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至  平成 29年  3月 31日 

 

平成 28（2016）年度 
第 4四半期業務報告 
 

平成 29年 4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。 

平成２８年度業務報告書および財務諸表は、放送法に基づき、２９年６月末に総

務大臣に提出する予定で、現在とりまとめ作業を進めているところです。このた

め、この報告書には財務諸表を掲載していません。 



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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【28 年度の主な取り組み】 

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 
・伊勢志摩サミット（5/26～27）では各国首脳の伊勢神宮訪問などを特設ニュースで伝え、オ

バマ大統領の広島訪問(5/27)も、訪日前の単独インタビューも交えて丁寧に伝えた。アメリ

カ大統領選の開票速報は、票の行方と歴史的な結果を８時間にわたる生放送で伝えた。 

・大幅な改定を行った総合テレビでは、「鶴瓶の家族に乾杯」「うたコン」「ガッテン！」「ファ

ミリーヒストリー」と、多くが昨年の世帯視聴率を上回り、広い視聴者層の獲得に貢献した。 

・３月には「ＮＨＫスペシャル」やニュース、長時間の特集番組などで東日本大震災関連の番

組を集中的に編成。震災の日に生まれた競走馬の成長を通して福島の地域の人々の復興を描

いた特集ドラマ「絆」は福島の人だけでなく全国の人にも多くご覧いただいた。 

・熊本地震（４月）、津波警報が発令された福島県沖地震（11月）など、今年度は震度５弱以

上の地震が計７回発生した。現地局支援、技術面でのサポートなど、全局一丸となった取り

組みを行った。公共放送として地域への貢献に全力を挙げた。 

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、毎正時からのニュース番組を刷新して、アジアの情報発信を強化

したほか、インタビュー番組や観光情報番組、大相撲のダイジェスト番組など、多彩な番組

をスタートした。ウェブサイトのビデオ・オン・デマンド（ＶＯＤ）サービスで提供する番

組を 28番組に倍増し、ＳＮＳでのニュースや動画の発信を強化した。 

・４月の熊本地震で発生直後からニュース番組で被災地の状況を伝えたほか、５月のオバマ大

統領の広島訪問を特別番組で中継するなど、日本発の国際放送として存在感を示した。 

・世界最大級のコンテンツ見本市ＭＩＰＣＯＭ（10月・カンヌ）では、仏ルーブル美術館と 

の国際共同制作による「ルーブル 永遠の美」など、４Ｋ・８Ｋの最先端映像を上映したほ 

か、アニメ「龍の歯医者」制作発表を行うなど、ＮＨＫの制作力を効果的にＰＲした。 

 

今年度は、新しいサービスも含めた放送・サービスの充実、営業業績の向上、ＮＨＫグルー

プの効率的な業務運営などの点で、３か年経営計画を大きく進展させた。 

放送では、５月の伊勢志摩サミットや米国オバマ大統領の広島訪問、11 月のアメリカ大統

領選など、視聴者の関心が高いニュースを丁寧に伝えたほか、４月の熊本地震をはじめとする

災害報道、防災・減災報道に全局一丸となって取り組み、公共放送の使命を果たした。また、

大幅な番組改定を行った総合テレビでは、新設・移設した番組がより広い視聴者層の獲得に貢

献した。 

ＮＨＫワールドＴＶでは、ニュース番組を刷新して、アジアの情報発信を強化したほか、

インタビュー番組や観光情報番組、大相撲のダイジェスト番組など、多彩な番組を開始した。

引き続き、現役世代にさらにご覧いただけるように、編成対応や番組開発を行っていく。 

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。リオ五輪や大相撲、

紅白歌合戦など幅広いジャンルの放送番組をご覧いただけるように全国の放送局などでパブ

リックビューイングを実施した。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、ハイライト動画配信な

どを実施した。11月から 12月にかけては、対象者を限定し、試験的にテレビ放送の同時配信と

見逃し配信の実験を行い、視聴ニーズの把握や課題の検証を行った。 

受信料収入は、契約総数、衛星契約ともに２年連続で年間目標を上回り、１年前倒しで経営

計画の「衛星契約割合 50％」の目標に届き、「支払率 80％」に向けても堅調に推移。 

グループ経営改革については、ＮＨＫの指導監督機能の強化や内部統制水準の引き上げなど 

ガバナンスの強化を進めるとともに、効率的で質の高いグループ経営を目指して関連団体の業
務の把握を進め、業務の見直しなどに一定の成果を得た。 

28年度の総括 

１ 28年度の概況 
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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「ＮＨＫスーパーハイビジョン」を開始し、８Ｋを中心に

紀行、自然、科学、芸術、ドラマなどの幅広いジャンルの番組を放送。リオ五輪をはじめ、

大相撲や紅白歌合戦、センバツ高校野球では、全国の放送局などでパブリックビューイング

を実施し、臨場感あふれる超高精細映像を楽しんでいただいた。 

・インターネットによる放送番組の同時配信に関連し、リオ五輪の開閉会式および７競技（サ

ッカー、競泳、体操、柔道、卓球、陸上、レスリング）の生中継を試験的に配信した。 

・11月から 12月にかけて、試験的に１万人以内を対象に、総合テレビとＥテレの放送同時配

信と、同時配信した番組を後から視聴できる「見逃し配信利用動向等検証実験」を実施した。

視聴ニーズの把握、配信システムの検証、権利処理の運用状況の確認を進めた。 

・インターネットを活用して、国民生活や社会全体に大きな影響を及ぼす内容の緊急ニュース

など「放送中番組の提供」を、28年度は 27回実施した。 

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 51.4万件の増加で達成率 102.9％、衛星契約は年間目

標 63 万件に対して 69.3 万件の増加で達成率 109.9％となった。支払率は、78.3％となり、

27年度末と比べ 1.3ポイント向上した。衛星契約割合は 50.1％となり、27年度末と比べ 1.1

ポイント向上した。 

・７月末に契約総数が 4,000万件に、11月末には衛星契約数が 2,000万件に到達した。 

・会長の常設諮問機関として「ＮＨＫ受信料制度等検討委員会」を２月２日に設置した。「常 

時同時配信の負担のあり方について」「公平負担徹底のあり方について」「受信料体系のあり

方について」を諮問し、今年７月を目処に最初の答申をまとめる予定にしている。 

 

 [受信契約の状況（３月末）] 

 

[支払率・衛星契約割合（３月末）] 

※「平成 27年国勢調査」人口等基本集計などの公表に伴い、受信契約対象数の見直しを予定（28 年度決算にあわせて公表） 
重点方針５．創造と効率を追求する、最適な組織に改革 
・グループ経営改革については、ＮＨＫの指導監督機能の強化や内部統制水準の引き上げなど

ガバナンスの強化を進めるとともに、効率的で質の高いグループ経営を目指して関連団体の

業務の把握を進め、委託業務の見直しなどに一定の成果を得た。 

・不祥事が相次いだことから、タクシー券の適正使用の徹底などリスク管理の強化やコンプラ

イアンスの徹底に本部・各放送局で取り組んだ。 

・放送センター建替については、８月に「放送センター建替 基本計画」を発表するなど、2020

年秋の着工に向けた準備を着実に進めた。   

契約増加件数 
27 年度 28年度 

現在数 
年間増加目標 累計実績 達成率 年間増加目標 累計実績 達成率 

契約総数 51 52.3 102.5％ 50 51.4 102.9％ 4,030 

 衛星契約※ 60 78.0 130.0％ 63 69.3 109.9％ 2,018 

 ※ 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 △13.1 101.3％ △11 △11.1 100.5％ 99 

