＨＫワールドＴＶで発信

した。 

・広島・長崎の被爆体験を伝える取り組みなど、地域放送局が制作したニ

ュース企画を発信したほか、「Hometown Stories」などで、「にっぽん紀

行 ふたりで駅を守って～福井・小浜」（福井局）や「目撃！日本列島 

ごちそうはいらない～山形 外国人が集う農家～」（山形局）など、地

域発の番組を英語化して放送した。 

・和食のポータルサイト「JAPANESE FOOD」と食の番組のＰＲにＳＮＳを

積極的に活用したほか、音楽番組やドキュメンタリー番組などではター

ゲットを絞ったＳＮＳ広告を実施した。 

・北米ではサンフランシスコの日本関連イベントに出展し、料理番組の出

演者が参加して「JAPANESE FOOD」をＰＲしたほか、どーもくんとアイ

ドルグループが結成した「東京パフォーマンスどーも」がダンス楽曲を

初披露し、多数の現地メディアから取材を受けた。 

・インドネシアでは、９月から、ジャカルタ日本祭りなど３つのイベント

に出展したほか、ショッピングモールで特設ブースを設置するなど、大

規模な集中プロモーションを展開した。 

・国際放送局と報道局の連携をより強化。バングラデシュ人質事件やトル

コのクーデター未遂では海外特派員が現場からリポートし、北朝鮮のミ

サイル発射ではカメラマンが日本海に破片が浮かぶ様子を上空からリ

ポートするなど、分厚い報道を行った。 

達成状況 一覧 

重点方針２．日本を世界に、積極的に発信 
 

２ 

 主な取り組みと評価 

11



「ＮＨＫワールド」のウェブサイトを刷新し、国際放

送の主要番組のビデオ・オン・デマンドサービス

の導入やウェブニュースの多言語化の充実な

ど、インターネットの発信と普及活動を強化 

・大相撲のダイジェスト番組スタートに合わせて、番組関連のウェブサイ

トを開設した。ミニ番組「Sumopedia」の配信や、相撲の基本的な知識

を紹介するコーナー「Sumo Q&A」など、情報を充実させた。 

・７月のバングラデシュ人質事件では、各言語のウェブサイトで速報ニュ

ースを伝えた。９月に韓国で起きた地震や中国に上陸した台風 14 号で

は、現地インタビューも行い、それぞれの言語で伝えた。 

・７月にスワヒリ語のツイッターを開始。英語・ポルトガル語に続き、Ｓ

ＮＳ発信での多言語化を進めた。 

受信環境の整備を効果的に実施 ・７月からバングラデシュでＮＨＫワールドＴＶの放送が始まるなど、着

実に整備を進めた。 

・テレビ国際放送をＮＨＫワールド・プレミアムも含めてすべてハイビジ

ョン化するため、７月に基幹衛星の回線を切り替えた。世界各地の放送

事業者や視聴者に対して、ホームページや放送での周知を強化した。 

重点地域での国際放送の強化の取り組みなど

を評価する指標を導入・活用 

・８～９月、北米とアジアの主要都市で国際戦略調査を実施し、ＮＨＫワ

ールドＴＶへの接触や日本の理解度などを測ったほか、インタビュー調

査などを実施。調査結果を関係部局間で共有し、さらなる国際発信強化

に向けて分析を行った。 

・すべての都市で、ＮＨＫワールドＴＶに接触のある人の理解度は高水準

を維持している。タイではＮＨＫワールドの認知率が統計的に減少し、

タイにおける多チャンネル化が進んだことなどが影響したと分析。今後

のプロモーション活動やコンテンツの改善などに分析結果を活用して

いく。 

②国際戦略を強化し、コンテンツ展開など、さまざまな分野で世界に貢献 

質の高い大型コンテンツの国際共同制作、国際

版の制作や販売、優れた放送技術の普及な

ど、さまざまな形での国際展開を、ＮＨＫと関連

団体が連携して積極的に推進 

・ＮＨＫスペシャル「ディープ・オーシャン」は、アメリカのＶＯＤ配信

会社、ドイツの公共放送との国際共同制作を実現。 

・ベトナムＶＴＶとＪＩＢ（日本国際放送）など関連団体の間で、幼児番

組「いないいないばあっ！」のベトナム語での吹替え放送や制作支援、

さらにＰＲイベントなどを展開する新しいプロジェクトが始動し、具体

的な事業展開について議論を行った。 

国際マーケットを意識した制作手法の開発な

ど、国際展開を強化するための体制整備を推

進 

・海外のプロデューサーを招いて開催した「国際展開ワークショップ」に

職員や関連団体が参加し、ＮＨＫの番組の英語版を題材に、演出や編集

のノウハウなど国際水準の番組制作を学んだ。 

・国際展開を目指す番組の公開提案会議（11 月予定）に向けて、最終公

開審査に臨む 13 本の番組を選出した。地域の放送局や関連団体からも

意欲的な番組提案が集まった。 

自然、科学、防災、教育などの放送ジャンルや

放送技術など、ＮＨＫの得意分野を生かし、国

際会議や研修などを通じて世界に貢献 

・ＰＢＩ（国際公共放送会議、９月・カナダ）は、若年層へのアプローチ

をテーマに議論が行われ、ＮＨＫの「ロボコン」の取り組みなどを紹介

した。ＡＢＵ（アジア太平洋放送連合）のドキュメンタリー交換会議（８

月・スリランカ）では、ＮＨＫが震災５年の番組を紹介した。 

・ドイツ国際自然映像祭やマッツァル国際ネイチャーフィルムフェスティ

バル（エストニア）などで、「ＮＨＫスペシャル」などの番組が相次い

で受賞し、ＮＨＫの国際的なブランド力アップにつながった。 

・各国の放送局や通信社の幹部をＮＨＫに迎え、報道分野でのデジタルコ

ンテンツの制作・発信などについてノウハウを共有した。 

世界の放送局や関係機関と連携して、映像ア

ーカイブの保全や利活用など、文化的な貢献を

強化 

・中国の放送局から視察団を迎え、ＮＨＫアーカイブスの技術やノウハウ

を共有したほか、ＩＡＳＡ（国際音声・視聴覚アーカイブ協会）の会議

でメタデータ管理についてプレゼンテーションを行った。 

ＮＨＫの国際化への対応を進め、国際情報の収

集と戦略開発への反映、国際人材の育成、ＮＨ

Ｋブランドの積極発信などを推進 

・米国のＭＩＴメディアラボ派遣から帰国した職員の報告会を実施し、ラ

ボとの共同研究の意義や、８Ｋ技術を活用した研究成果の発表を行っ

た。８月から新たに客員研究員として制作局からプロデューサーを派遣

し、新たなテーマでの研究を開始した。 
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【ピックアップ】 

