国際エミー賞 NHKの過去参加・受賞作品（2002～2011）
注意

国際エミー

NHK 参加作品
衛星ドラマ劇場「コウノトリなぜ紅
NHKスペシャル「いのちの言葉～
“空白の２年”からの記録～」
NHKスペシャル 宇宙未知への大
紀行 「第１集 ふりそそぐ彗星が生
命を育む」
ハイビジョンスペシャル「フェルメー
ル盗難事件～解き明かされた名画
の謎～」
ドラマ「僕はあした十八になる」

制作部局
衛星ハイビジョン局

英語名
Red Stork

部門
受賞
テレビ映画 アジア地区予選落ち
ドキュメンタ
リー
アジア地区予選落ち

取材センター 社会／制作セVital Signs
Space Millennium:
The Cosmic Cradle ドキュメンタ
of Life
リー
アジア地区予選落ち
編成局 スペシャル番組

Vermeer: Lost and
Found
Almost 18
When Camellia
五瓣の椿・スペシャル
ドラマ番組
Petals Fall
Open Talks: Youth
きみと語りたい～世界の若者とテ 衛星ハイビジョン局 情報番組
ＮＨＫスペシャル「アフリカ・２１世紀 編成局 スペシャル番組
Africa in the 21st
Hometown!
「熱血！ふるさと対抗 千人の力コ
Contest of
ンテスト」
衛星ハイビジョン局
Thousands
未来への教室「ヘンリー・ランドワー 学校放送番組部 教養番組部SUPERTEACHERS
課外授業 ようこそ先輩「生命の鼓 メディア展開
Tell us about your
「聖徳太子」第1部・第2部
大阪放送局
Prince Shotoku
ＮＨＫスペシャル「被曝治療83日間
の記録～東海村臨界事故～」
報道番組
A Certain Death
「不審船銃撃事件」
Unidentified Vessel
NHKスペシャル「よみがえる源氏物
The Genji Scrolls
名古屋放送局
語絵巻」
Reborn
2002
ＮＨＫスペシャル「高校生６１人の兵
Decision at Age 18（第30回） 役拒否～イスラエル・報復の連鎖は
Israeli Youths
海老沢勝 断ち切れるか～」
Refuse to Fight二会長 NHKスペシャル「戦場のITビジネス
が経営者 ～狙われる希少金属“タンタル”～」 編成局 スペシャル番組
Dial W for War
賞受賞 「神の手を持つ絵師 ～江戸の画 衛星ＨＤ局
Jakuchu in
NHKスペシャル「沈黙の村～ユダヤ 番組制作局（社会情報番
人虐殺・60年目の真相～」
組）
Silent Village
番制局教育番組センター
PythagoraSwitch
ピタゴラスイッチ
（青少年・こども番組）
NHKスペシャル ドラマ「焼け跡の 番制局・芸能番組センター
ホームランボール」
The Dream Ball
（ドラマ番組）
ハイビジョンドラマ「アフリカの蹄」
番制局・芸能番組センター Hoof of Africa （前・後編）
Part I & II
（ドラマ番組）／NEP
ハイビジョンドラマ「抱きしめたい」
A Brother for Life
大河ドラマ「武蔵 ＭＵＳＡＳＨＩ」（第 番制局・芸能番組センター MUSASHI Episode
ハイビジョンスペシャル「麦客（まい 衛星ハイビジョン局/NEP/
Maike: The Reapers
か）～中国・激突する鉄と鎌～」
東京ビデオセンター
えいごリアン
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衛星ハイビジョン局
ドラマ番組

