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はじめに 
 

 

 

 この基本計画は、ＮＨＫが受信料を財源として実施する、平成２１年度の 

インターネットサービスの内容を示すものです。 
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サービス実施の基本方針 
 

 

 ＮＨＫは、「いつでも、どこでも、もっと身近に」という経営目標を掲げて、新

たな経営計画の１年目を踏み出します。この目標を達成するために打ち出したの

が、放送に加えてインターネットを活用し、パーソナルコンピューターや、携帯

電話をはじめとするモバイル端末などでも、放送内容や関連する情報を提供しよ

うとする「3-Screens」の考え方です。デジタル放送への完全移行が 2 年後に迫り、

ワンセグ独自放送が始まるなど、デジタル社会が本格化する中で、情報の入手経

路は多様化し、時間や場所に縛られずに情報を入手できるインターネットが国民

の生活に果たす役割はますます大きくなっています。ＮＨＫは、いわば

「3-Screens」元年ともいうべき今年、放送を基軸に、その両翼を担うサービスと

してインターネットサービスに取り組み、接触者率８０％をめざします。 

 

 百年に一度といわれる経済危機が世界を覆い、環境問題が待ったなしの課題と

なる中、人々は時代を生き抜くための情報を求めています。ＮＨＫは、国民の生

命財産を守るため、日本の社会の中で情報基盤として大きなウェイトを占めるこ

とになったインターネットにおいても、報道情報を正確・迅速に伝えるとともに、

デジタル社会を生きるための視点を提供します。中でも、公共放送の生命線であ

る国民の安心・安全に関わる情報は、いつでも、どこにいても、手に入れられる

よう、あらゆる経路を用いて的確に伝えていきます。 

 

 人々の欲求が細分化され多様化する中で、語学の復習や健康情報の確認など、

番組も放送時間の枠を越えて楽しまれ使われるようになってきています。ＮＨＫ

は、あらゆる世代の教育、教養、娯楽に関わるさまざまなニーズにこたえ、生活

を豊かにしていくために、双方向性という特性も活かしながらインターネットを

活用します。 

 

ＮＨＫは、国境を越えることができるインターネットの特性を生かして、日本

の情報を世界に向けて発信します。同時に国内においては、全国に張りめぐらさ

れた地域放送局のネットワークを活用して地域の情報を互いに発信しあい、その

活性化に役立つようなインターネットサービスの充実に努めます。 
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 受信料を財源として制作された番組や、蓄積された情報は国民共有の財産です。

ＮＨＫは、社会の種々の条件や環境を勘案しつつ、インターネットを通じてこの

財産の社会還元に努めます。平成２０年１２月に開始した「ＮＨＫオンデマンド」

についても、適切な範囲で利用の促進に努めます。 

 

 インターネットサービスの実施にあたって、ＮＨＫは、技術の進歩を見極めな

がら、多くの人によりよい形で情報を届けるために着実に歩みを進めます。近年

ニーズが増している動画も含め、インターネットによって、より早く、よりよい

画質で、より的確に人々が求めるものを提供できるよう努力を続けます。 

 

上記の目的を達するにあたり、ＮＨＫは以下のルールに則りサービスを行います。 

 １．法令及び各種規程の順守 

  サービスの実施に当たっては、法令を順守するとともに、「国内番組基準」、

「国際番組基準」、「新放送ガイドライン」等の各種規程に準拠します。 

 ２．放送番組との関連性の明示 

  「放送法第９条第２項第２号の業務の基準」に基づいたサービスを提供する

サイトでは、当該コンテンツが拠る放送番組を明示します。 

 ３．サービスの確保と向上のための不断の取り組み 

  利用環境の絶え間ない向上によって増大する利用者の要望にこたえるため、

設備など必要な基盤の整備は段階的に進めます。また、画質は、国民の大部

分が利用可能であることを目安に、向上に向けて着実に取り組んでいきます。 

 ４．コスト管理の徹底と実施経費の公表 

  インターネットサービスの実施に当たっては、絶えず業務の改善に努め、経

費を適正に把握し、コスト管理を徹底します。また、実施経費については、

年度終了後に決算値を公表し、透明性の確保に努めます。 

 

 