大相撲のダイジェスト番組スタート 

◇海外でも非常に人気が高い大相撲の本場所を伝える

「GRAND SUMO Hightlights」を７月の名古屋場所から

開始した。幕内上位陣や注目の取組を中心に、毎日ダ

イジェストで放送した。 

◇週末には、相撲の基本ルールや決まり手、往年の名力

士などを紹介する２分間のミニ番組「Sumopedia」を

放送し、番組ホームページでも発信した。ホームペー

ジにはＱＡコーナーを設けて情報を充実させた。 

◇名古屋場所の会場では、海外からの来場者などに向け

てＮＨＫワールドＴＶのＰＲを行った。海外のイベン

ト会場でもプロモーションを展開し、インドネシアの

ジャカルタ日本祭りでは、「巨大紙相撲大会」が家族

連れや若者を中心に多くの人でにぎわった。 

・ＮＨＫワールドＴＶは、重点地域における国際戦略調査などの分析を活用して、効果的

な番組編成や、ＳＮＳを活用したニュース発信やプロモーション施策などに取り組む。 

・各部局が連携して海外発信や国際展開を推進する体制をより強化し、海外に通用する質

の高いコンテンツの国際共同制作や国際放送での発信を積極的に進めていく。 

今後に向けて 

和食のポータルサイト「JAPANESE FOOD」を広くＰＲ 

◇「日本の食」を紹介するポータルサイト「JAPANESE 

FOOD」や番組のＰＲのため、ＳＮＳを積極的に活用。 

◇米国最大級の日本関連イベントの一つである

「J-POP SUMMIT 2016」（サンフランシスコ）では、

料理番組「Dining with the Chef」に出演するシェ

フによる料理デモンストレーションを行い、

「JAPANESE FOOD」のＰＲを行った。多くの来場者

が集まり、現地の放送局からの取材を受けるなど、

和食への関心の高さを示した。 「J-POP SUMMIT」メインステージで料理デモンストレーション 

広島・長崎 原爆の日 被爆地の思いを発信 

◇オバマ大統領の広島訪問と被爆者との対面によって

国際的にも注目を集めた８月の広島・長崎原爆の日

には、ＮＨＫワールドＴＶで特設ニュースや関連番

組などで分厚く発信した。「NHK NEWSLINE」や「NHK 

NEWSROOM TOKYO」では、平和式典を英語同時通訳で

中継したほか、いわゆる「語り部」の人や研究者を

招いて現地から被爆体験を伝えた。また、８月１日

から９日まで連日、原爆の被害の実態や平和を願う

人々の思いを、国際放送局のほか、地域放送局、海

外総支局からのリポートで発信した。 

ジャカルタ日本祭りでの「巨大紙相撲大会」 
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「５つの重点方針」 第２四半期の達成状況 
 

 
 

■８月１日、４Ｋ・８Ｋ試験放送「ＮＨＫスーパーハイビジョン」を開始。リオデジャネイ
ロ五輪期間中は、開会式・閉会式、および競技のハイライトを中心に放送時間を拡大した。
全国の放送局や東京・大阪の６会場などでパブリックビューイングを実施し魅力を伝えた。 

■リオデジャネイロ五輪･パラリンピックでは、インターネットのサービスを大幅に拡充し
た。競技映像をそのまま提供する「ライブストリーミング」や「見逃し配信」、話題のシー
ンをまとめた「ハイライト動画」等を多数提供した。テレビ放送を同時配信する「試験的
提供Ａ」は、競泳や卓球、陸上など決勝種目を中心にあわせて 49時間余り配信した。 

 
 
 
 
 