学校放送番組
編成局（スペシャル番組）／
番制（音楽・伝統芸能番組）
／衛星ハイビジョン局／

Eigorian
Quest for the
Essence: The Music
ＮＨＫスペシャル「小澤征爾 魂の
of Seiji Ozawa
響きを伝える」
Living Architecture:
大阪放送局報道部報道番
The Work of Tadao
にんげんドキュメント「命ある建築を
組/NEP
～安藤忠雄 創造の現場～」
Ando
Mandatory
Detention - US
Muslim Immigrants
NHKスペシャル「強制収容～米国・
2003
追われるイスラム移民～」
報道・制作センター（番組） after 9/11
（第31回） 世紀を刻んだ歌２ イマジン2001－ 衛星ハイビジョン局（情報番 "Imagine" 2001にんげんドキュメント「西陣織 １０２
A Weaving Master
京都放送局
歳のプロデューサー」
at Age 102
番制局芸能センター（ドラマ Episode 1: The
番組）／ＮＨＫエンタープラ Storm Episode 2:
イズ21
The Trap
「蝉しぐれ」第１回 第２回
番制局情報番組センター
（科学・環境番組）/番制局
情報番組センター（文化・福 NEWS: Good
E
祉番組）/番制局情報番組 Morning Japan
センター（生活・食料番組）/ ｃlipse in the
報道局取材センター（社会） Antarctic
南極・皆既日食中継
報道局取材センター（国際） NEWS 7 Terrorist
Bombing of UN
国連イラク事務所爆破～テロ現場・ ／制作センター（テレビ
Headquarters in Iraq
ニュース）／カイロ支局
その瞬間
報道局制作センター（番組）
The Man Who
／取材センター（科学・文
Fought Against
ＮＨＫスペシャル「SARSと闘った男 化）／
～医師ウルバニ ２７日間の記録」 放送総局スペシャル番組セ SARS
番組制作局（経済・社会情
報番組）／熊本放送局／
にんげんドキュメント「ただ一撃にか 放送総局スペシャル番組セ
ンター
A Single Blow
ける」
The Global Market
ＮＨＫスペシャル「地球市場・富の攻 放送総局スペシャル番組セ Capital in Conflict The True Cost of
防 （６） 人材供給大陸～インド・ア ンター
Cheap Labor
フリカ～」
報道局制作センター（番組）
ＮＨＫスペシャル「マリナ～アフガニ ／報道局取材センター（国
スタン・少女の悲しみを撮る」
際）／バンコク支局
MARINA
番組制作局情報番組セン
ター（科学・環境番組）／Ｎ
ＨＫエデュケーショナル／千 DOMINO CUP Kids'
「ドミノカップ２００３～小学生が挑
代田ラフト
Challenge
戦！ドミノたおし全国大会～」
新日曜美術館「生きる総てが花であ 番組制作局教育番組セン Flowers on the
Edge: Yukio
る～いけばな作家・中川幸夫～」
ター（趣味・実用番組）

アート
テレビ映画

アジア地区予選落ち
アジア地区予選落ち

テレビ映画 アジア地区予選落ち
子ども・青少 アジア地区予選落ち
ドキュメンタ アジア地区予選落ち
ポピュラー
アート
子ども・青少
子ども・青少
テレビ映画
ドキュメンタ
リー
ニュース

アジア地区予選落ち
アジア地区予選落ち

アート

アジア地区予選落ち

ドキュメンタ
リー
ドキュメンタ
リー
アート
ドキュメンタ
リー
こども＆青
少年

アジア地区予選落ち
アジア地区予選落ち
アジア地区予選通過
アジア地区予選落ち

最終ノミネート
アジア地区予選落ち
アジア地区予選通過
アジア地区予選落ち
アジア地区予選落ち

テレビ映画

アジア地区予選落ち

テレビ映画
テレビ映画
ドラマシリー
ドキュメンタ
リー
こども＆青
少年

アジア地区予選通過
アジア地区予選通過
アジア地区予選落ち

アート

アジア地区予選落ち

アート

最終ノミネート。受賞せ
ず。

ドキュメンタ
リー
ドキュメンタ
アート番組
部門
テレビムー
ビー/ミニシ
リーズ部門

アジア地区予選落ち
アジア地区予選落ち

アジア地区予選通過
アジア地区予選落ち
アジア地区予選落ち
アジア地区予選落ち

ニュース部
門

アジア地区予選落ち

ニュース部
門

アジア地区予選落ち

ドキュメンタ
リー部門
アジア地区予選落ち
ドキュメンタ
リー
アジア地区予選落ち
ドキュメンタ
リー部門
アジア地区予選落ち
ドキュメンタ
リー部門
子ども・青少
年部門
アート番組
部門
アジア地区予選落ち