 ＮＨＫは、放送を中心に据えながらも放送と有機的に連携した立体的なインタ

ーネットサービスによって人々をつなぎ、デジタル時代における公共放送に向け

られた国民の期待に真摯にこたえていきます。 
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サービスの重点事項 
 

 

１．「3-Screens」実現のためのサービス拡充と、参加型コンテンツの充実 

 

 さまざまな経路で番組や情報にいつでも・どこでも接することが可能になった

今日、NHK は、「3-Screens」を目指して、テレビ・パーソナルコンピューター・

モバイル端末など、それぞれの「スクリーン」の利用形態にふさわしい形で、コ

ンテンツやサービスを提供します。番組をもっと身近に感じてもらえる方法の一

つとして、放送と通信の連携を進め、番組に積極的に参加できるようなコンテン

ツやサービスの充実に努めます。このことで、さまざまな人と人、人と社会を結

ぶ“公共の場”の役割を果たします。 

 

２．多彩で豊かなコンテンツの提供と社会還元 

 

 お年寄りから子どもまで、さまざまな年齢層の視聴者が、豊かな生活が送れる

よう多彩なデジタルコンテンツを提供します。次世代に伝えたい、貴重な「戦争

証言」をはじめ、良質な教育ソフトや福祉コンテンツなど、NHK がこれまで放送

してきた豊富なコンテンツをデジタル化し、社会還元に努めます。あわせて、新

規コンテンツの開発や、必要な基盤整備についても行っていきます。 

 

３．正確で迅速なニュースの提供と、安心・安全に暮らせるための情報の拡充 

 

 世界的な金融危機により、世界の先行きはさらに不透明感を増しています。国

内では、雇用問題や株価の低迷、円高に伴う製造業の不振などの問題が、新たに

発生しています。このような時代に必要な正確・迅速な報道をインターネットで

も積極的に行っていきます。また、事件・事故、災害をはじめ、安心・安全に関

する情報については、時間や場所の制約を受けずに利用できるデジタル技術のメ

リットを最大限に活用して、情報を提供します。さらに、民主主義を支える選挙

の情報についても、インターネットで速報していきます。 
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４．地球温暖化や自殺防止、防災など公共キャンペーンの展開 

 

 地球温暖化や自殺防止、防災、就業支援など、NHK が公共放送として重点的

に取り組むキャンペーンについては、インターネットでも年間を通じて積極的に

展開します。動画投稿をはじめとする双方向機能を活用し、視聴者が幅広く参加

できるサービスやコンテンツを開発します。 

 

５．“デジタルメディアリテラシー”向上に資するサービスの開発・提供 

 

 デジタル技術が進化する一方で、新しい技術やツールの使い方のルールがまだ

社会的に浸透・定着していないために、さまざまな軋轢やトラブルが発生してい

ます。これらを克服し、今後デジタルメディアを安心して利用するには、使い手

自らが情報の信頼性や信憑性を判断すると同時に、情報を発信する際のさまざま

なルールを会得することも必要と考えます。人々が安心してインターネットの利

便性を享受するために必要な、国民の「デジタルメディアリテラシー」の向上に

資する番組やコンテンツの開発を行ない、提供していきます。 

 

６．地域に根ざした情報の積極的な提供と拡充 

 

 地域社会は、広がる格差、少子・高齢化、雇用、教育、医療、福祉、農業など、

さまざまな課題を抱えています。NHK では、全国の放送局を地域の拠点と位置づ

け、地域に根ざした情報を積極的に提供します。また、地域局でも動画を活用し

た情報発信ができるように、必要な体制とシステムを拡充していきます。 

 

７．冬季オリンピックでの多彩なデジタルコンテンツの開発・提供 

 

 冬季オリンピック・バンクーバー大会（平成22 年2 月12 日～28 日）では、

「3-Screens」展開を目指し、パーソナルコンピューター・モバイル端末・デー

タ放送で、現地から最新の競技情報を、テキストや写真だけでなく動画でも伝え

ます。また、競技の模様をストリーミング映像で提供するなど、新たな取り組み

に必要な体制や基盤を整備します。 
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８．日本から世界への情報発信の拡充 

 