① インターネットを活用して、より多くの人にＮＨＫコンテンツを届ける新たなサービスを創造 

放送法の改正を踏まえ、テレビだけでなく、パソ

コンやスマートフォン、タブレットなどでも、ＮＨＫの

公共性の高い情報や番組などのコンテンツに積

極的に接してもらうため、「インターネット実施基

準」に則り、インターネットを活用したサービスを

強化 

・国民生活や社会全体に大きな影響を及ぼす内容のニュースをテレビ放送

と同時にインターネットでも配信した。参院選 2016 開票速報（7/10～
11）、天皇陛下お気持ち表明（8/8）、台風９号（8/22）、10号（8/30）、

北朝鮮核実験 (9/9)、台風 16 号（9/19～20）関連などを実施した。台

風関連では、進路に合わせて、拠点局発の管内向け放送や県域放送のニ

ュースを同時配信するなど、気象・防災情報をきめ細かく伝えるととも

に、海外からのアクセスを暫定的に可能とした。 

・リオ五輪期間中（8/5～22）、放送しない競技を中心に実施したライブス

トリーミングの数は、最大29チャンネルで約700本。配信時間は約2,500

時間。見逃し配信は約 1,000本、配信時間は約 3,250時間。競技やメダ

ルセレモニーなどを短く編集したハイライト動画クリップを約 400 本

制作し、YouTubeのＮＨＫ公式チャンネルでも配信した。 

・リオパラリンピック期間中（9/8～19）のライブストリーミングは最大

11 チャンネルで約 250 本を配信、配信時間は約 780 時間。見逃し配信

は約 270本、配信時間は約 786時間。動画クリップは約 200本制作し、

配信した。 

・９月１日、札幌・広島・松山・福岡発のラジオ放送のインターネット同

時配信「らじる★らじる」を開始。これにより全拠点局の放送がインタ

ーネット経由で聞けるようになった。 

・「甲子園サイト」では、地方大会から全国大会の決勝に至るまで、試合

や出場校の情報を更新。出場校紹介の「ふるさと動画」を全都道府県分

掲載した。 

インターネットを活用してＮＨＫのコンテンツをより

広く届けるため、“放送の同時再送信”の課題の

解決を図るとともに、取り組みを推進 

・放送と同時に提供するサービスの改善・検討に資するため、スポーツイ

ベントの生放送番組を１日あたり最大４時間程度インターネットで配

信する「試験的提供Ａ」をリオ五輪期間の 18日間、約 49時間実施した。 

・利用者を限定して一定期間に１日 16 時間以内でテレビ放送の同時配信

を行う「試験的提供Ｂ」の検証実験については、11 月下旬から行う予

定。参加者の枠組みや検証項目を決めるとともに、アプリ開発やシステ

ムの設計に取り組むなど、準備を進めた。 

放送、「ＮＨＫオンライン（ＮＨＫホームページ）」と

「ＮＨＫオンデマンド（ＮＯＤ）」の連携を強化する

など、利用者の利便性を向上 

・ＮＨＫオンラインの番組表からＮＯＤへのリンクについて、見逃し配信

に加えて、特選配信（アンコール放送や無料配信等）にも対応するよう

改修を実施した。 

・連続テレビ小説「とと姉ちゃん」のホームページは、週ごとの「あらす

じ」からＮＯＤ特選配信の該当週のページにリンクするように変更する

など、きめ細かい対応により利便性を向上させた。 

ＮＨＫオンデマンドでは、高精細映像（４Ｋ）の動

画配信など、新たなサービスを実施 

・８月から、外部プラットフォーム「ビデオマーケット」で４Ｋ配信を開

始した。ＮＯＤの４Ｋ配信は５社での実施となった。 

達成状況 一覧 

重点方針３．新たな可能性を開く放送・サービスを創造 
 

２ 

 主な取り組みと評価 
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・スーパーハイビジョン（ＳＨＶ）試験放送の開始に合わせて、８Ｋのリ