支払率（※） 衛星契約割合 

前年度末 ３月末 年度内増減 前年度末 ３月末 年度内増減 

77.0％ 78.3％ ＋1.3 49.0％ 50.1％ ＋1.1 

（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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満足度、支払率、 
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（参考）１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 1,762件（有効回答率 48.9%）。 

 

 
 

指標 
期待度 
(％) 

実現度 
(％) 

差 
 (29年
１月) 

差 
 (28年
７月） 

①公平・公正 77.6  77.4  0.2  (3.9)  

②正確・迅速な情報提供 83.2  74.5  8.7  (11.7)  

③多角的論点の提示 79.4  79.3  0.1  (4.9)  

④記録・伝承 77.4  71.5  5.8  (8.3)  

⑤文化の創造・発展  75.8  66.8  9.0  (11.7)  

⑥多様性をふまえた編成 69.6  56.5  13.1  (15.9)  

⑦新規性・創造性 64.6  46.1  18.5  (21.6)  

⑧世界への情報発信 75.9  59.0  16.9  (18.2)  

⑨地域社会への貢献 75.5  58.9  16.6  (18.2)  

⑩人にやさしい放送 74.7  55.3  19.4  (20.7)  

⑪インターネットの活用 52.1  44.8  7.3  (8.2)  

⑫放送技術の発展 67.0  57.7  9.3  (10.2)  

⑬受信料制度の理解促進  55.5  33.2  22.3  (21.9)  

⑭受信料の公平負担  57.4  30.9  26.4  (24.9)  

  
▽全国の 16 歳以上の男女個人 3,600人を対象に、１月 13 日～２月５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。 
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0.1
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13.1
（15.9）18.5

（21.6）

○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 

今回は、○該当なし。 

（ ）は前回調査における期待度と実現度の差 

・14の経営指標のうち①～⑦において、過去調査と比較して、ＮＨＫに対する期待度の大

きさを維持したまま実現度が改善した結果、期待度と実現度の差が統計的に改善した。 

⇒  ・今後とも視聴者のみなさまの期待に応え、公共放送としての役割を果たしてい

くことで、評価の維持および向上を目指していく。 

・国内放送における高位の質的評価を引き続き維持していくとともに、課題とな

っている若年層のリーチを伸ばすことなどにより、さらなる評価改善を目指し

ていく。〔重点方針１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」 28年度の達成状況 
 

  
 

■イギリスのＥＵ離脱やアメリカ大統領選挙、パナマ文書など、世界情勢の動向と日本に及
ぼす影響を海外メディアとの連携やビッグデータを駆使し、多角的に検証。また、継続的
な取材・調査によって、豊洲市場を巡る問題や、天皇陛下「生前退位」の意向の特報など、
視聴者の関心の高いテーマを迅速に伝えた。 

■大幅な改定を行った総合テレビ平日 19時台では「鶴瓶の家族に乾杯」、「うたコン」、「ガッ

テン！」、「ファミリーヒストリー」といった、新設・移転の番組の多くが、世帯視聴率で

昨年を上回り、より広い視聴者層の獲得に貢献した。 

引き続き、現役世代にさらにご覧いただけるように、編成対応や番組開発を行っていく。 

■熊本地震や台風１０号、福島県沖の地震など、頻発した災害では、それぞれの課題を検証し、
教訓を生かしていくことで、正確な防災・減災報道につなげた。また、被災された方々に、
すぐに役立つ情報をインターネットなどでも発信し、地域に貢献した。 

 
 
 

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 

・毎年拠点局・ブロックごとに実施している「非常災害対策総合訓練（ブロック訓練）」に

ついて見直しを行った。地域の放送にすぐに役立つ「実践的な訓練」に主眼を置き、テレ

ビ会議システムやＣＳ配信を活用。全国の情報共有を効率的に行う環境を作り、経費と時

間を大幅に削減した。また、風水害や大地震での地域放送局の情報発信、安全管理を重視

（東北ブロック訓練／12 月、九州・沖縄ブロック訓練／２月）したり、南海トラフ巨大

地震を想定（四国ブロック訓練／３月）するなど、会館機能停止、回線途絶といった厳し

い状況下で、各局が自立的に地域情報を発信する最初動の対応を検証した。 

・本部バックアップ機能の強化策として 10月から平日 14時の全国放送のニュースを大阪局

から放送（東京以外の局から毎日全国放送のニュースを出すのは初）。また南海トラフ巨

大地震など、関西での災害時の情報発信と放送機能の強化に向けて、関西在住の同時通訳

者の育成に着手。月１回、日曜夜の大阪局発ニュースでの２か国語放送を開始した。 

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 

・インターネット上に公開されている事故や災害に関する情報を自動的に感知し、ニュース

の現場に通知する「一報覚知システム」（マルチアラートシステム、通称「一報くん」）は、

11 月に地域拠点局での運用を開始し、交通機関のトラブルや火事などの効率的な一報把

握につなげている。３月現在、全国 22局で運用を開始している。 

・「Live－Ｕ」や「ワイヤレスアダプター」などのＩＰ中継伝送装置の配備を進め、全国の

送信機は 620式を超え、即時に中継を出す体制が強化された。 

・ＳｏＬＴ(ソーシャルリスニングチーム)は、ツイッターなどからの一報を把握するために、

ソフトが人間と同じような思考で情報を捉えるＡＩ（人工知能）技術を試行として導入。

より多くの情報を迅速に集められるようにした。 

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 

・復興支援ソング「花は咲く」の放送権料は今年度までに２億３千万円となり、復興支援へ

の義援金として活用される。また、３月にはＪＯＣ（日本オリンピック委員会）とも連携

し、オリンピック・パラリンピックのメダリスト、錦織圭、福原愛など 55 名が参加する

新しいバージョン「リオデジャネイロ メダリストバージョン」を完成させた。国内外の

一般の人が歌いつなぐ「100万人の花は咲く」には、これまで世界 60の国と地域から 15

万人以上が参加。被災地支援の動きを海外にも広げた。 

・３月には「ＮＨＫスペシャル」やニュース、長時間の特集番組などで東日本大震災関連の

番組を集中的に編成。震災の日に生まれた競走馬の成長を通して福島の地域の人々の復興

を描いた特集ドラマ「絆」は福島の人だけでなく全国の人にも多くご覧いただいた。また

Ｅテレでは「東北発☆未来塾」「福島をずっとみているＴＶ」「学ぼうＢＯＳＡＩ」「ＥＴ

Ｖ特集」「ハートネットＴＶ」などの定時番組で年間を通して震災関連番組を放送した。 

 