備考

国際エミー賞 NHKの過去参加・受賞作品（2002～2011）
注意

国際エミー

NHK 参加作品
特集ドラマ「楽園のつくり方」

制作部局
番組制作局芸能番組セン
ター（ドラマ番組）

英語名
Paradise Harvest

ハイビジョンドラマ館「R．P．G．～作
られた家族の秘密～」
番制・芸能番組センター
BSプライムタイム「アジアに生きる
2004
子どもたち （３） 学校に行きたい～ 衛星ハイビジョン局、NHKエ
デュケーショナル、テムジン
（第32回） 中国・黄土高原 少女の願い」

R.P.G.
Asia in a Child's
Eyes: I want to go
to school
The Taika Reform:
In Search of Justice
Part 1: Days of
大阪放送局芸能部
Youth in Asuka /
Part 2: An Oath
古代史ドラマスペシャル「大化改新」
前編・後編
Between Friends
Episode 2 放送総局スペシャル番組セ Pranidhi: The
ンター
Buddha's Vows at
ＮＨＫスペシャル「新シルクロード
Fahrenheit 176
第２集 トルファン灼熱の大画廊」
Hanaoka's Wife
(Episode 3:
大阪局芸能部
金曜時代劇「華岡青洲の妻」第３回
Sacrifice/Episode 5:
「献身」／第５回「別離」
The Long
Honor and Blood
Episode 28:
番制・芸能センター（ドラマ Showdown at
Iekdaya Inn/Episode
番組）
33: A Bitter
大河ドラマ「新選組！」第２８回「そし
Farewell)
て池田屋へ」／第３３回「友の死」
ＮＨＫスペシャル「情報聖戦～アル 報道局番組部／衛星放送
Media Jihad
カイダ謎のメディア戦略」
局／アジアセンター
報道局番組部／国際部／ TSUNAMI:
番組制作局（科学環境番
Eyewitness
ＮＨＫスペシャル「インド洋大津波
映像で迫るその全貌」
組）／バンコク支局
Accounts
ＢＳドキュメンタリー「アジアに生きる
Asia in A Child's
子どもたち お母さんに会いたい
Eyes - Yearning for
衛星放送局／ＮＥD
フィリピン・ムスリムの兄と妹」
Mother
Extracurricular
Lesson: Tell Us
ＮＥＰ２１／テレビマンユニ
About Your Life 課外授業 ようこそ先輩「みんなの
オン
Conquer the World
笑顔が平和のかけ橋～写真家・長
with Smile Power!
倉洋海～」
NEWS 10: A Battle
with Fear: The
報道局（映像取材）／（制作
Aftershocks of The
回線）／（テレビニュース）
Great Mid-Niigata
ニュース１０「震度６弱 その瞬間」
Earthquake
(15 min. 25 sec.版)
The House of
衛星放送局／ＮＥＰ２１
ＮＨＫスペシャル「鼓の家」
Drums

2005
シリーズ「華麗なるミュージカル ブ
衛星放送局
国内エミー （第33回） ロードウェイの１００年」
「みんな生きている」 ぼくのことを
分かってほしい
クインテット

Broadway: The
American Musical
We Are All Living:
番制・教育番組センター・学
Please Understand
校教育
Me
番制・教育番組センター（青
Quintet
少年・こども番組）／NED
番組制作局 ドラマ番組部