オ五輪ハイライト８本をダウンコンバートして４Ｋ配信した。 

放送と通信の連携サービス「ハイブリッドキャス

ト」は、２４時間いつでも活用できるサービスを中

心に充実を図り、より効果的で魅力的なサービ

スを選択して実施 

・ＩＰＴＶフォーラムで、ハイブリッドキャスト受信機でのアプリの動作

速度やユーザーインタフェースの使いやすさを検証するため、各社の受

信機パフォーマンステストを実施した。 

・テレビと携帯端末を連携した放送サービスをより便利にするため、ＩＰ

ＴＶフォーラムで、端末連携アプリに関する標準規格を策定し、技術仕

様を８月に公開した。 

・リオ五輪では、映像と同期した競技情報（得点や順位など）の提供をＰ

Ｃ、スマホ、ハイブリッドキャストでも実施した。また、実験的な試み

として、８Ｋ競技中継などの映像の一部を４Ｋに変換して、外部配信基

盤で提供した。 

放送やインターネットを通じてＮＨＫのコンテンツ

に接触する利用者の利便性を向上させるため、

認証や管理のシステムを整備 

・11 月～12 月に実施予定の「試験的提供Ｂ」において、ユーザーの利便

性や満足度向上に寄与するための認証の活用方法や、既存の基盤を拡充

する場合のシステム整備に関する検討を行った。 

② ＮＨＫコンテンツへの多様な接触を把握する新たな評価手法“トータルリーチ”を開発し、 

  サービス向上に活用 

放送やインターネット、録画視聴など、さまざま

な形でのＮＨＫコンテンツへの接触や質的・量的

評価を総合的に把握する手法（“トータルリー

チ”）を開発し、放送・サービスの向上に活用 

・「トータルリーチ調査」の結果について、番組視聴率の経年変化や録画

視聴を合わせた視聴の広がり、質の評価の変化などが一覧できるように

見せ方を工夫して局内で共有。コンテンツの多角的評価を前進させた。 

・新たなウェブ解析手法の導入から１年が経過し、前年同期の比較ができ

るようになったことで、コンテンツの課題の洗い出しや改善の取り組み

への活用を進めている。 

③技術面で先導的な役割を果たし、スーパーハイビジョンの制作・活用を戦略的に推進 

民間放送局やメーカーなどとともにオールジャパ

ンの体制でスーパーハイビジョンの推進に取り組

む国のロードマップなどを踏まえ、 2016 年の試

験放送、2020 年の東京オリンピック・パラリンピ

ックなどを見据えて、設備や実施体制の整備、

コンテンツの開発、ノウハウの蓄積、周知広報な

どを、ＮＨＫグループが連携して推進 

・８月１日 10 時から、４Ｋ・８Ｋの試験放送「ＮＨＫスーパーハイビジ

ョン」を開始。放送時間は、10時から 17時を基本とし、リオ五輪期間

中は放送時間を拡大。開会式、閉会式、競泳、陸上の生中継や、競技の

ハイライトを中心に試験放送を実施した。 

・４Ｋ・８Ｋ実用放送の認定申請に向けて、ＢＳ右旋円偏波を活用する 

「４Ｋ放送」と、ＢＳ左旋円偏波を活用する「８Ｋ放送」に関するＮＨ

Ｋの基本方針、放送波の位置づけについて検討を進めた。 

・一般社団法人「放送サービス高度化推進協会（Ａ－ＰＡＢ）」によるＳ

ＨＶ試験放送開始（12 月予定）に向けて、ＮＨＫからＡ－ＰＡＢへ放

送設備を賃貸する業務等の総務大臣への認可申請が、７月の電波監理審

議会における諮問・答申を経て認可された。 

・今後の限定受信システムを検討する新ＣＡＳ協議会の会員として、受信

機メーカー等が会員のＪＥＩＴＡ（電子情報技術産業協会）に対し、Ｃ

ＡＳモジュールの技術仕様や開発スケジュール等を公開した。 

スーパーハイビジョンでの番組制作は、ハイビジ

ョンでも放送することを基本として効率的に実施 

・ＮＨＫスペシャル「完全解剖ティラノサウルス～最強恐竜進化の謎～」

(9/18)は、全編を４Ｋで制作。「富士山森羅万象」、「吉野の桜」、「秋吉

敏子ＮＹ ＪＡＺＺ」で８Ｋカメラによるロケと編集を実施。 

・効率的な番組制作に向けて、２Ｋとスーパーハイビジョンの一体化制作

を行うための、映像フォーマット、運用フロー、完成番組の保管・管理

システムに関する検討を行った。 

医療、防災、芸術など、８Ｋの特性が発揮される

分野を開拓するなど、放送外を含めた多様な活

用法を研究・開発し、国際的な普及を推進 

・内閣官房健康・医療戦略室と総務省が開催する「８Ｋ技術の応用による

医療のインテリジェント化に関する検討会」で、８Ｋ医療用コンテンツ

の上映を行い、医療現場における８Ｋ活用の可能性を報告した。 

・８Ｋ新型カメラによる生体内の顕微鏡ライブイメージの撮影を行い、こ

れまで撮影ができなかった暗い環境での体内映像の撮影を可能とする

など、専門家から高い評価を受けた。 

・８Ｋ空撮プロジェクトでは、青森県太平洋側の撮影を行った。熊本では、

地震直後の様子を８Ｋで収録して、断層の専門家が分析し、新たな知見

が得られるなど、有用性が確かめられた。 

・ＭＩＴメディアラボと共同研究した、８Ｋモニターで大量の映像を同時

再生する技術「８Ｋ Time into Space」が、経済産業省の Innovative 

Technologies2016に採択された。10月のデジタルコンテンツ EXPO2016

で展示予定。 
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④「人にやさしい」放送・サービスの推進 

高齢者や障害者、デジタル機器が苦手な人な

どが、放送・サービスを楽しむことができる技術

の開発を推進 

・気象情報の手話ＣＧ生成システムの実用化を目指し、従来の半分の時間

で動画を生成する手法を開発した。 

・リオ五輪・パラリンピックの競技関連データからガイド音声と字幕を自

動生成する実験を行い、約 2,000の競技の動画へ情報を付与した。 

テレビの全国放送や地域放送への字幕付与

を、計画に基づき拡充 

・引き続き、字幕付与可能な全ての放送番組に付与する取り組みを着実に

推進していく。 

・11 月～12 月に実施予定の「試験的提供Ｂ」では、放送用字幕を同時配

信するシステムを試行する。 

・９月のリオパラリンピック期間のＮＯＤ動画配信では、目の不自由な人

向けの「解説音声版」や、「字幕付き」などを実施し、幅広く視聴者を

カバーできるようにユニバーサルサービスとシステムの拡充に努めた。 

2020年に向け増加が予想される国内の外国

人に向け、平時・非常時の情報提供を強化 

・７月に大手ケーブルテレビ局でＮＨＫワールドＴＶの放送が始まり、国

内ケーブルテレビなどでは、30 事業者、約 600 万世帯で視聴可能とな

った。 

・８月の台風報道では、首都圏直撃の予想を受け、ＮＨＫワールドＴＶの

ニュースで進路予想などをきめ細かく伝えた。 

 

【ピックアップ】 

スーパーハイビジョン試験放送 

◇リオデジャネイロ五輪では、開会式をはじ

め、競泳や陸上競技の決勝、閉会式を８Ｋ

で生中継。現地との時差（12 時間）を考慮

し、柔道やバスケットボール、サッカー男

子決勝を収録して伝えた。８月末からは、

紀行、音楽・エンターテインメント、自然・

科学、ドラマなどジャンル別の時間帯を設

けて４Ｋおよび８Ｋの番組を放送中。 

 

◇東京と大阪の６会場で、リオデジャネイロ

五輪のパブリックビューイングを実施。ま

た、全国のすべての放送局等でも試験放送

の受信公開を行い、あわせて約 21万人の来

場者にスーパーハイビジョンの魅力を伝え

た。 

インターネットを活用したサービスの充実 

◇リオ五輪・パラリンピック期間中、テレビ放送の同時配信

「試験的提供Ａ」のほか、競技映像の「ライブストリーミ

ング」、「見逃し配信」を実施。さらに、話題のシーンをま

とめた「ハイライト動画」をＮＨＫ特設サイトとアプリ、

YouTubeのＮＨＫ公式チャンネルで提供した。 

・リオデジャネイロ五輪・パラリンピックでは、放送とインターネットの双方を活用して

多くの視聴者の期待に応えることができた。今回の経験を生かし、４年後の東京大会に

向けたサービスの準備を進めていく。 

・スーパーハイビジョンは、４Ｋ・８Ｋコンテンツの充実に向けて制作ノウハウを蓄積し

ていく。また、「４Ｋ･８Ｋ実用放送の認定申請」に向けてＮＨＫとしての対応を進める。 

今後に向けて 
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「５つの重点方針」 第２四半期の達成状況 
 

 
 

■受信料収入（９月末）は、前年度と比べて 70億円増収の 3,387 億円となり、堅調に推移し

ている。 

■契約総数増加は、前年度を 3.5万件上回る 35.3 万件を確保した。また、７月末に受信契約

数が 4,000万件を上回り、第２四半期末で 4,013万件となった。 

■29 年度末に支払率 80％を目指す公平負担徹底の取り組みとして、「ターゲット 80」活動を

展開し、大都市圏対策の強化や各地域の営業課題に全局体制で取り組んでいる。 

 

 [受信契約の状況（９月末）] 

 

 [契約数の推移] 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

契約増加件数 
27年度 第２四半期 28年度 第２四半期 

現在数 
年間増加目標 累計実績 進捗率 年間増加目標 累計実績 進捗率 

契約総数 51 31.8 62.4％ 50 35.3 70.7％ 4,013 

 衛星契約※ 60 43.2 71.9％ 63 40.7 64.5％ 1,990 

 ※ 衛星契約とは衛星系および地上系によるテレビジョン放送の受信についての放送受信契約 

未収削減 △13 △3.0 23.2％ △11 △4.5 40.5％ 106 

重点方針４．受信料の公平負担の徹底に向け、最大限努力 
 

２ 
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 主な取り組みと評価 
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①営業改革を一層推進し、過去最高の支払率を目標に最大限努力 

2017（平成 29）年度末に、過去最

高の「支払率 80％」「衛星契約割

合 50％」の達成をめざす 

・契約総数は年間目標 50万件に対して 35.3万件の増加、進捗率 70.7％、衛星契約は 

年間目標 63万件に対して 40.7万件の増加、進捗率 64.5％となった。 

・未収数は年間目標 11万件削減の計画に対して 4.5万件の削減、進捗率 40.5％とな 

った。 

・支払率は 77.8％となり、27年度末と比べ 0.8ポイント向上した。 

・衛星契約割合は 49.6％となり、27年度末と比べ 0.6ポイント向上した。 

支払率の低い大都市圏などに重点

を置いた新たな営業対策を推進 

・ガス事業者による住所変更手続きを前年度から段階的に実施し、９月末までの６か

月間で 5,105 件の取次となった。また、他のガス事業者への導入に向けた準備を進

めた。 

法人委託の拡大など、より効率的

な営業体制・手法に向けた改革を

徹底 

[法人委託の拡大] 

・エリア型法人委託は、28 年度は 46 地区で新たに業務を開始。９月末現在で 336 地

区（1,536万世帯）において業務を実施。 

・公開競争入札による法人委託は、28年度は１地区（16万世帯）で新たに業務を開始。

９月末現在で 80地区（1,198万世帯）において業務を実施。 

[民事手続きの強化] 