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 

・伊勢志摩サミット（5/26～27）では各国首脳の伊勢神宮訪問などを特設ニュースで伝え、

各ニュースでも現地の中継を交えて放送した。オバマ大統領の広島訪問(5/27)は、訪日前

の単独インタビューを交えて全行程を伝えるなど、視聴者の関心に応えた。８Ｋカメラに

よる映像取材も行い、歴史的な行事を記録した。 

・「群馬大学付属病院医療事故」（7/12・29）「北朝鮮５回目の核実験」（9/9）「安倍首相・真

珠湾で戦争犠牲者慰霊」の特報（12/5）など他の報道機関に先駆けて独自取材で報道。「天

皇陛下『生前退位』の意向」を伝えた特報（7/13）は新聞協会賞(編集部門)を受賞した。 

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  

・イギリスのＥＵ離脱の是非を問う国民投票など、特集番組を編成。アメリカ大統領選の開

票速報は、８時間にわたる生放送で伝えた。今期もＮＨＫスペシャル「トランプのアメリ

カ 世界はどうなる？」(1/1)、「ザ・リアル･ボイス～ダイナーからアメリカの本音が聞

こえる」など、今後の世界情勢の動向と日本に及ぼす影響を読み解く関連番組を編成した。 

・ＮＨＫスペシャル「見えない“貧困”～未来を奪われる子供たち～」(2/12)、「私は家族

を殺した“介護殺人”当事者たちの告白」（7/3）、「調査報告 相模原・障害者殺人事件」

(7/31)など日本社会の課題に迫る番組を放送した。 

・「ＥＴＶ特集」は、中国・香港の現状（10/29）、孤独死ゼロを実現してきたマンモス団地

の挑戦（11/5）、日本の移民問題（11/19）、ロシアのプーチン大統領訪日後の日露関係（2/4）

など、社会を取り巻くさまざまな課題や出来事について多彩な切り口で放送した。 

・「ハートネットＴＶ」では若者の自殺に向き合うキャンペーンを展開。特設サイト「自殺

と向き合う 生き心地のいい社会のために」と連動してシリーズ「生きるためのテレビ」

（5/18、19、9/8、3/29）を制作。自殺対策強化月間には（３月）、「生きる支援キャンペ

ーン」を展開し、ＪＲ東日本の車両に自殺防止を呼び掛ける動画とポスターを掲載した。 

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 

・参議院議員選挙（7/10）、東京都知事選挙（7/31）などの開票速報で、ＶＲ（バーチャル・

リアリティ技術）による候補者演説の再現やデータナビゲーターでの分析など、新たな演

出を取り入れた。ＮＨＫのＶＲポータルサイトでは、熊本地震の状況やパタゴニア極限レ

ースの現場、北アルプスのテント村のＶＲ動画などがよく見られた。 

・ＮＨＫが収集している 90 万種類の「ビッグデータ」から、取材や安全管理に役立つ情報

をリアルタイムで抽出・表示する「データナビゲーター／ＨＱ版」を開発した。 

・ビッグデータを可視化する「ＮＭＡＰＳ」は、熊本地震後の全ての地震の震度分布や主要

道路の寸断と物流の停滞などを映像化。「クローズアップ現代＋」（4/18）「ＮＨＫスペシ

ャル」（4/23）「サイエンスＺＥＲＯ」（5/1）等で放送した。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を分析、台風では気象・災害系のデータを分析、

可視化して、特設ニュースや「クローズアップ現代＋」に展開した。（8/29・9/1）。 

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 

・今年度は、「参院選開票速報」、「アメリカ大統領選挙」、「日ロ首脳会談」など 27件の放送

番組のインターネット同時提供を実施。また、リオ五輪・パラリンピックのメダリストパ

レードの模様や豊洲市場問題の都知事会見など、ライブストリーミングを実施した。 

・相模原市の障害者殺傷事件で、犠牲者 19人のエピソードを紹介する特設サイト「19のい

のち」は、独自の調査報道をＷＥＢでのマルチ展開につなげた。この取り組みは世界的な

先進例と評価され、ＥＢＵ（ヨーロッパ放送連合）やＡＢＵ（アジア太平洋放送連合）の

デジタル関係者専門会議の場でも、各国の放送局から大きな反響を得た。 

・６月にスタートした「ＮＨＫニュース・防災」アプリは 170万ダウンロードに達した（３

月時点）。台風、地震、アメリカ大統領選で、放送同時提供やライブ映像を積極展開した

ことなど好評で、アプリ業界から「トレンドアプリ大賞」など複数の賞を受賞した。 

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 

・被爆から 71 年を迎える広島のある家族の日々を描いたラジオドキュメンタリー「あの日

母は少女だった ～被爆の記憶をたどる母と息子の対話～」(8/6 ラジオ第１)は、文化庁

芸術祭大賞を受賞した。 

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特別番組「ルーブル 永遠の美」では、ルーブル美術

館に所蔵されている作品を、世界で初めて８Ｋカメラで撮影。各所で実施した試写会では、

ヨーロッパの美術関係者から高い評価を得て、８Ｋの存在感を高めた。 

・リオ五輪では開閉会式や競技の８Ｋ中継などを実施。また大相撲の８Ｋ中継を、幅広い輝

度を豊かに表現するＨＤＲ（ハイダイナミックレンジ）の技術を活用して放送した。 

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 

・大河ドラマ「真田丸」は、過去５年間の大河ドラマで年間の平均世帯視聴率が最高を記録

(関東地区ビデオリサーチ 16.6％)。最終回のＨＰアクセス数は 33万。上田市の「信州上

田真田丸大河ドラマ館」の入場者数は 100万人を超えるなど、幅広い層の視聴者に楽しん

でいただいた。 

・2020 年に向け、東京の魅力を世界に発信するプロジェクトとしてスタートしたＮＨＫス
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ペシャル「東京ミラクルシティー」は、東京に暮らす人たちが記録したスマートフォンの