「日本が何を考え、どこを目指しているのか」、を世界に向けて発信する重要性

はこれまで以上に高まっています。デジタル技術を活かし、インターネットで24

時間英語ニュースの提供を行ない、世界が相互に理解しあうための情報発信を拡

充します。 
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第 １ 部 

 
放送法第９条第２項第２号の 

業務の基準に基づくサービス 



 

各サービスの編集方針 
 

 

１．パーソナルコンピューター等向けサービス 

ＮＨＫは、「3-Screens」の一環として、パソコン等向けインターネットサ

ービスを実施します。これを通じて、国民生活に必要不可欠なニュース･情報

番組や、創造的な文化、教養、娯楽のジャンルなどで、動画を含めて調和ある

編集を行い、放送をより豊かにするサービスを提供します。また、地域向けの情報

についても、全国へ発信するサービスとして一層の充実を図ります。 

パソコン等向けのサービスとしては、基幹的なサービスである「ＮＨＫオンラ

イン」、視覚障がい者向け音声読み上げソフトに対応する「ＮＨＫオンライン

（読み上げ版）」、そして、会員制サービスである「ＮＨＫオンライン・メンバ

ーズ」を提供します。 

 

【編集のポイント】 
 

○ 「歴史や社会、世界をみつめます」 

日々の暮らしや社会問題をみつめたドキュメンタリーなどを通して、海外から

の視点も交え、さまざまな形で現代日本の姿を見つめるための情報を提供してい

きます。 

（主なコンテンツ、サービス） 

「プロジェクトJapan」 

日本の近現代史を今改めて海外からの目線で再構成し、国、時代をまたぐと

いう番組のコンセプトに従って、デジタルサービスならではの切り口で、１

５0 年の日本の歩みを紹介します。 

「ドキュメンタリー 東京モダン」 

海外の著名なドキュメンタリー監督の視点から、東京で暮らす日本人やその

文化、社会を描く番組をベースに、ホームページでの意見交換をはかります。 

「デジタルアーカイブス 戦争証言アーカイブス」 

戦争を体験した人々の証言を動画をまじえて集大成し、次の世代に戦争の記

憶を伝えていきます。 
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○ 「激動する社会の最新情報をたっぷり伝えます」 

激動する国内外の動きを、動画も交えてくまなく伝えます。「ニュース」、「ニ

ュース番組」、「気象情報」の動画や、「データ放送」、音声やテキスト、画像情報

を利用し、解説、企画ニュース、トピックス、また、地域向けの情報など、多角

的に伝えます。選挙や、台風や地震などの災害、生活に影響する事件・事故につ

いての情報も、わかりやすく伝えます。 

（主なコンテンツ、サービス） 

「ＮＨＫニュース」 

地域のニュースも含む、国内外のニュースや気象情報について、テキストと

動画を提供します。 

「きょうの世界」 

わかりやすい国際ニュースや海外情報を提供します。 

「ＮＨＫニュース おはよう日本」 

全国各地のニュースや話題を幅広く提供します。 

「解説委員室」 

視聴者からの意見や質問を交え、視聴者と双方向で結ぶ、番組と連動したコ

ンテンツを提供します。 

「第45 回 衆議院議員選挙」 

9 月に任期満了を迎える衆議院議員の選挙について、候補者や開票情報など

関連情報を含めて詳しく伝えます。 
 
 

○ 「見やすくまとめて紹介します」 

NHK の番組やイベントの情報をわかりやすく伝えるために、さまざまな分野

やテーマごとにまとめたホームページを設け、視聴者が求めている情報を、より

見つけやすくします。 

（主なコンテンツ、サービス） 

「ジャンル別 ポータルサイト（例 ドラマ ホームページ）」 

最新のトピックスや放送予定、再放送の情報など、視聴者から問い合わせの

多いドラマに関する情報を、ひとつにまとめて伝えます。 
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「放送波別 ポータルサイト」 

（「ETV」、「BS オンライン」、「Ｒ１」、「FM」） 

地上波、BS、ラジオ、と、多くのチャンネルで放送している番組を、それ

ぞれわかりやすく、波ごとに分けて紹介します。 
 
 