ドラマ クライマーズ・ハイ（後編）

Climber's High
番組制作局 ドラマ番組部

ドラマ クライマーズ・ハイ（前編）

国内エミー

Climber's High
Haru and Natsu:
番制局芸能セ ドラマ番組／
The Lost Letters
放送80周年ドラマ「ハルとナツ 届
ＮＥＰ ドラマ番組
eps.5
かなかった手紙」 第5回
Yoshitsune: The
Legend of a Tragic
番制・芸能番組センター・ド
Hero (Episode 46
ラマ
"Shizuka, my
大河ドラマ「義経」 第46回＜しずや
Shizuka")
しず＞
Yoshitsune: The
Legend of a Tragic
番制・芸能番組センター・ド
Hero (Episode 35
ラマ
The Battle of Dan大河ドラマ「義経」 第35回＜決戦・
no-Ura）
壇ノ浦＞
大阪放送局／神戸放送局
／報道・取材センター（社
JR Fukuchiyama
会）（科学文化）／
Line Derailment
JR福知山線脱線事故 ～第1報か （制作センター）テレビ
ニュース
らの緊急報道～
「ボブ・ディラン ノー・ディレクショ
No Direction Home
ン・ホーム」
衛星放送局／エンタープライ (Bob Dylan)
NHKスペシャル 「立花隆 最前線
スペシャル番組センター／
報告 ～サイボーグ技術が人類を
The Cyborg
報道局番組部
変える」
Revolution
にんげんドキュメント「わたしの一品
召し上がれ 全国料理コンクールに
The Budding Chefs
挑む高校生」
スペシャル番組センタ／番制of Senior High
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部門
受賞
テレビムー
ビー/ミニシ
リーズ部門 アジア地区予選落ち
テレビムー
ビー/ミニシ
リーズ部門 アジア地区予選落ち
子ども・青少
年部門
テレビムー
ビー／ミニ
シリーズ部
門
アート番組
部門
テレビムー
ビー／ミニ
シリーズ部
門

シリーズドラ
マ部門
ドキュメンタ
リー部門
ドキュメンタ
リー部門
子ども・青少
年部門

子ども・青少
年部門

ニュース部
門
アート番組
部門
ション・シ
リーズ部門
／ノンフィク
ション番組
部門
子ども・青少
年部門
子ども・青少
年部門
ビー／ミニ
シリーズ部
門
ビー／ミニ
シリーズ部
門
ビー／ミニ
シリーズ部
門

最終ノミネート
（2012年主催者への取材
で情報追加）

最優秀作品賞（シリーズ
部門）
／最優秀音響賞（番組部
門）
予選落ち
予選落ち
予選落ち
予選落ち
予選落ち

シリーズドラ
マ部門
予選落ち

シリーズドラ
マ部門
予選落ち

ニュース部
門

（予選通過）
優秀サウンドミックス賞
（ノンフィクション番組）

ドキュメンタ
リー部門
予選落ち
子ども・青少
年部門
予選落ち

備考

国際エミー賞 NHKの過去参加・受賞作品（2002～2011）
注意

国際エミー

NHK 参加作品
「みんな生きている」 あたらしいい
のち
NHKスペシャル 戦後60年企画「そ
して日本は焦土となった～都市爆
撃の真実～」
ＮＨＫスペシャル「脳梗塞からの“再
生” 免疫学者・多田富雄の挑戦」
ハイビジョン特集「新シルクロード」
楼蘭 四千年の眠り
ハイビジョン特集「私が噂のダリで
ある～サルバドール・ダリ 天才の
ハイビジョン特集「シリーズ天才画
家の肖像 雪舟 画聖と呼ばれた

制作部局
英語名
番制・教育番組センター・学 We're All Living "A
New Life"
校教育
番組制作局 経済・社会情
報番組
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部門
受賞
子ども・青少
年部門
予選落ち