映像を気鋭のクリエイターが映像作品に仕上げるという新たな制作手法を開拓した。 

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 

・10 月に「2020 東京オリンピック・パラリンピック実施本部」を発足させ、放送とイベン

トを連動させた、12時間の「東京 2020 12時間スペシャル」（10/10）を生放送した。 

・日曜 21 時台に新設した“五輪・パラリンピックゾーン”（ＢＳ１）では、「世界は Rio／

Tokyoをめざす」「超人たちのパラリンピック」「東京オリパラ団」などの番組を展開した。 

・「天皇杯サッカー（決勝）」（1/1）では、複数のカメラの映像を無編集でそのまま見られる

ウェブサービス「マルチアングル」を実施した。「全国女子駅伝」（1/15）「全国男子駅伝」

（1/22）では、インターネットで複数カメラによるライブストリーミングを実施。東京五

輪・パラリンピックに向け演出や技術面の開拓を行った。 

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 

・「東日本大震災アーカイブス」サイトは、782 人の証言動画、地震発生時や復興関連のニ

ュース映像など 880 本、さらに独自の防災コンテンツを公開している。28 年度の１日平

均訪問者は 861人と前年度の 841人を上回った。 

・「クローズアップ現代＋」では、番組を再構成したショート動画を制作し展開。また、生

活に役立つ動画などを集めたサイト「らいふ」や、様々なジャンルの番組をテレビ以外の

デバイス向けに最適化して発信する「１．５チャンネル」を立ち上げ、テレビではリーチ

が難しい 30～40代の視聴者層にＮＨＫのコンテンツを届ける手法を開拓した。 

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 

・熊本地震（４月）、津波警報が発令された福島県沖地震（11月）など、今年度は震度５弱

以上の地震が計７回発生。熊本で２回目の震度７の地震発生(4/16)では、初めて災害対策

本部を設置、全国の放送局と本部が連携し、全局一丸となった取り組みを行った。 

・全国の放送局が連携し、「所有者不明の土地」（釧路局・仙台局・盛岡局・京都局）、「高齢

ドライバーの認知症検査問題」（宮崎局、大分局、岡山局）「代行運転の闇」（釧路局、静

岡局）など、「ニュース７」「おはよう日本」などで全国に共通する課題を発信した。 

・台風 10 号（8/30）をはじめ、今年度は連続して台風が日本列島に接近・上陸。台風 10

号の被害は、仙台局・盛岡局・札幌局・報道局が連携して「クローズアップ現代＋」で伝

えた。 

・ラジオ第１放送では、夕方５時台に設けた「地域応援ゾーン」を中心に、全国 18 局が生

活情報番組を放送した。普段から親しんでもらい、防災・減災につながる放送を目指した。 

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 

・「クローズアップ現代＋」では、原発避難いじめの実態（3/8）、行方不明の娘を探す父の

ドキュメント（3/9）など放送。震災の記憶を風化させず、防災・減災を目指した取材、

制作を行った。また、「山口組分裂抗争の内幕」（名古屋局）、「米軍基地」（沖縄局）、「人

食いグマ」（秋田局・長野局・仙台局）、「都市陥没」（福岡局）など地域から発信。「宅配

サービス・過酷な実態」（松山局）では運送会社の内部文書を入手、他の報道機関に先駆

けて、独自取材で報道した。 
・ＮＨＫスペシャル「縮小ニッポンの衝撃」(9/25)は、広島局・札幌局・報道局が人口減少

に直面している日本各地をルポし、課題の検証を行った。ＢＳ１「どんとこい！人口減少」

（3/20）では東北の放送局が連携して、人口減少や過疎の問題を取り上げ、解決の糸口を

探った。 

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」は、熊本地震以来、休園している動物園を間近に見られる散歩道

（3/10）、岐阜の商売の神様・千代保稲荷の参道にある串カツ店（3/3）、大分県別府の創

業 138年の老舗温泉（2/10）を舞台に制作した。今年度も幅広い層から好評を得た。 

・今年度は「スタジオパークからこんにちは 第２部」で、地域放送局の特選番組を生放送

に組み込み、地域の魅力を全国に紹介した。ＢＳプレミアムの夜７時台を中心に「にっぽ

んプレミアムゾーン」として、「にっぽん百名山」「にっぽん縦断 こころ旅」「ニッポン

ぶらり鉄道旅」「中井精也のてつたび！」「新日本風土記」などを編成。 

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 

・今年度の地域ドラマは、松山局、青森局、宮崎局、広島局、津局、山口局、首都圏放送セ

ンター、大阪局から８本を放送した。 

・「民謡魂 ふるさとの唄」を長野県（1/22）愛知県（2/19）、「民謡をたずねて（Ｒ１／

ＦＭ）」を奈良県（1/14）茨城県（2/4）佐賀県（3/11）で公開収録し、地域の魅力を伝

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 

・ＳｏＬＴ(ソーシャルリスニングチーム)は、ツイッターなどから人間と同じ思考で情報を

キャッチするＡＩ（人工知能）技術を試行導入。情報を迅速に集められるようにした。新

潟県糸魚川市の大火災や福岡県の大規模陥没事故など事件事故や災害の報道につなげた。 

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「地域指標」は第２回（５月末）、第３回（10

月末～11 月）と調査を行い、結果を本部や地域放送局で共有した。９月には、地域指標

を活用した放送やサービスのあり方について、本部と地域放送局で意見交換を行った。 
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【ピックアップ】 

宮崎局制作 「宮崎のふたり」（10/19） 

 

幅広い視聴者層のニーズに沿った届け方を模索 

◇６月には「ニュース・防災アプリ」をリリース。「参院

選開票速報」、「アメリカ大統領選挙」、「日ロ首脳会談」

「日米首脳共同会見」など、視聴者の関心の高い放送

番組のインターネット同時提供を実施した。 

◇さまざまなジャンルの番組をテレビ以外のデバイス向

けに最適化して発信する「１．５チャンネル」を３月

に立ち上げ、テレビではリーチが難しい 30～40代の視

聴者層にＮＨＫのコンテンツを届ける手法を開拓し

た。 

 

 

 

 

震災の教訓を生かしたシステム開発と情報発信 

◇４月に発生した熊本地震の経験をもとに、迅速か

つ的確な安全管理や効率的な業務遂行の支援、業

務情報の提供・共有を行う「要員情報システム」

と「電子地図システム」の開発を進めた。 

◇熊本地震のライフライン放送で、初の“遠隔支

援”を実施。東京・放送センターなどから、現地

の情報を取材・送稿した。また、Ｌ字・デジタル・

ライフライン情報等を一つの流れにする「マルチ

発信」の考え方で、災害情報発信を進めた。 

・総合テレビ平日夜間については、好調の 19時台に続き、22時台の改善を図るとともに、

平日午後の新規視聴者層の獲得に努める。 
 
・東日本大震災から時間が経つ中で、震災関連の番組についても、課題対策だけでなく、

復興支援の視点を盛り込んだ番組も積極的に制作していく。29年度も東日本大震災から

丸７年を迎える３月を中心に、被災地の復興に貢献するような番組を効果的に編成する。 

今後に向けて 

広がる ドラマで地域貢献  

◇地域発ドラマを８本制作。それぞれ独自のホーム

ページを開設し、ドラマ制作を支える地域の取り

組みなどを紹介。地域の活性化に貢献した。 

 

【28 年度放送の地域発ドラマ】 

松山局「“くたばれ”坊ちゃん」（6/22） 

青森局「進め！青函連絡船」（9/21） 

宮崎局「宮崎のふたり」（10/19） 

広島局「舞え！KAGURA姫」（11/30）、 

津局「ラジカセ」（12/21）、 山口局「朗読屋」（1/18） 

首都圏放送センター「千住クレイジーボーイズ」

（2/15） 

大阪局「アオゾラカット」（3/15） 

 

熊本地震 本部からの“遠隔支援” 
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「５つの重点方針」 28年度の達成状況 
 

  

■ＮＨＫワールドＴＶでは、毎正時からのニュース番組を刷新して、アジアの情報発信を強
化したほか、インタビュー番組や観光情報番組、大相撲のダイジェスト番組など、多彩な
番組を新たにスタートした。ビデオ・オン・デマンド（ＶＯＤ）サービスで提供する番組
を 28 番組に倍増し、ＳＮＳでのニュースや動画の発信を強化するなど、インターネットサ
ービスを充実させた。 

■４Ｋ制作によるドキュメンタリー番組や８Ｋコンテンツの国際共同制作のほか、ベトナム
で教育コンテンツの現地語版を制作するなど、さまざまなジャンルで積極的に国際展開を
推進するとともに、報道や教育などＮＨＫの得意分野を生かして、ＡＢＵやＥＢＵなどの
国際会議を通じて世界に貢献した。 