・支払督促の申立てを第２四半期で 286 件実施。平成 18 年 11 月からの申立て累計件

数は 8,510件。判決や支払督促が確定したにもかかわらず、なお支払いのない 38件

に対し、強制執行の申立てを行った。 

・39件（世帯 38件、事業所１件）の民事訴訟を提起し、平成 21年６月からの累計で

221件（世帯 203件、事業所 18件）となった。 

[契約・収納手法の開発] 

・「住民票除票を活用した住所変更手続き」は、９月末で 16,190件（前年同期 13,986

件）、「メッセージ消去連絡との同時契約」は、９月末で 18,547件（前年同期 13,897

件）となった。 

[各種法人・団体等との連携強化] 

・郵便転居届のワンライティングについて、９月末で 2.1万件（前年度比 73.2％）と

なった。 

・「ＮＴＴ電話料金等との一括支払い」の９月末の利用件数は、27 年度末より 2.0 万

件増加し、22.0万件となった。 

・「Yahoo!公金支払い」での９月までの収納件数は 4,782 件（前年同期 4,898 件）、収

納額は 2,262万円となった。 

・ホテル・旅館の事業者６団体における９月末の受信料取りまとめ参加率は 82.1％（前

年度末 80.3％）となった。 

[効率的な営業体制] 

・７月に愛知県内の営業拠点を３か所から２か所へ、長野県・福島県の営業拠点を２

か所から１か所に集約、再編した。拠点の規模を大きくすることでスケールメリッ

トを生かした営業活動の強化を推進していく。 

全局体制で受信料制度の理解促

進活動を実施 

・「ＴＯＫＹＯディープ！」や、地域ドラマなど、放送番組やイベントなどと連動した

営業活動を積極的に展開し、大都市での対策に成果を上げている。 

放送と通信の連携など、メディア環

境や放送・サービス展開を踏まえ

て、受信料制度のあり方を研究 

・世界の公共放送の情勢やメディア環境の調査を継続しながら、受信料制度のあり方

について研究を進めている。 

②視聴者との結びつきを強化し、意見を適切に事業運営に反映 

公共放送の放送・サービスや新た

な取り組みなどについて、積極的に

広報 

・公共放送の取り組みをＰＲする１分スポット番組「ここに、公共放送」は、７月「ア

ーカイブス映像で“回想法”」、８月「夏期巡回ラジオ体操」、９月「パラリンピック」

と幅広いテーマを取り上げて、受信料で支えられる公共放送の意義をＰＲした。 

公共放送の理解促進に資するイベ

ントなどをより効果的に実施 

・今期は全国で 500 件の公開番組・イベントを実施し、およそ 163 万人にご参加いた

だいた。このうち 67件の公開番組・イベントで参加者を対象にアンケートを行った。

（サンプル数：22,057人） 

＊満足度 86.1％（27年度年間 84.5％） 

＊理解促進度 70.2％（27年度年間 71.1％） 

視聴者の多様な意向を効果的・効

率的に把握する方法を検討し、視

聴者対応を充実 

・英語メールへの対応は、昨年９月に専用メールフォームで受付を開始して以来、１

年間に 821 件のメールを受信した。送信者はアフリカ・南米を含めさまざまな国に

及んでいる。 

達成状況 一覧 
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・参議院議員選挙の開票速報に対応して、ふれあいセンター（放送）の電話受付終了

時刻を通常より３時間延長し、翌日午前１時まで対応した。また、東京都知事選挙

にあたっても２時間延長し、午前０時まで対応を行った。 

 

 
【ピックアップ】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月末に受信契約数 4,000万件突破 

◇７月末に受信契約数が 4,000万件を突破。 

昭和 28 年２月のテレビ料金の開始から 63 年

の月日をかけて積み上げてきた活動の節目と

なった。 

◇衛星契約 2,000 万件も今年度中に達する見込

みであり、早期到達を目指し活動を展開して

いく。 

・公平負担を徹底し、29 年度末支払率 80％、衛星契約割合 50％を達成するため、引き続

き法人委託の拡大などの営業改革を進めるとともに、「ターゲット 80」活動に全局体制

で取り組んでいく。 

・衛星契約 2,000万件まであと 10万件となった。前倒しの活動で早期到達を目指す。 

・引き続き、法人事業者の育成など継続的に目標達成が可能な訪問要員体制の構築と訪問

要員の対応品質の向上に取り組む。 

・大都市圏の人達やふだんＮＨＫの番組を見ない若年層に受信料制度を理解してもらうこ

とが重要であり、今後も多様な媒体を通じてＰＲ活動を継続していく。 

今後に向けて 

サービス付き高齢者向け住宅で番組収録を行い、 

理解促進活動を実施（静岡局） 

◇完成して間もない静岡県御殿場市のサービス付

き高齢者住宅で「出張！お笑いエンジェル」の番

組収録を実施した。入居者や隣接する老人ホーム

入所者 230 名が参加し、大いに盛り上がった。 

◇入居者の理解促進に加えて、施設を運営している

医療法人との関係強化も図ることができた。 
 

支払率向上に向けて、受信料制度理解促進スポット

＆ミニ番組を制作（沖縄局） 

◇沖縄局で地元出身のお笑いタレント「ガレッジセ

ール」を起用し、受信料制度理解促進スポットと

ミニ番組「ガレッジセールのＮＨＫ劇場」を制作

した。 

◇放送に加えて、那覇市・うるま市・糸満市の市役

所のロビーのモニターで上映し、転入手続きの間

にご覧いただく取り組みも行い、支払率向上に向

けた理解促進活動を展開した。 
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「５つの重点方針」 第２四半期の達成状況 
 

 
 

■ 

■経営計画の最終年度となる 29 年度の事業計画および予算と組織・要員体制の検討に着手し、
全国に向けて、「５つの重点方針」を確実に達成するための取り組みを強めるとともに  
「全体最適」の完遂とＮＨＫグループ経営改革を断行するよう指示した。 

■グループ経営改革については、各団体の経営目標をＮＨＫグループにおける役割などを重視
した内容に修正したほか、委託業務や自主業務の“見える化”により業務の再精査・再構築
に取り組んだ。 

■不祥事の根絶に向け、ＮＨＫグループのリスクマネジメント推進担当者等を集めて緊急の会
議を開催するなど、綱紀粛正の徹底を図った。 

■東京・渋谷の放送センターを 2020 年から現在の敷地で順次建替え、あわせて３つの建物を
2036年までに建設するとした基本計画を発表した。 

 
 