ドキュメンタ
Death From the Air リー部門
予選通過
ドキュメンタ
報道局おはよう日本部
But Still I Live
リー部門
予選落ち
ドキュメンタ
スペシャル番組センター／
リー部門
予選落ち
ＮＥＰ／プロダクション エイ SILK ROAD 2005
番制・教育番組センター（趣 I am Dali -Secret of アート番組 予選通過→ファイナリスト
a Genius
部門
→受賞せず
味実用番組）
Sesshu: The Master アート番組
部門
予選落ち
衛星ＨＶ局 制作／衛星放送of Ink
エンターテイ
番制局教育番組センター
英語でしゃべらナイト「新春スペシャ
CAN YOU SPEAK メント番組
（趣味･実用番組）
ル YOKOSO！TOKYO」
ENGLISH? ？？？ （台本なし） 予選落ち
BSドキュメンタリー「アルモーメンホ
衛星放送局／ＮＨＫエン
テルの子どもたち ～がんと闘うイ
Children at the
ドキュメンタ
タープライズ・情報文化
ラクの家族～」
Muo'men Hotel
リー部門
予選落ち
ＮＨＫスペシャル「追跡 核の闇市 報道局・制作センター（番
ドキュメンタ
場～放置された巨大ネットワーク
The Nuclear Bazaar リー部門
予選落ち
組）
Haru and Natsu:
番制局芸能セ ドラマ番組／ The Lost Letters
2006
（第34回） 放送８０周年ドラマ「ハルとナツ 第1 ＮＥＰ ドラマ番組
(episode 1)
テレビムービ 予選落ち
NHKスペシャル 硫黄島玉砕戦 生
ドキュメンタ
還者 61年目の証言
スペシャル番組センタ／番制The Island of Death リー部門
Find Your Dream
Career: Reaching
特集 あしたをつかめ～平成若者
for the Sky in
子ども・青少
仕事図鑑 職人になる！ 建築現
Construction
年部門
場の夏
制作・学校教育番組
The Street Lawyers
Part1: The Court
Awakens to
テレビムー
Tears/Part4: Can
ビー／ミニ
土曜ドラマ マチベン 第1回 法廷
You Judge
シリーズ部
は涙にめざめる／第4回安楽死を
裁けますか？
番制・ドラマ番組
Euthanasia?
門
The Vulture Part1: テレビムー
ビー／ミニ
土曜ドラマ ハゲタカ 第1回 日本 制作局・第二制作センター Buy Japan
シリーズ部
Out/Part2: A
を買い叩（たた）け！第2回ゴールデ （ドラマ部）
Golden Parachute 門
ン・パラシュート
Professionals: Keep
プロフェッショナル 仕事の流儀 い
制作局・第二制作センター
Blue Sky in Your
時事問題部
つも心に青空を ユニセフ タジキ
（経済・社会情報番組）
Heart
門
スタン代表・杢尾雪絵
クローズアップ現代 松井秀喜 復
時事問題部
A Star's Lonely
活への125日
門
報道番組・社会／報道・報道 Battle
謎のホームページ・サラリーマン
NEO-Office
コメディー部
制作局・番組開発
NEO （No Fun, No Life 版）
Chuckles
門
Finalist
ハイビジョン特集 冨田勲 仏法僧
Isao Tomita :
に捧げるシンフォニー 鳳来寺山
編成局・ソフト開発センター Symphony for Buh- アート番組
63年目の再訪
Poh-Soh
部門
BSドキュメンタリー 証言でつづる 制作局・衛星放送制作セン
現代史 こうしてソ連邦は崩壊した ター／NEP／パオ・ネット
ドキュメンタ
（前編・後編）
ワーク（制作協力）
The Collapse of the Uリー部門
BSドキュメンタリー アジアに生きる
子どもたち ～僕とおばあちゃんの 制作局・衛星放送制作セン Asia in a Child's
Eyes: For Me and
ドキュメンタ
ために フィリピン・介護士を目指す ター／NED／バサラ
Grandma
リー部門
子ども～
ドキュメンタ
NHKスペシャル 東京カワイイ★
スペシャル番組センター／
The Age of Cute
リー部門
ウォーズ
青少年・こども番組
Dinosaurs vs.
NHKスペシャル 恐竜VSほ乳類 1 制作局第2制作センター（科 Mammals Episode 2:
Secrets of
ドキュメンタ Regional Semi-finalist→
億5千万年の戦い 第2回「迫りくる 学・環境番組）
Mammalian Survival リー部門
Finalist
羽毛恐竜の脅威」
Red & White Song 双方向番組
紅白歌合戦
エンターテイメント／制作
Festival
部門
2007
ハイビジョン特集 「この世界に僕た
ドキュメンタ （Arts Programming)→
名古屋放送局・制作部
（第35回） ちが生きてること」（88分版）
Smile
リ部門
Finalist
AMAZING HUMAN 子ども・青少 アジア地区予選通過→
からだのちから 「気配を感じよう」 制作（学校教育番組）
POWERS
年部門
ファイナリストに残らず
ハイビジョン特集 タイムスリップ伴
Journey into an
アート番組
大納言絵巻
制作・衛星放送制作／NED Ancient Scroll
部門
アジア地区予選落ち
ドキュメントにっぽんの現場「ことば 制作局・第1制作センター
子ども・青少 アジア地区予選通過→
あふれ出る教室～横浜市立盲学校 （学校教育番組）／スペシャ
ル番組センター
I Feel the Words
年部門
ファイナリスト
～」
コメディー部
門 （尺が足
りないため
編成局・ソフト開発センター Hoshi Shinichi's
星新一 ショートショート劇場
／NEP／テレコムスタッフ
Short Shorts
取り下げ）
Cool Japan: Check 台本なしエ
ンタテインメ
it out! "Japanese
COOL JAPAN～発掘！かっこいい
ント部門
アジア地区予選落ち
ニッポン 「夫婦」
制作・衛星放送制作／NEP Married Couples"
China in a Torrent:
New Rich and Rural
Poor／China in a
NHKスペシャル 激流中国 富人と
農民工／NHKスペシャル 激流中 スペシャル番組センタ／制 Torrent: Media Tug- 時事問題部 アジア地区予選通過→
of-War
門
ファイナリストに残らず
国 ある雑誌編集部 60日の攻防 作（経済・社会情報番組）
NHKスペシャル 「100年の難問は （経済・社会情報番組）／制 The Spell of
Poincare
ドキュメンタ
作局・衛星放送制作セン
なぜ解けたのか ～天才数学者
Conjecture
リー部門
アジア地区予選落ち
ター
失踪の謎～」