 
 
 

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Ｔ

Ｖ」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 

・ＮＨＫワールドＴＶでは、４月、毎正時からのニュース番組を「NHK 

NEWSLINE」として刷新するとともに、アジアの総支局から現地リポーター

の中継参加を増やすなど海外総支局との連携を進め、番組を充実させた。

また、２年目を迎えた平日夜の大型ニュース番組「NEWSROOM TOKYO」は、

アメリカ大統領選挙や中国の全国人民代表大会で現地から中継を行うなど

番組の充実を図った。 

・28年度は、インタビュー番組「Direct Talk」や観光情報番組「J-Trip Plan」、

大相撲のダイジェスト番組「GRAND SUMO Highlights」など、多彩な番組を

新たにスタートし、編成を充実・強化した。 

・４月の熊本地震では、発生直後から「NHK NEWSLINE」で被災地の状況を伝

え続けたほか、５月のオバマ大統領広島訪問を特別番組で中継するなど、

日本発の国際放送として存在感を示した。 

・熊本地震から半年となる 10月には、九州各地の放送局と連携し、現地から

キャスターが震災からの復興や地域経済の動きなど多様な話題を伝えた。 

・神奈川・千葉・埼玉の魅力を紹介する旅番組を「One Step from Tokyo」と

して２月に特集編成したほか、Ｇ７サミットが開かれた伊勢志摩（５月）

や、熊本地震から半年となった九州（10月）など、地域特集を組んだ。 

・地域放送局制作の番組を英語化して放送する「Hometown Stories」では、

地域特集と連動して、埼玉県や千葉県を訪ねた紀行番組「小さな旅」など、

地域の魅力を発信した。 

・インドネシア（９～10月）とシンガポール（10～12月）で実施した大規模

プロモーションに続き、「日本ミャンマー祭り」（２月）やアメリカで開催

された世界最大級のマルチメディアイベント「ＳＸＳＷ」（３月）などの機

会を捉えて、重点的にプロモーション活動を行った。 

・国際放送局と報道局や地域放送局の連携を強化し、国内向けに取材したニ

ュース企画を英語化して積極的に発信したほか、英語によるニュース制作

の研修や人事交流を実施するなど、人材の育成を進めた。 

「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 

・ビデオ・オン・デマンド（ＶＯＤ）サービスで提供する定時番組の数は、

27 年度から倍増して 28 番組となった。大相撲やＳＮＳプロモーション等

の効果があり、ＶＯＤ再生回数は着実に増加している。 

・ＮＨＫワールドの料理番組と連動した和食のポータルサイト「JAPANESE 

FOOD」を６月に開設するなどインターネットサービスを充実させた。 

・ＮＨＫワールドのウェブサイトへのアクセスは、４月の熊本地震、５月の

伊勢志摩サミット、11月の福島県沖地震で急増した。ソーシャルメディア

（ＳＮＳ）でのニュース発信を強化し、日本発のニュースや災害情報など

に対して海外から注目が集まった際に、迅速・的確に情報発信できるよう

にした。 

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 
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・大阪の子どもたちによる路上生活者支援を取り上げたニュース企画を英語

化したショート動画をフェイスブックに投稿し、多くの反響を呼んだほか、

ＳＮＳを活用したプロモーション体制を強化し、アニメ番組「龍の歯医者」

などの動画広告を積極的に展開した。 

・17の外国語のウェブサイトすべてで、ニューステキストの配信を実現した

ほか、ラジオ日本「やさしい日本語」の一部を動画化した。 

受信環境の整備を効果的に実施 ・アメリカでは、１月からボルチモアとデンバーでＮＨＫワールドＴＶの 24

時間配信が始まり、視聴可能な地域が全米 11都市のおよそ 3,000万世帯に

拡大した。 

・７月から、新しい衛星回線ネットワークの運用開始により、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した。 

・28 年度は日本国内の大手ケーブルテレビ局でもＮＨＫワールドＴＶの 24

時間放送が始まり、国内の受信環境が大都市圏を中心に整備された。 

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 

・重点地域と位置付けている北米とアジアの主要都市などで、国際発信力強

化の手ごたえを測るため、国際戦略調査を継続して実施した。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。 

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、Ｎ

ＨＫと関連団体が連携して積極的に推進 

・ＮＨＫスペシャル「大アマゾン」（４月）、「ディープ・オーシャン」（８月）、

「戦艦武蔵の最期」（12 月）、などの大型国際共同制作を実現した。また、

「プラネットアースⅡ」（12 月～）は、前シリーズに続き英ＢＢＣとの共

同制作により、最新の技術を駆使して地球上の生命の多様な姿を描いた。 

・４Ｋ制作の大河ファンタジー「精霊の守り人Ⅱ 悲しき破壊神」は、香港・

韓国・台湾・タイ・フィリピンなどへの販売が決まった。 

・世界最大級のコンテンツ見本市ＭＩＰＣＯＭ（10 月・カンヌ）で上映した

仏ルーブル美術館との国際共同制作による「ルーブル 永遠の美」など、

８Ｋ・４Ｋの最先端映像が好評を得たほか、アニメ「龍の歯医者」制作発

表イベントを行うなど、ＮＨＫのコンテンツを効果的にＰＲした。 

・ミャンマーＭＮＴＶで大河ドラマ「八重の桜」を放送するとともに、日本

国際放送（ＪＩＢ）やＮＨＫエンタープライズがＭＮＴＶと連携して、２

月に大型イベント「ジャパン・ミャンマー・プエドー2017」をヤンゴンで

開催し、大河ドラマやＮＨＫワールドＴＶのプロモーションを行った。 

・ベトナムＶＴＶとＪＩＢ、ＮＨＫエデュケーショナルが協力し、幼児番組

「いないいないばあっ！」の放送やベトナム版の制作を行った。３月には

ハノイなどにおいて、日系大型商業店舗でＰＲイベントを行った。 

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 

・国際展開を目指す番組の公開提案会議を実施（11 月）、ドキュメンタリー

のほか、教育コンテンツやデジタル、フォーマットに枠を広げて良質な企

画が集まり、審査員として招いた海外のプロデューサーから高い評価を得

た。 

・プロデューサーやディレクターを海外の国際会議や映像祭に積極的に派遣

し、国際展開を担う人材の育成を進めた。 

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）に会長が参加し、若年層への

アプローチをテーマに世界の公共放送のトップと議論を交わした。 

・ＡＢＵ（アジア太平洋放送連合）総会（10月・バリ）では、副会長が会長

代行として会議の進行役を担い、報道担当理事が災害報道の講演を行った

ほか、年間を通じて、子どもドラマ共同制作、ドキュメンタリー制作の指

導など、さまざまな形で積極的にＡＢＵに貢献し、ＮＨＫのプレゼンスを

高めた。 

・ＥＢＵ（ヨーロッパ放送連合）主催の国際ニュース会議（10月・コペンハ

ーゲン）では、「クローズアップ現代＋」のショート動画をＳＮＳ発信して

いる取り組みを発表し、各国メディアから高い関心を集めた。ＥＢＵ加盟

社の勉強会では、ＳＮＳ動画の取材活用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 

・ＦＩＡＴ／ＩＦＴＡ（国際テレビアーカイブス連盟）などの国際会議に参

加し、ＮＨＫアーカイブスの先進的な取り組みを伝えたほか、韓国ＫＢＳ

を訪問し、互いのアーカイブスのノウハウや課題を交換した。 

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、ＮＨＫブランドの積極発信などを推進 

・海外企業でのインターンシップを行う海外派遣を新設したほか、米スタン

フォード大学やＭＩＴメディアラボへ職員を継続して派遣した。派遣者に

よる報告会を実施し、成果を局内で共有した。 
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【ピックアップ】 
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ＳＮＳを活用したプロモーションを強化 