 

① コンテンツ制作力強化のため、ＮＨＫグループ全体の業務体制改革を推進 

取材・制作力の強化などに対応するため、本部・放

送局を一貫した業務の見直しと経営資源の重点再

配置を行う業務体制の改革を着実に推進 

・29年度の事業計画案と予算要求の策定にあたって、経営計画の最終年

度となることから、「５つの重点方針」を確実に達成するための取り

組みを強めるなどとする基本的な考え方を全部局に示すとともに、要

員計画・組織改正の提案募集において、経営資源の最適配置を実施し、

「全体最適」を完遂するよう指示した。 

ＮＨＫグループ全体で、将来にわたってコンテンツ制

作力の強化を図り、生産性を高めるため、ＮＨＫと関

連団体が一体となって、業務の抜本的な見直しを

行い、経営資源の再配置を実施 

・委託業務の適正化を目指す“見える化”を実施し、効率的な業務運営

を一層推進している。また、関連団体の自主事業の“見える化”も行

い、業務の再精査・再整理を進めている。 

・利益剰余金については、特別配当の継続に加え、情報セキュリティの

強化や放送サービスの充実に貢献するような施策の実施など、視聴者

への還元に資するよう指導を進めている。 

関連団体の社会貢献を含めて、役割・機能を明確

化するとともに、ＮＨＫグループ全体での管理会計や

要員管理の仕組みの導入を図り、受信料の価値を

高めるグループ経営を推進 

・各団体の今年度の経営目標を、グループにおける役割や効率的な業務

運営、ガバナンス強化への取り組みを重視した内容に修正した。 

②高度な専門性を発揮できる人材をＮＨＫグループで確保・育成 

東京オリンピック・パラリンピックの放送対応を見据

えた、計画的な採用・育成を実施 

・29年度春採用に引き続き、秋採用に積極的に取り組み、留学等で春採

用時に受験できなかった学生や社会人経験者など、多様な人材を確保

した。 

コンテンツ制作力の強化に向けて、国際発信やイン

ターネット活用業務など、新たに求められる分野・業

務の専門性を備えた人材などを、ＮＨＫグループで

計画的に確保、育成 

・ダイバーシティ推進や多様な働き方の実現に向けて「育児休業復職支

援セミナー」などの研修を実施した。 

・管理職向けに新設した「部外研修派遣」では、ビジネススクールの短

期プログラムなどを活用し、最適な組織に改革するためのリーダーシ

ップや、マネジメント力の強化を図った。 

③女性の積極登用を進め、仕事と生活の調和を実現し、多様な働き方ができる組織に改革 

女性の管理職への登用などについて、具体的な目

標を掲げて積極的に取り組み、男性・女性を問わ

ず、ワーク・ライフ・バランス（ＷＬＢ）や多様性を尊

重する働き方や組織に改革 

・「ＷＬＢ・ダイバーシティ委員会」を７月に開催。ワーキンググルー

プを立ち上げ、具体施策の検討を開始した。 

・来年１月施行の改正育児介護休業法の詳細について情報収集を行い、

必要な対応を検討した。 

 

達成状況 一覧 

重点方針５．創造と効率を追求する、最適な組織に改革 
 

２ 

 主な取り組みと評価 
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④コンプライアンスを徹底し、「放送ガイドライン」を順守 