備考
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国際エミー賞 NHKの過去参加・受賞作品（2002～2011）
注意

国際エミー

NHK 参加作品

制作部局
制作・衛星放送制作／報道
局・映像取材／情報ネット
NHKスペシャル 夫婦で挑んだ白夜 ワーク／スペシャル番組セ
の大岩壁
ンタ
ニュースウォッチ9 探査機“かぐや” 制作局・第２制作センター
月の謎に迫る～史上初！「地球の （科学環境番組）／編成局
出」をとらえた～
ソフト開発センター
名古屋（制作）／制作・ドラ
NHKスペシャル 鬼太郎が見た玉 マ番組／スペシャル番組セ
ンタ
砕 水木しげるの戦争

サラリーマンNEOシーズン2
ハイビジョン特集 闘う三味線 人
2008
間国宝に挑む 文楽 一期一会の
（第36回） 舞台

制作局
編成・ソフト開発／NEP

NHKスペシャル「最後の戦犯」
名古屋局
NHKスペシャル 激流中国「病人大
行列～13億人の医療～」
スペシャル番組センター
編成局・ソフト開発センター
課外授業ようこそ先輩 「みんな生 ／ＮＥＰ／東京ビデオセン
きていればいい」
ター
ＮＨＫスペシャル 「雨の物語～大 名古屋局／津局／報道局
台ヶ原 日本一の大雨を撮る～」
（映像取材）・報道局（社会
NHKスペシャル 北極大変動 第2
集 氷の海から巨大資源が現れた
NHKスペシャル 「幻のサメを探せ
～秘境 東京海底谷～」
NHKスペシャル 女と男 最新科学
が読み解く性 第3回 「男が消え
る？ 人類も消える？」
クローズアップ現代 「タリバン復活
の脅威 ～テロとの戦い 7年目の
試練～」