◇ＮＨＫワールドの認知度向上のため、ソーシャルメディア

（ＳＮＳ）を活用したプロモーションを強化。国内でも反響

の大きかったニュース企画「子ども夜回り」のショート動画

を英語化して発信した。大阪で路上生活者を支援しようと夜

回りを行う子どもたちの話がＳＮＳ上で拡散し、「心温まる

話だ」などの感想が寄せられた。 

◇３月、ＮＨＫワールドＴＶ初の本格的なアニメ番組「龍の歯

医者」、英語化されたＮＨＫスペシャル「終わらない人 宮

崎駿」、稀勢の里の優勝で盛り上がった大相撲のダイジェス

ト番組「GRAND SUMO Highlights」などの動画広告を積極的

に展開し、サイトへのアクセス増につなげた。 

・ＮＨＫワールドＴＶは、2020年に向けて国内の各地域から世界に発信する番組を増やす

など、さらなる充実強化に取り組む。モバイル端末向けのアプリでのニュース発信やＳ

ＮＳを活用したプロモーション、ＶＯＤで配信する番組数の増加など、インターネット

発信もさらに強化する。 

・国際共同制作など国際展開する番組の内容やジャンルを充実させ、より多くのＮＨＫの

番組を海外に発信し、日本の魅力を世界に発信する。 

今後に向けて 

「いないいないばあっ！」ベトナム版放送開始 

◇１月、ベトナム国営の教育専門チャンネルＶＴＶ７で、

Ｅテレの幼児番組「いないいないばあっ！」の放送が

始まった。現地のスタジオで、ＮＨＫエデュケーショ

ナルの制作チームが指導してベトナム版を制作し、Ｎ

ＨＫの人気キャラクターの「ワンワン」と、ＶＴＶ７

が新しく開発した猫のキャラクター「ミャウミャウ」

が共演。３月には、日系の大型商業店舗で番組ＰＲイ

ベントを開催し、多くの親子連れでにぎわった。 

南関東の魅力を世界に発信 

◇2020 年の東京オリンピック・パラリンピックに向け

て、東京周辺の地域にも注目してもらおうと、２月、

「One Step from Tokyo」と題して、東京から一歩足

を延ばして気軽に行ける神奈川・埼玉・千葉の魅力

を集中的に発信した。 

◇「TOKYO EYE 2020」では、川崎市の工場夜景（神奈

川県）、さいたま市の鉄道博物館（埼玉県）、船橋市

の港町（千葉県）など、３週にわたって各地域の魅

力を紹介した。 

◇「J-Trip Plan」では、３日間で３県の穴場スポット

を電車の乗り継ぎで巡る「東京“お隣３県”グルっ

と旅」を放送し、「東京近郊のあまり知られていない

場所を発見できた」と好評を得た。 

 
 

 
 

「Osaka’s Child Night Patrol」 

 
ベトナム版「いないいないばあっ！」 

J-Trip Plan「東京“お隣３県”グルっと旅」 
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「５つの重点方針」 28年度の達成状況 
 

 
 
 

■28 年８月から４Ｋ・８Ｋ試験放送「ＮＨＫスーパーハイビジョン」を開始した。10月には、
実用放送に向けた業務認定申請を行い、29 年１月に、ＢＳ右旋で４Ｋ、ＢＳ左旋で８Ｋの
放送を行う基幹放送事業者として認定された。放送サービス高度化推進協会（Ａ－ＰＡＢ）
等と連携し、４Ｋ・８Ｋの魅力を伝えるとともに、受信方法に関する周知広報に取り組ん
でいる。 

■11 月から 12 月にかけての３週間、テレビ放送のインターネット同時配信（試験的提供Ｂ）
と、放送直後から１週間、番組を視聴できる（見逃し配信）実験を行った。総合テレビと
Ｅテレを配信して、字幕放送や、外国語・解説放送などの副音声のほか、複数の番組を同
時に放送するマルチ編成などの検証を行い、結果をホームページで公表した。 

 
 
 

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緊急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。熊本地震関連（4/14～15、4/16～18）、大分で震度５強

（4/29）、オバマ大統領広島訪問（5/27）、北海道で震度６弱関連(6/16)、英国民投票Ｅ

Ｕ離脱へ（6/24）、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・10 号関連（8/22・30）、北朝鮮核実験関連 (9/9)、台風 16 号関連（9/19～
20）、鳥取で震度６弱関連（10/21）、アメリカ大統領選（11/9）、福島など震度５弱 津

波警報（11/22）、日ロ首脳会談（12/16）、総理大臣真珠湾訪問 犠牲者を慰霊 (12/28)、

茨城県で震度６弱（12/28）、トランプ米大統領就任式関連（1/21）、日米防衛相共同会

見（2/4）、日米首脳共同会見（2/11）、宮城・福島で震度５弱（2/28）、石原元東京都知

事記者会見（3/3）、韓国 憲法裁判所 大統領弾劾妥当の決定（3/10）、日米外相共同会

見（3/16）、都議会百条委員会（3/20）、森友学園籠池理事長証人喚問（3/30）など実施。 

・熊本地震では、安否確認を希望する在外日本人からの強い要望に応えるため、テレビ放

送のインターネット同時配信の国内利用限定を一時的に解除した。またラジオ第１

（4/19開始、6/14終了）とＦＭ（4/22開始、5/31終了）の県域放送のインターネット

による同時配信を実施した。 

・最新ニュース、災害・気象情報、ライブ映像などを提供する「ＮＨＫニュース・防災」

アプリの運用を開始した（6/20）。 

・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。全地域拠点局からインターネット経由で地域情報の発信が実現した。 

・また、11月 18日から 18局による「地域放送局おすすめ番組」の聞き逃し配信を開始した。 

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 

・８月のリオ五輪では、スポーツイベントのテレビ放送同時配信を行う「試験的提供Ａ」

を実施し、開会式、閉会式および７競技（サッカー、競泳、体操、柔道、卓球、陸上、

レスリング）の生中継番組を、放送と同時に配信した。総配信時間は約 49 時間、のべ

68万人が訪問した。試験結果は 12月に「ＮＨＫオンライン」で公表した。 
・11月 28日から 12月 18日まで、１万人以内を対象に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」と、同時配信した内容を後から視聴できる「見逃し配信

利用動向等検証実験」を実施した。総合テレビに加えてＥテレでの配信や、字幕システ

ム、副音声（外国語、解説放送）、マルチ編成等を検証した。昨年に引き続き、視聴ニ

ーズの把握、配信システムの検証、権利処理の運用状況の確認を進めた。「見逃し配信」

実験は、放送直後から１週間の利用動向等を調査した。また、専用アプリやウェブサイ

トの利便性等の調査も行った。試験結果は３月に「ＮＨＫオンライン」で公表した。 

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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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 