○ 「スポーツの魅力を広く深く楽しく引き出します」 

得点表示やタイム表示、動画による解説やハイライトなど、多彩な関連情報を

提供し、内外のスポーツを幅広く、より一層楽しめるようにします。 

（主なコンテンツ、サービス） 

「冬季オリンピック バンクーバー大会」 

カナダ・バンクーバーで開催される冬季オリンピックについて、新たなトラ

イアルをまじえ、幅広くより深く伝えます。 

「スポーツオンライン」 

ポータルサイトとして、番組情報への窓口となるとともに、多彩なスポーツ

情報を提供します。 

「ＮＨＫ杯フィギュアスケート」 

放送だけではわかりにくい技術の紹介や、審査のポイントなどを、番組情報

と合わせて紹介します。 

「天皇杯サッカー 全日本サッカー選手権」 

対戦カードや勝ち上がりの進み具合など、トーナメントの全体状況から、試

合のハイライト動画等、個々の試合内容まで多角的に紹介します。 
 
 
 

○ 「いつでも分かりやすく 学ぶ意欲を支援します」 

放送時間にとらわれず、いつでも学ぶことができるように、番組の動画や音声

を提供し、視聴者の学習意欲にこたえます。また、双方向性を生かして、学習効

果が高まるような工夫にも力を注ぎます。 

（主なコンテンツ、サービス） 
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「ニュースで英会話」 

英語ニュースを基に、多彩なデジタルメディアを駆使して、時事英語の学習

をサポートします。 

「NHK 語学講座」 

放送を聴くことが難しい、働く世代に向けて、番組音声をストリーミングで

提供し、幅広い層の語学学習をサポートします。 

「デジタル教材」、「ＮＨＫ高校講座」 

利用者が、自分の生活時間や理解度に合わせ、学校の授業や学習内容をいつ

でも確認し、復習できるように、動画も活用したサービスを展開します。 

「ＮＨＫ全国学校音楽コンクール」 

合唱を学ぶ生徒の目標作りや、参加意欲を高めるために、これまでの課題曲

やコンクールの歌声を紹介します。 

「あしたをつかめ ～平成若者仕事図鑑～」 

就職、就労支援のためや、社会学習の一環として、さまざまな「仕事」に関

する情報を、動画も含めて紹介します。 
 
 

○ 「暮らしに密着、困ったときに役立ちます」 

暮らしや福祉、医療など、身近で役立つ情報を、動画も利用してわかりやすく

提供します。 

（主なコンテンツ、サービス） 

「スタイルアップ通信」 

料理やファッション、家事のノウハウなど、暮らしに役立つ海外のライフス

タイル情報を、ホームページでもわかりやすく紹介します。 

「子どもサポートネット」 

育児にまつわる悩みや問題の解決のために、さまざまなアイデアや体験を紹

介し、ホームページを通じた意見や情報交換もまじえて、子育てを支えます。 

「健康ホームページ」 

「きょうの健康」など健康情報番組の内容をまとめ、検索機能によって利便

性を高めて提供します。 
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○ 「地域のくらしや伝統を大切にします」 

地域に根付いている伝統や文化を紹介するとともに、特色ある地域の情報を全

国に向けて発信し、地域の発展に寄与します。 

（主なコンテンツ、サービス） 

「広島放送局 ＮＨＫ広島アーカイブス」 

これまでに放送した核や戦争に関連する番組や資料をホームページ上で公

開し、平和を考えるための材料を提供します。 

「長崎放送局 長崎 原爆 100 人の証言」 

被爆者の声をテキストと動画で紹介し、長崎に投下された原爆の記憶を伝え

ます。 

「長野放送局 わがまちの手仕事」 

長野県内の各地に伝わる職人の技や仕事を、動画もまじえて紹介し、地域の

伝統を伝えていきます。 

「名古屋放送局  Portuguese （ポルトガル語ページ）」 

東海三県をはじめ、各地で生活する多数の在日ブラジル人に向けて、ポルト

ガル語による生活情報や文化情報を提供します。 

 「山形放送局 今夜はなまらナイト」 

  番組と連動し、方言についての資料や動画の掲載を通じて、自らのふるさ

とを見つめなおす場を作ります。 
 
 