制作局・第2制作センター
（科学環境番組）
スペシャル番組/報道・映像
取材/情報ネットワーク
スペシャル番組センター／
報道局（社会番組）
報道局（政経国際）／アジ
ア総局

NHKスペシャル 「桂離宮 知られざ 制作局・衛星放送制作セン
る月の館」
ター／NED

大河ドラマ 「篤姫」 （第19回 「大
奥入城」、第32回 「桜田門外の
制作局・第2制作センター
変」）
（ドラマ番組）
2009
編成局・ソフト開発センター
（第37回） 特集「星新一ショートショート」
／NEP／テレコムスタッフ
広島発ドラマ「火の魚」
広島放送局／NHKプラネッ
ドラマスペシャル「白洲次郎」第1回 制作局・第2制作センター
「カントリージェントルマンへの道」第 （ドラマ番組）
2回「1945年のクリスマス」
新・三銃士 第13話「アラミスの奇
策」

制作局・第1制作センター
（青少年・教育番組）

報道局・報道番組センター
クローズアップ現代「“かぐや”が解 （社会番組）
き明かした月の素顔」

英語名

ドキュメンタ
Big Wall Challenge リー部門
News Watch 9:
Exploring the Moon ニュース部
in High Definition
門
ビー／ミニ
シリーズ部
Kitaro's War Story 門
コメディー部
門 （星新
一・・の代わ
NEO-Office
Chuckles Season2 りに出品）
Clash of Titans: A
Shamisen Player's アート番組
Challenge
部門
テレビムー
ビー／ミニ
The Last War
Criminal
シリーズ部
China in a Torrent: 時事問題部
The Patient Parade 門
Tell Us About Your
子ども・青少
Life: A Light in the
年部門
Darkness
ドキュメンタ
A Rain Story
リー部門
時事問題部
門→ドキュメ
The Arctic Circle:
Treasures Beneath ンタリー部
門に変更
the Frozen Sea
The Goblin Shark:
Phantom of the
ドキュメンタ
リー部門
Time Bomb: The Y
Chromosome Wanes
ニュース部
Today's Close-up
門→時事問
"New Taliban
題（事務局
Threat"
Katsura Rikyu:
アート番組
Imperial Villa of the
部門
Moon
Princess Atsu
Episode 19 "O-Oku:
The Ladies' Court" シリーズドラ
マ部門
Episode 32 "The
Assassination of
Lord Naosuke"
Hoshi Shinichi's
コメディー部
Short Shorts
門
Goldfish
テレビムー
The Samurai
ビー／ミニ
Gentleman 1: Road シリーズ部
to Destiny/ 2: From 門
the Ashes
The Three
子ども・青少
Musketeers Episode
年部門
13 Aramis's Prank
Today's Close-Up
Kaguya Reveals the 時事問題部
Truth Behind the
門
Moon
Cosmic Code
Breakers: The
Secrets of Prime
ドキュメンタ
Numbers
リー部門

ハイビジョン特集「素数の魔力に囚 制作局・第2制作センター
われた人々～リーマン予想・天才た （経済・社会情報番組）
ち150年の闘い」
報道局（スポーツ）／報道局
NHKスペシャル「ヤノマミ 奥アマゾ （映像取材）／スペシャル番 Yanomami: The Last
組センター
Tribe
ン 原初の森に生きる」
NHK NEWS Eclipse
報道局・ニュースウォッチ９
Excitement Grips
プロジェクト
ニュースウォッチ９特集「皆既日食」
Japan
WONDER X
WONDER: Super
高松局
Entertainment!:
ワンダー×ワンダー「体感！興奮！
Konpira Kabuki
こんぴら歌舞伎」
(Cloud Above the
Slope) Episode 1:
放送総局「坂の上の雲」プ An Adolescent
Nation/ Episode 4:
ロジェクト
The Sino-Japanese
スペシャルドラマ「坂の上の雲」第1
回「少年の国」 第4回「日清開戦」
War
The Art of Humor:
制作局・第2制作センター
2010
Kentaro Kobayashi
（エンターテインメント）／
（第38回） 笑劇開演～小林賢太郎テレビ～
Television
NEP
ドラマスペシャル「心の糸」、ドラマ１
０「八日目の蝉」
名古屋局