・ＮＯＤでは、３月にＰＣサイトのトップ画面のリニューアルを実施した。見たい番組を

探しやすい構成に変更し、トップページでミニ特集を組んで過去の番組を利用者にＰＲ

できるようになるなど、番組の訴求効果の大幅向上が期待される。 

・Androidアプリ（10月）及び iOSアプリ（３月）のアップデートにより、セキュリティ強

化のほか、起動時の告知機能を追加した。これにより、アプリ利用者への番組のおすすめ

が可能となり、「ＮＨＫ紅白歌合戦」や「連続テレビ小説」の配信告知などで活用した。 

・番組内で場面の頭出しが可能になるチャプター付き配信を３月から一部で試行し、大相

撲やコンサート番組など一部の番組で試験的に運用を始めた。 

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月のリオ五輪では、試験放送で放送された８Ｋのハイライト番組８本をダウンコンバ

ートして４Ｋ配信を実施した（外部プラットフォーム経由）。４Ｋ配信を実施する事業

者も、年度当初の３社から６社に増えた。 

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フォーラムでは、テレビ向けに高画質な動画配信が可能なＭＰＥＧ－ＤＡＳＨ

技術（通信回線の混雑状況に応じて画質を変化させ、フリーズさせずに配信できる“動

画配信技術”）を用いた受信機開発を促進するために、テスト動画サイトの提供や技術

情報の公開を開始した。また、本技術を用いた動画配信サービスの普及促進を目的とし

て、サービスの統一名称（ハイブリッドキャストビデオ）やロゴマークを策定した。引

き続き、高画質の動画配信サービスに対応したテレビ受信機の普及促進のために、標準

化団体等を通じてテレビ受信機への実装を支援していく。 

・スマートテレビ防災機構において、１月から２月にかけて徳島県美波町と北海道西興部

村で実証実験を行った。機構設立以来２年間の成果をまとめた「スマートテレビ防災シ

ステムモデル」とこのシステムを実現するために必要な「ハイブリッドキャスト放送外

マネージド技術要件」を作成した。事業を通じて得た成果は、民放各社と連携しながら

業界標準化を目指す。 

放送やインターネットを通じてＮ

ＨＫ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月から 12月にかけて実施した「試験的提供Ｂ」では、既存の認証基盤を活用した利

用者認証と視聴許諾を行うなど、機能を確認した。 

②ＮＨＫ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 

・録画再生での視聴を示す「タイムシフト視聴率」や、リアルタイムと録画再生のいずれ

かでの視聴を示す「総合視聴率」を 10 月から利用。総合テレビの番組を対象に、トー

タルリーチの新しい見せ方（質の評価と視聴率、録画視聴率をチャート化）を導入する

など、視聴動向の把握を推進した。 

・試験的提供Ｂでは、ログ解析・アンケート・定性調査から放送と同時配信・見逃し配信

の関係を検証し、公表した。 

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日から４Ｋ・８Ｋ試験放送「ＮＨＫスーパーハイビジョン」を開始した。放送時

間帯は、11月 30日までは毎日 10時から 17時を基本とし、12月１日からは、Ａ－ＰＡ

Ｂが試験放送を開始したことから、Ａ－ＰＡＢが放送する１時間を除いた６時間を基本

として放送している。ＮＨＫは８Ｋを中心に紀行、自然、科学、芸術、ドラマなどの幅

広いジャンルの番組を放送、毎月の最終週の 16時から 17時には４Ｋをマルチ編成で放

送している。 

・４Ｋ・８Ｋ試験放送と連動する形で、リオ五輪をはじめ、大相撲や紅白歌合戦、センバ

ツ高校野球では、大画面によるパブリックビューイングを生中継で実施（リオ五輪は時

差の関係で一部録画再生）するとともに、全国のＮＨＫの放送局等でも受信公開を行い、

８Ｋスーパーハイビジョンの魅力と可能性をアピールした。とりわけリオ五輪では、パ

ブリックビューイングと試験放送の受信公開をあわせて、21万人あまりの方々に、８Ｋ

をご覧いただいた。 

・試験放送の８Ｋ番組をじっくりとご覧いただく「８Ｋスーパーハイビジョンシアター」のイ

ベントを８月以降、ＮＨＫふれあいホールで毎月実施し、８Ｋの周知・広報を図っている。 

・８Ｋの海外へのアピールとして、10月にフランス・カンヌで開催された番組見本市ＭＩ

ＰＣＯＭで８Ｋの展示を実施したほか、ルーブル美術館と国際共同制作した８Ｋ番組の

記者発表をパリで行った。２月には、ベルリンで開かれた音楽番組の見本市で８Ｋのデ

モンストレーションを行い、ベルリンフィルをはじめとする音楽関係者との連携に向け

た取り組みを行った。また、３月には、ドイツ・ハノーバーで開催された情報通信技術

見本市ＣｅＢＩＴに８Ｋシアターを出展するなど、ヨーロッパにおける８Ｋのアピール

に積極的に取り組んだ。 
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・４Ｋ・８Ｋ実用放送に向け、総務大臣に対しＢＳ右旋の４Ｋ放送と、ＢＳ左旋の８Ｋ放