ＮＨＫグループ全体でのリスク管理・コンプライアンス

推進体制を強化 

・地域放送局での不祥事等を受けて、全職員に対し「不祥事の根絶につ

いて」の緊急通達を出すとともに、本部・地域の各部局と関連団体の

リスクマネジメント推進担当者などを集めた緊急の会議を開催し、綱

紀粛正の徹底を図った。 

・タクシーの適正使用に向けて、運用ルールをわかりやすく守りやすい

ものに見直し、「全国タクシー使用要領」を改正した。７月から９月

にかけて、全国で勉強会や研修を開催し、改正ルールの徹底や適正使

用の意識醸成に努めた。 

・リスクの“見える化”について、全部局を対象に説明会を実施し、リ

スクチェックシートによる重点リスク点検と新規課題の洗い出しを

指示した。 

・情報セキュリティ強化については、放送制御システムのネットワーク

分離や関連団体における具体施策などを決定し、昨年度から検討を進

めてきたＩＴ環境再構築の一連の整備計画を確定した。 

放送と通信の連携を踏まえ、取材・制作の高度化

に適切に対応するため、「放送ガイドライン」を改訂

し、順守する取り組みを強化 

・取材系の新デスクやキャリア採用者を対象に報道倫理研修を行い、取

材や撮影、放送に至るまでの業務の進め方や判断のあり方について考

える場とした。 

・政見・経歴放送の収録方法が変更されて初めての選挙となった７月の

参議院議員選挙では、担当者向けハンドブックの全面改訂や拠点局で

の勉強会など周到な事前準備を行い、的確に実施した。 

・業務におけるメール等の利用や機密情報・個人情報の扱いを厳密に行

うよう、全国の報道現場に情報管理の徹底を求めた。 

⑤経営計画を着実に達成するため、目標・指標管理を強化 

５つの重点方針の実現に向けて、経営指標などに

より、公共放送としての説明責任を果たすマネジメ

ントを徹底 

・５月に実施した地域指標の第２回調査結果を本部・地域の各部局と共

有するとともに、勉強会を開催して地域マネジメントのノウハウの共

有に努めた。 

・多様な伝送路でのＮＨＫコンテンツへの接触を把握するトータルリー

チ調査、および重点地域における国際発信強化の手応えを測る国際戦

略調査を実施し、結果の分析、業務改善などへの活用に取り組んだ。 

四半期ごとに経営計画の進捗や達成状況を報告 ・指標の評価や進捗状況を明確にした形で第１四半期の業務を検証し、

経営委員会に報告した。 

⑥ＣＯ₂の削減目標を定め、環境にやさしい経営を推進 

ＣＯ₂の削減目標を定め、一部の放送での深夜放

送の休止の継続、放送会館や放送機器の省エネ

化や廃棄物の削減などを推進 

・ペーパーレス化の取り組みをさらに加速させ、新たな業務フローの構

築と、ペーパーレス会議の一層の推進による働き方改革や快適なオフ

ィス環境創出などをめざすプロジェクトに着手した。 

ニュースや番組、イベントなどを通じて、環境問題を

取り上げる情報を発信 

・ＮＨＫスペシャル「MEGA CRISIS 巨大危機 ～危機と闘う者たち～」

（9/4・11）で、地球温暖化による気候変動や巨大地震の予知に挑む

科学の最前線を特集。また、「ニュースウオッチ９」 (8/25)で、気候

変動のサインとも言われるサンゴの白化現象が大規模発生している

ことを伝えるなどニュース・番組で環境問題を取り上げた。 

・ユネスコ世界ジオパークに加盟したことをきっかけにした親子向けの

ＮＨＫ環境セミナー「ジオパークの海を学ぼう！」（7/31 北海道・様

似町）を自治体と連携して開催。このほか、名古屋、奈良、長野、宇

都宮でも環境関連のイベントを行った。 

⑦新放送センターの建設に向けた検討と準備を加速 

大規模災害時に放送・サービスの中枢機能を維持

するため、新放送センターの計画の具体化を急ぎ、

建設のための資金を計画的に積み立て 

・施設の配置や作業工程をなどを盛り込んだ放送センター建替の基本計

画を発表した。工事は 2020 年秋に着工、放送設備などを除く建設費

は、現時点でおよそ 1,700億円と見込んでいる。 
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・29年度の事業計画および予算と組織・要員体制を一体で検討し、経営資源の最適配置を 

目指して全体の整合性を図っていく。 

・グループ経営改革については、関連団体の必須機能を再精査・再整理、業務の統合・廃

止を視野に見直すことなどに、引き続き積極的に取り組んでいく。 

・グループ全体でコンプライアンスや規律の遵守を徹底し、不祥事の根絶に取り組む。 

・放送センター建替については、2020年秋の着工に向け準備を加速させる。 

今後に向けて 

放送センター建替基本計画を発表 

◇東京・渋谷のＮＨＫ放送センターを現在の敷地で 

順次建替え、あわせて３つの建物を 2036年までに

建設するとした基本計画を８月 30日に発表した。 

 建替後の放送センターは、スーパーハイビジョンや

インターネットを活用したサービスなど、新たな 

サービスを提供するとともに、大規模な災害にも 

耐えうる防災・減災報道の拠点にするとしている。 

◇工事は、東京オリンピック・パラリンピックの終了

を待って、2020 年秋に着工し、現在ある建物を  

順次、取り壊して、新たに３つの建物を建設する。 

 このうち、ニュースセンターなどが入る「情報棟」

は地上９階建てで、放送開始 100周年の 2025年の

運用開始を目指す。 

【ピックアップ】 
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（参考）指標による評価  
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質的指標：10 指標評価（ウェブ調査結果）  

28 年 9 月 

28 年 6 月 

国内放送の質的指標については、経営指標との関係からみて有意に変動した項目はない。インターネット

は、28年度第１四半期の質的評価を維持しており、引き続き評価の向上を目指す。 

10指標は、各波とインターネットの質に対する視聴者のみな

さまの評価。年４回、インターネットで調査を行い、結果を

10点満点で、レーダーチャートで表示。 

（前期と比較して、統計的に評価が高まった指標を青丸、低

くなった指標を赤丸で表記。今回は、該当なし。） 

分母は各波に月に１回でもリアルタイムか、録画再生で接触

した人。塗布部分は、質的指標で特に意識する領域。 

出所）10指標評価：平成 28年 9月トータルリーチ調査 

（web調査 関東 20-60代）／滞在時間：Adobe Analytics 

ＮＨＫは、放送番組の質を測る 10指標のアンケート調査や、ビデオリサーチの世帯視聴率・接触者率など

の量的指標を把握し、放送サービスの向上に生かしてきた。27年度からは放送だけでなく、インターネッ

ト、録画視聴など、さまざまな形でのＮＨＫのコンテンツへの接触や、質的評価、量的評価を把握する「ト

ータルリーチ」の手法を活用し、総合的にサービスの向上を図っている。国際放送の充実についても、重

点地域でのリーチを把握し、効果的にコンテンツの強化を進めている。 
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にそくした情報が簡

単に得られる 

9.多様な意見や 

考え方に触れる 

ことができる 

10.新しい切り口や

独自のサービス・技

術に挑戦している 

母数：インターネット

サービス利用者 

総合テレビ Ｅテレ 

ＢＳ１ ＢＳプレミアム 

インターネット 

滞在時間 9 分 49秒（9分 45 秒） 

国内放送・インターネット 

（ ）は前期の結果 
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   波の接触者率（％）（個人）      世帯視聴率（％） 

 

 

 

 

インターネット全体（ＮＨＫオンライン）の量 

 

接触者率（％） 
17.7% 
（17.0%） 

訪問者数 
13,544,178 
（11,024,268）  

 

 

参考）その他サービス 

 

同時配信サービスの訪問者数計（※） 
696,248 

（5,831,425） 

ライブストリーミングの訪問者数計（※） 
273,485 
（66,156） 

※日別訪問者数の四半期合計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＶＦＭ 
（目標１以上） 

1.85（平成 27 年度） 
 

中央番組審議会

の意見 

第２四半期については、引き続き総合テレビの世帯視聴率が好調であることを受けて、「大胆な番組改定の

結果、多くの人に見られ高い評価が得られたことは素晴らしい」という意見や、ＢＳプレミアムの評価が高

かったことから、「ＢＳプレミアムに合った番組を提供しているからではないか」等の意見が出された。「ク

ローズアップ現代＋」については「テーマを的確に選び、見てもらえる番組として定着することを期待した

い」という意見もあった。さらに、ニュース・防災アプリや五輪の動画配信などを例に、「インターネット

の活用にさらに力を入れてほしい」という要望も出された。 

放送技術審議会

の意見 

第 154回 放送技術審議会を８月２日、墨田放送所（東京スカイツリー）で開催した。テーマは「ＮＨＫの

放送電波確保の取り組み」。放送ネットワーク、放送設備の維持管理、災害対応の事例について委員へ説明

後、テレビ・ＦＭ放送の送信機室を視察した。委員からは、24時間 365日の安定運用、放送電波確保のため

の定期保守点検、非常災害時の対応等に関する質問があった。そして、専門性を有する人材の育成、監視・

連絡体制に関する意見交換を行った。 

週間リーチ 
【期間平均】 

前四半期
平均 

今四半期
平均 

 リアルタイム 66.5 68.8 

録画再生のみ 2.0 2.1 

 リアルタイム 33.3 36.6 

録画再生のみ 3.1 3.1 

 リアルタイム 16.3 18.2 

録画再生のみ 0.5 0.3 

 リアルタイム 18.2 19.2 

録画再生のみ 3.8 3.4 

時間
区分 

 
 