部門

Threads of Our
Hearts

受賞

アジア地区予選落ち
アジア地区予選落ち
アジア地区予選落ち
アジア地区予選通過→
ファイナリスト
アジア地区予選落ち
アジア地区予選落ち
アジア地区予選落ち
アジア地区予選落ち
アジア地区予選落ち

アジア地区予選落ち
アジア地区予選落ち
アジア地区予選落ち
アジア地区予選落ち
アジア地区予選落ち

アジア地区予選落ち
国際エミー賞
アジア地区予選落ち

アジア地区予選落ち
アジア地区予選落ち

アジア地区予選落ち

アジア地区予選落ち
アジア地区予選落ち

ニュース部
門

アジア地区予選落ち

アート番組
部門
アジア地区予選落ち
シリーズドラ
マ部門
アジア地区予選通過→
ファイナリスト
コメディー部
門
アジア地区予選落ち
テレビムー
ビー／ミニ
シリーズ部 アジア地区予選落ち

備考
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国際エミー賞 NHKの過去参加・受賞作品（2002～2011）
注意

国際エミー

NHK 参加作品

制作部局
制作・第1制作センター（青
少年・教育部）／ＮＥＤ／
大科学実験「リンゴは動きたくな
い！？」「みんなここに集まってくる」 JCC
報道局・報道番組センター
（政経国際番組部／社会番
組部）／取材センター（国際
ＮＨＫスペシャル「奇跡の生還～ス 部）／大型企画開発セン
ター／アメリカ総局
クープ チリ鉱山事故の真実～」

英語名
Discover science:
The apple doesn’t
wanna move!?
Back from the
Brink: Inside the
Chilean Mine
Disaster

Two Chefs: A Story
of Rivalry and
Friendship
Miracle Body 報道局・報道番組センター Downhill Skiing:
（社会番組）／Ｇメディア
Race Against Fear
The Drone War:
放総・大型企画開発セン
ター／制作局・第1制作セン Robotic Weapons
ター（経済社会情報番組） vs. Suicide Bombs
Professionals - A
Life in His Hands:
プロフェッショナル 仕事の流儀
Thoracic Surgeon
「絆を、最高のメスに～呼吸器外科 制作局・第1制作センター
Hiroshi Date
医・伊達洋至～」
（経済・社会情報番組）
Sakanoue no kumo
(Cloud Above the
Slope) Episode 7:
スペシャルドラマ「坂の上の雲」第７
Farewell, Shiki/
2011
回「子規、逝く」、第９回「広瀬、死
放送総局「坂の上の雲」プ Episode 9: Hirose
（第39回） す」
ロジェクト
Dies a Hero
ふたり 「しのぎあい 果てなき絆～
日本料理人 山本征治Ｘ奥田透～」
ＮＨＫスペシャル「ミラクルボディー
第１回 滑降 時速１６０km 極限の
恐怖に挑む」
ＮＨＫスペシャル「貧者の兵器とロ
ボット兵器～自爆将軍ハッカーニの
戦争～」

制作局・第1制作センター
（経済・社会情報番組）

部門
子ども・青少
年部門

受賞

備考

アジア地区予選落ち

時事問題部
国際エミー賞
門
アーと部門
→ドキュメン
タリー部門 アジア地区予選落ち
アジア地区予選落ち
ドキュメンタ
リー部門
アジア地区予選落ち

アジア地区予選落ち
シリーズドラ
マ部門
アジア地区予選通過→
ファイナリスト

データベースより