○ 「あなたとともに番組を作ります」 

双方向性を利用し、視聴者からの意見や作品を取り入れて、より身近で一体感

のある番組作りを目指します。寄せられた作品や意見、リクエストをホームペー

ジに掲載し、投稿者との結びつきを強めます。また、公開番組で会場の様子を紹

介するなど、番組への参加感を高め、番組をより楽しめるようにします。 

（主なコンテンツ、サービス） 

「青春リアル」 

若者を中心とした出演者のつづるWeb 日記を軸に、出演者と視聴者とのや

りとりをまじえて番組を展開します。 
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「特ダネ！投稿ＤＯ画」 

災害・事件の決定的瞬間から、身のまわりのほのぼのネタや楽しい話題まで、

視聴者が撮影したネット投稿の動画で番組を作ります。 

「ＮＨＫのど自慢」 

予選会の様子を各放送局のホームページ上でも紹介し、出場者の番組への参

加感をより一層高めます。 

 

 

〔対象番組〕 

○定時番組、特集番組等を基本に、７００番組程度とします。 

 

〔コンテンツ・サービスレベル〕 

○視聴者の大部分が接続しているインターネット環境で、円滑に利用でき

る水準を確保します。 
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２．携帯端末等向けサービス 

携帯電話の契約数が１億台を超えた今、ＮＨＫでは携帯サイト「ＮＨＫケータイ」

を主軸に、モバイル端末の特性を活かした情報発信を積極的に行います。テレビ放送

と連動した双方向参加サービスや、掲示板・投稿機能を利用しながら、視聴者とより

密接な相互コミュニケーションを図り、放送と通信の連携を一層強化します。また、

デジタルメディアのリテラシー向上に取り組み、幅広い年齢層に向けて、安心でより

快適なモバイル環境での情報提供に努めます。 

「読み上げ版」では、音声読み上げ機能を搭載したモバイル端末に対応したサ

イトとして、視覚障がい者等が安心して NHK 情報に接することができるように

します。 

 

【編集のポイント】 

 

○ 毎日の情報を「ＮＨＫケータイ」で 

デイリーニュース、ニュース速報を開始し、ニュースや気象・災害情報を、モ

バイル端末に適した情報量で的確に、いち早く伝えます。 

（主なコンテンツ、サービス） 

「NHK ニュース」  

放送をもとにした国内外のデイリーニュース（要約版）、および、ニュース

速報を提供します。 

「どーもくん天気」  

テレビ放送、およびデータ放送の気象情報を利用して、マスコットキャラク

ターの「どーもくん」が、毎日の天気を伝えます。 

「ＢＳ・世界を読む」  

「おはよう世界」、「アジアクロスロード」など、ＢＳ１で世界の情勢を伝え

る番組のキャスターや解説委員が、放送では伝えきれなかった最新情報をコ

ラムで紹介します。 
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○  ケータイで番組参加 

投稿、投票、アンケートなど、視聴者がケータイで積極的に番組に参加できる

演出で、新しい放送の楽しみ方を提案し、視聴者層の拡大を目指します。 

 

（主なコンテンツ、サービス） 

｢探偵X からの挑戦状！｣ 

ケータイ小説と推理番組がクロスオーバーする、新感覚のエンターテインメ

ント番組です。オンエアに先立ち、携帯サイトで事件の謎を提示。真犯人が

誰かを視聴者が推理し、番組で真相を明かす連動企画です。 

「着信御礼！ケータイ大喜利」 

ケータイからの視聴者投稿をもとにした生放送バラエティ。採用された投稿

作品を番組内で紹介します。 
 
 

○ あなたの生涯学習を応援します 

放送内容と連携した教育コンテンツを携帯サイトで提供し、学びたいときに学

習できるサービスに努めます。 

（主なコンテンツ、サービス） 

「ETV 50」 

放送開始から５０周年を迎えた教育テレビの番組、イベント内容等を掲載す

るサイトです。日々「学ぶ」みなさんを応援、支援しながら、より教育テレ

ビに親しめる入り口を提供します。 

「ＥＴＶ cafe」 

教育テレビ系クイズサイト「ETV cafe」をリニューアルし、よりパワーア

ップします。一般教養が楽しみながら身につくコンテンツで、教育テレビ番

組の魅力をアピールします。 

「ニュースで英会話」 

NHK 国際放送の時事ニュースを素材に、「旬な話題を英語で語る」力を磨

く番組サイトです。ワンポイントテストや e-ラーニングを中心に、英語力

を高める学習コンテンツを提供します。 
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○  気になるドラマ情報も充実 