 
 

6～24 
7.8 

（6.8） 

1.1 

（1.0） 

0.7 

（0.6） 

0.8 

（0.7） 

6～10 
10.6 

（10.1） 

1.6 

（1.6） 

0.7 

（0.6） 

1.1 

（1.0） 

19～22 
11.9 

（11.8） 

0.8 

（0.8） 

1.0 

（0.7） 

1.1 

（1.1） 

19～23 
10.5 

（10.2） 

0.8 

（0.8） 

1.0 

（0.7） 

1.0 

（1.0） 

 
接触者率（％） 訪問者数 

らじる★らじる 9.7%（8.4%） 
866,075 

(875,590)  

NHK WORLD ONLINE 
 

368,534 
（439,587） 

 

 
接触者率（％） 

無料登録 

会員数（※） 

NHK オンデマンド 7.4%（6.3%） 187 万人 

※外部提供事業者を除く 

量的指標 

訪問者数は、各サービス（NHK オンラインには「らじる★らじる」

以外のアプリを含む）の毎週の訪問者数の四半期平均。（ ）

は、前期の結果。NHK オンラインは NHK WORLD を含む。 

出所）波の接触者率、世帯視聴率：ビデオリサーチ（関東デー

タ）／10 指標評価、インターネットサービスの接触者率：平成 28

年 9月 トータルリーチ調査（web調査 20-60代 関東）／訪問

者数、滞在時間、ライブストリーミングの訪問者数計： Adobe 

Analytics 

 

総合 Ｅテレ ＢＳ１ 
ＢＳ 

プレミアム 

録画再生のみの集計期間は「平成 28 年 7 月 4 日(月)～9 月 18

日(日)」 

同時配信：放送と同時に当該番組をインターネットで配信するもの 

 

ライブストリーミング：放送番組に関連する映像や音声等をリアル

タイムでインターネットで配信するもの 

コストに対する効果 

総合 

Ｅテレ 

ＢＳ１ 

ＢＳ 

プレミアム 
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重点地域の「ＮＨＫワールドＴＶ」の四半期リーチ有無別の日本についての理解度 

「ＮＨＫワールドＴＶ」の認知・四半期リーチ（％） 

 

分類 項目 イギリス フランス タイ シンガポ
ール 

インド 
ネシア 

ワシント
ン DC 

ニュー 
ヨーク市 

日本に 
ついての 
理解度 

日本全般 
リーチ者 - (80.8) - (74.3) 89.6(91.5) - (92.7) 88.3(89.5) 80.0(89.1) 86.3(89.7) 

非リーチ者 - (34.8) - (32.8) 65.5(63.3) - (65.7) 65.5(67.5) 50.5(51.9) 51.5(49.6) 

国民性 
リーチ者 - (78.8) - (82.9) 91.2(95.8) - (82.1) 90.7(91.3) 78.5(90.9) 86.3(87.2) 

非リーチ者 - (38.7) - (38.5) 72.4(72.7) - (56.9) 68.8(70.7) 49.4(48.9) 50.1(47.9) 

政治面 
リーチ者 - (65.4) - (68.6) 85.6(88.0) - (60.3) 77.3(79.1) 70.8(69.1) 76.5(79.5) 

非リーチ者 - (17.0) - (28.8) 55.6(55.7) - (31.9) 48.0(53.2) 32.7(34.5) 39.4(36.2) 

経済面 
リーチ者 - (76.9) - (82.9) 92.8(92.3) - (74.8) 89.4(92.6) 75.4(83.6) 84.3(82.1) 

非リーチ者 - (28.3) - (37.8) 70.4(69.2) - (49.8) 70.0(73.9) 44.4(41.9) 44.0(43.8) 

文化面 
リーチ者 - (86.5) - (88.6) 92.4(95.8) - (92.3) 92.1(92.4) 81.5(89.1) 80.4(89.7) 

非リーチ者 - (41.3) - (43.9) 74.7(75.1) - (66.8) 72.1(74.9) 56.1(54.4) 53.7(55.2) 

量的評価 
認知率 - (8.9) - (7.3) 31.5(34.8) - (42.0) 48.4(46.4) 18.8(15.5) 15.6(12.7) 

四半期リーチ率 - (2.8) - (1.9) 13.0(13.8) - (12.7) 23.8(23.2) 6.4(5.4) 4.9(3.8) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

国際番組審議会

の意見 

かねてから強い放送希望があった大相撲本場所の取組のハイライトが放送された。日本びいきの視聴者を

呼び込む「キラーコンテンツ」として、関連の特集番組制作やポータルサイトの充実など、多面的な展開

が計画されていることに期待するとの声があった。また、相撲のルール、用語、所作、背景にある日本文

化などについて尋ねる視聴者メールも多数寄せられたことに対し、相撲を突破口として日本に関する興味、

関心、好感度が高まることが期待されるとの意見があった。 

「ＮＨＫワールド TV」の認知・四半期リーチの状況（国際戦略調査）  

○は過去調査と比較して統計的に高くなったもの 

○は過去調査と比較して統計的に低くなったもの 

 

出所）2016年８～９月実施（2016年８月４日～2016年９月６日）のインターネット調査結果。（ ）は、前期の結果 

※イギリス、フランス、シンガポールは、今期は調査を実施していない。 

 

調査範囲（サンプル数）：ワシントン DC：1,023 ニューヨーク市：1,032 タイ：1,922 インドネシア：1,905 

※定量調査に十分なサンプル確保のため「ワシントン DC」「ニューヨーク市」の調査対象範囲および結果の

算出は、マーケティングエリアとして使われる DMA（Designated Market Area）が対象 

DMA DC：Maryland州、Pennsylvania州、Virginia州、West Virginia州、Washington DC 

DMA NY：Connecticut州、New Jersey州、New York州、Pennsylvania州 

（Washington DC以外は、郵便番号単位で区別された各州の一部地域）  

 

各国/各都市人口（18歳-69歳）：ワシントン DC：485,702人 ニューヨーク市：5,894,931人 （Source：Census2013、Census2010）  

 タイ：48,075,000人 インドネシア：163,264,800人（Source：Euromonitor International Ltd.  

Population: National Estimates at January 1st: 2014） 

国際放送 

この四半期に「ＮＨＫワールドＴＶ」に接触した人（リーチ者）の方が、接触しなかった人 

（非リーチ者）よりも、日本についての理解度が高い。なお、認知について、前期と比較し、 

タイにおいて統計的に減少した。 
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