視聴者の関心が高いNHK ドラマの情報を、放送と通信の連携で今まで以上に

充実させ、モバイル端末でのコンテンツ展開に新たな可能性を追求します。 

（主なコンテンツ、サービス） 

「NHK ドラマ」 

「大河ドラマ」、「連続テレビ小説」から新作ドラマの話題まで、気になるド

ラマ情報を満載したサイトです。 

「モバイル・スピンオフドラマ」 

ワンセグ独自で放送されるスピンオフドラマ（本編から派生した５分程度の

短編ドラマ）を、携帯サイトでもストリーミング提供し、ワンセグとの連携

を強化します。 
 
 

○  地域からきめ細やかな情報を発信 

地域放送局が発信する情報を携帯サイトに提供し、幅広い視聴者層の獲得を図

ります。視聴者のアクセスツールを拡充し、双方向参加型の企画も積極的に行い

ます。 

（主なコンテンツ、サービス） 

「金とく」 

東海・北陸地方での生活や社会問題をテーマにした生放送番組（東海・北陸地

方向け）で、視聴者の意見を携帯サイトで募集します。 

「とんこつTV」 

九州・沖縄を中心に活動する若き才能を発掘・紹介するエンターテインメント

番組（九州地方向け）で、画像投稿等を受けつけます。 
 
 
 

○  手のひらにリアルタイムのスポーツ情報を 

試合経過や結果速報、戦績・選手データなどスポーツ情報を紹介するとともに、

応援メッセージなどを投稿できるサービスも積極的に展開します。 
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（主なコンテンツ、サービス） 

「冬季オリンピック バンクーバー大会」 

競技速報を中心に、選手紹介や現地からのコラムなど、放送だけでは伝えき

れない詳細な情報を提供します。 

「全国高校駅伝」、「全国都道府県対抗駅伝」 

各都道府県のチーム情報やレースの進行状況を速報し、合わせてチームへの

応援メッセージ募集・掲載も行います。 

 

 

〔対象番組〕 

○定時番組、特集番組、臨時番組等を基本に７００番組程度とします。 

 

〔コンテンツ・サービスレベル〕 

○視聴者の大部分が保有しているモバイル端末で、円滑に利用できる水準

を確保します。 
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３．デジタル放送連携サービス 

視聴者がアンケートやクイズに参加できる双方向参加型サービスや、きめ細

かい情報を伝えるサービスを積極的に実施し、デジタル放送受信機のインター

ネット接続率の向上を図って、放送と通信の連携を推進します。新たに開始す

るワンセグ独自放送では、通信との連携を強く意識したコンテンツ作りを行い

ます。 

 

【編集のポイント】 

 

○ ワンセグ独自放送では、放送・通信連携を強く意識してコンテンツを提供します 

（主なコンテンツ、サービス） 

「ランチボックス」 

番組で伝える「気象情報」、「簡単クッキングのレシピ」、「まちかど情報」な

どを、放送後、いつでも見ることができるようにします。 

   「モバイル双方向・にっぽん力」 

衛星放送（BS hi・BS 2）の双方向番組を、「毎日」、「より気軽に」参加で

きる「５分版」として放送し、新しい演出を開発します。 

「ワンセグ独自ドラマ」    

シリーズごとに、モバイルならではの新しいサービスを開発します。 

 

○ 全国の地域ニュースや気象情報を提供します 

（主なコンテンツ、サービス） 

「各地のニュース」（データオンライン） 

各地の放送局のニュースをまとめて、全国向けに提供します。 

「全国の天気・週間天気」（ワンセグ） 

放送だけでは伝えきれない「週間天気」や「全国天気」を、いつでもどこで

もご覧いただけるよう、通信連携サービスで届けます。 
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○ 安心・安全に役立つ情報を提供します 

（主なコンテンツ、サービス） 

「避難所情報」（データオンライン） 

災害時に全国の自治体が開設する避難所の種別や場所、電話番号を、詳しい

地図付で伝えます。デジタル放送対応プリンターでの印刷も可能です。 

 

○ スポーツ情報を充実します 

（主なコンテンツ、サービス） 

「ＭＬＢ情報」（ワンセグ） 

日本人選手が出場する放送中の試合の経過や結果を、リアルタイムで提供す

るほか、すべての試合の結果もいち早く伝えます。 

「全国高校駅伝」、「全国都道府県対抗駅伝」（ワンセグ） 

先頭走者の位置を地図上に表示するなど、レース全体の展開や全チームの情

報を、わかりやすくリアルタイムで伝えます。 

「冬季オリンピック バンクーバー大会」（データオンライン・ワンセグ） 

前日までのすべての競技結果を、通信との連携できめ細かく多彩に伝えます。

ワンセグでは、それに加え、放送と通信を積極的に連携させて、競技の経過

をリアルタイムで分かりやすく伝えます。 

 

○ 通信連携で番組情報を提供します 

（主なコンテンツ、サービス） 

「データ放送ライブラリー」（データオンライン） 

「ためしてガッテン」や、地域放送局で好評を得たデータ放送など、視聴者

のニーズが高い放送の内容をライブラリー化して、写真や文章でわかりやす

く提供します。また、「大河ドラマ」では、「大河紀行」の情報を地図を中心

にまとめ、印刷して活用できるようにします。 

「ワンセグ番組情報」 

「大河ドラマ」、「爆笑オンエアバトル」、「ドラマ８」などでは、番組をより

深く楽しんでいただく情報を提供します。 
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○ 「双方向参加型コンテンツ」を充実します 

（主なコンテンツ、サービス） 

「ＮＨＫ紅白歌合戦」  

６０回目を迎える「紅白」では、視聴者審査員として多くの視聴者が投票に

参加できる仕組みなど、多彩な企画を展開します。 

「双方向クイズ にっぽん力」 

日本の今や歴史にちなんだクイズにデータ放送やケータイで参加し、全国の

参加者と順位を競うことで、双方向番組の楽しさを伝えます。 

「生活ほっとモーニング」（月曜「クイズｄｅなっとく！」） 

パソコンや携帯サイトに加えて、デジタルテレビやワンセグの双方向機能を

使って、テーマの理解を深めるクイズを提供します。 

 

 

 

〔対象番組〕 

○定時番組、特集番組等のうち、デジタル放送連携サービスにふさわしい８０

番組程度とします。 

 

〔コンテンツ・サービスレベル〕 

○視聴者が保有している大部分のデジタルテレビやワンセグ携帯端末で、円滑

に利用できる水準を確保します。 

 

 

 

なお、上記の１から３のサービスに共通して、災害・危機管理情報その他の緊

急情報など、国民の生命、財産にかかわる情報や、選挙の情報、また、外国人

向け情報（外国語によるものに限る）の提供も積極的に実施します。 
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第 ２ 部 

 
緊急情報や外国人向け情報など、 

放送法９条２項２号に関する業務の

基準に基づくもの以外のサービス 



 

編 集 方 針 
 

 

ＮＨＫが番組制作、番組の周知・宣伝、経営広報、営業活動、職員採用等の

業務に関連してインターネットサービスを行なう場合は、それぞれの業務を効

果的に実施するなどの目的に合致したコンテンツを制作・提供します。 

番組制作等では、インターネットで視聴者が参加する双方向番組など、パー

ソナルコンピューターやモバイル端末を積極的に活用した多彩な番組を制作

します。番組の周知・宣伝については当該番組の放送時以前に実施することを

基本とし、全体として放送番組の視聴促進に資する目的が明確な内容とします。

また営業活動と連動するコンテンツについては、営業活動の目的に照らして妥

当な範囲・態様によってサービスを実施します。 

災害・危機管理情報その他の緊急情報など、国民の生命、財産にかかわる情

報や、選挙の情報については積極的に実施するほか、国際放送の強化に伴い、

外国人向け情報（外国語によるものに限る）のインターネット提供も拡充しま

す。そのほか、過去の映像アーカイブスを活用して、子どもたちの創造活動を

支援したり、“デジタルメディアリテラシー”の向上に資する取り組みなどを

推進します。 

 

 

〔コンテンツ・サービスレベル〕 

○ 視聴者の大部分が接続しているインターネット環境や、保有しているモバイ

ル端末等で、円滑に利用できる水準を確保します。 
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