送の業務認定申請を行った（10月）。１月の電波監理審議会で原案通り答申され、ＮＨ

Ｋは、ＢＳ右旋で４Ｋ、ＢＳ左旋で８Ｋの放送を行う基幹放送事業者として認定された

（放送開始予定は 30年 12月）。 

・実用放送で新たに放送が始まるＢＳ左旋の電波が、既存のＢＳ・110度ＣＳ放送の受信

に与える影響を調査した。 

・新ＣＡＳ協議会（27年 10月設立）では、４Ｋ・８Ｋ実用放送に対応した新ＣＡＳ方式

やテスト用チップ（ＩＣ）の開発、および鍵を発行する設備の開発を進めたほか、受信

機メーカーを会員とするＪＥＩＴＡ（電子情報技術産業協会）に対して、方式の概要、

新ＣＡＳチップの技術仕様および開発スケジュール、運用スキーム等の説明会を実施し

た（５月、９月、１月）。 

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 

・「８Ｋうたコン中継」では８Ｋと２Ｋの一体化制作に取り組み、２Ｋコンテンツ制作と

同様の映像表現に取り組んだ。 

・「ＳＨＶニュース」パイロット版を制作し、システム設計・機材検討から収録業務を実

施することにより、ニュース番組制作における４Ｋ制作のノウハウを積み上げた。 

・Ｂリーグ中継(代々木第二体育館)で初のスポーツ中継での４Ｋと２Ｋの一体化制作を実

施した（３月）。 

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 

・総務省「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」において、

８Ｋ内視鏡応用についてのコンテンツを上映。専門家より高い評価を得た。また、関係

者に対して、ＮＨＫグループの８Ｋ医療コンテンツの上映会、勉強会を行い、医療現場

への８Ｋ普及をＰＲ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自治医科大学、東京大学

の専門家と行い、これまで撮影できなかった暗い環境での体内映像を撮影することに成

功、新たな知見につながりうる技術であると専門家からも高い評価を受けた。 

・東京都美術館で開催された「生誕 300年記念 若冲展」で若冲関連の８Ｋコンテンツを上映

し、およそ 20万人の来館者および美術関係者に８Ｋを体感いただき、大きな反響を得た。 

・ルーブル美術館と国際共同制作を行った８Ｋコンテンツ「ルーブル 永遠の美」の完成

試写会をルーブル美術館内で美術館関係者、ジャーナリストを対象に行った。美術教育、

研究などに有効だとする大変高い評価を得た。 

・今後起こりうる自然災害の被害を軽減する「減災」や、万一甚大な被害が生じた時の復

興に役立てるプロジェクトの一環として、８Ｋカメラで現在の日本の様子を空撮で記録

してきた。４月の熊本地震では、今後の防災応用への検証を目的に、断層周辺や被害集

中地域など撮影を行った。 

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 

・２月から、ＮＨＫオンラインで関東７都県の気象手話ＣＧ動画を１日３回自動更新する

サービスを試行した。同時に実施したアンケートでは、９割以上が「概ね理解できる」

との回答が得られた。今後は気象手話の対象地域拡大や、スポーツ等の新分野の手話Ｃ

Ｇ生成に着手する。 

・五輪競技の音声ガイドのサンプルコンテンツを作成した。音声合成に深層学習を取り入

れ、音質の改善を確認した。今後は、サービスの実用化に向けて、コメント生成や音声

合成の高度化を図る。 

・やさしい日本語の読解支援情報付きニュースを提供するために必要な基本部分を試作し

た。今後はシステムの評価と、多言語に対応した制作支援システムの開発を進める。 

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 

・「時論公論」「Ｒの法則」「スタジオパークからこんにちは」「土曜スタジオパーク」「東

京 2020 12 時間スペシャル」で生字幕放送を実施した。「日本オープンゴルフ選手権」

「ＮＨＫ杯フィギュア」などのスポーツ中継で字幕を付与した。 

・リオ五輪・パラリンピック、高校野球など大型スポーツイベント対応のため、キーボー

ド方式の制作機能を追加整備して機能強化を図った。また、字幕表示位置（「右寄せ」「左

寄せ」）変更機能を追加するなど、運用性の向上を図った。 

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 

・４月の熊本地震では、「ＮＨＫワールドＴＶ」で臨時ニュースを放送し、インターネッ

ト上のライブストリーミングを通じて、国内の外国人にも情報発信した。11月の福島県

沖地震による津波警報の発令では「緊急多言語放送」を実施し、総合テレビ、ＢＳ１、

ＢＳプレミアムの副音声と、ラジオ第２放送で、英語、中国語、韓国・朝鮮語、ポルト

ガル語の４言語で避難の呼びかけなどを行った。 

・28年度は国内の大手ケーブルテレビ局において「ＮＨＫワールドＴＶ」の 24時間放送

が始まり、30の事業者で視聴可能となった。 
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・テレビ放送のインターネット同時配信は、「試験的提供」などで明らかになった課題に丁

寧に取り組むとともに、「2020東京」をめざしたサービスの実現に向けて検討を進める。 

・４Ｋ・８Ｋスーパーハイビジョンは、実用放送に向けた番組制作体制、設備の充実を図

るとともに、ＢＳ右旋の帯域再編の実施に向けた準備、受信方法の周知広報等、認定放

送事業者、業界団体と連携して進めていく。 

今後に向けて 

ＮＨＫふれあいホール ８Ｋスーパーハイビジョンシアター 

【ピックアップ】 

テレビ放送のインターネットを通じた同時配信、見逃し配信の検証実験 

放送だけでなく、インターネットも活用して、より多くの人々に多様な伝送路で公共性の高い情報や

番組などを届けていくために、実施基準に則り、サービスの改善・向上の検討に資する実験を行った。

28年度は、テレビ放送の同時配信（試験的提供Ａ・Ｂ）および見逃し配信の利用等を検証する実験を

実施した。 

 

＜試験的提供Ａ＞ 

内 容：リオデジャネイロオリンピックの開会式、閉会式および７競技（総合テレビ、教育テレビ） 

参加者：自由に参加可能（訪問者数は、約 67.7万人） 

期 間：８月５日から８月 22日までの 18 日間（総配信時間 49時間 27分） 

 

・訪問者数のピークは、約 4.3万人（卓球女子団体・準決勝『日本×ドイツ』８月 15日午前 11時頃） 

・アクセス集中による配信システムへの影響は無く、安定して配信できた。 

・アプリによる訪問者が７割を超え、モバイル端末からの利用ニーズが確認できた。 

・利用者の声、「満足である」「どちらかというと満足である」を合わせて９割を超えた。 

 

＜試験的提供Ｂ＞ および ＜見逃し配信＞ 

 内 容：総合テレビ（東京・神奈川・埼玉・千葉で放送）および教育テレビの番組 

参加者：受信契約者（その世帯構成員を含む）から募集した 9,518人 

期 間：11 月 28日から 12月 18日までの３週間、午前７時から午後 11時まで１日 16時間以内 

 

・同時配信または見逃し配信サービスを一度でも利用した割合は、11%だった。 

・利用者の１回あたりの平均視聴時間は、同時配信が 12.0分、見逃し配信が 12.1分だった。 

・権利者の承諾を得ることができなかった場合は、配信を行わなかった。 

・放送と比較して、およそ 75 秒の遅延が生じた。動画ファイルの生成・安定配信の確保等が要因で

あった。 

 

４Ｋ・８Ｋスーパーハイビジョン 

試験放送と連動する形で、リオ五輪をはじめ、大相撲やＮＨＫ紅白歌合戦、センバツ高校野球では、

大画面によるパブリックビューイングを生中継で実施（リオ五輪は一部録画再生）するとともに、全

国のＮＨＫの放送局などでも受信公開を行った。試験放送をじっくりとご覧いただく「８Ｋスーパー

ハイビジョンシアター」のイベントを８月以降、ＮＨＫふれあいホールで毎月実施している。 
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「５つの重点方針」 28年度の達成状況 
 

 
 

■受信料収入は、6,769 億円となり、前年度と比べて 144億円の増収となった。 

■契約総数増加は、年間目標 50 万件に対して 51.4 万件を確保、衛星契約増加は年間目標 63

万件に対して 69.3 万件の増加となった。また、７月末に契約総数が 4,000 万件に、11 月

末には衛星契約数が 2,000 万件に到達した。 

■支払率は 78.3％となり、順調に推移している。衛星契約割合は 50.1％となり、一年前倒し

で計画値の 50％に到達した。 

■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み、支払率向上に寄

与した。 

 

 [受信契約の状況（３月末）] 

 

 [支払率・衛星契約割合（３月末）] 

 [契約数の推移] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

契約増加件数 
27 年度 28年度 

現在数 
年間増加目標 累計実績 達成率 年間増加目標 累計実績 達成率 

契約総数 51 52.3 102.5％ 50 51.4 102.9％ 4,030 

 衛星契約※ 60 78.0 130.0％ 63 69.3 109.9％ 2,018 

 ※ 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 △13.1 101.3％ △11 △11.1 100.5％ 99 

支払率（※） 衛星契約割合 

前年度末 ３月末 年度内増減 前年度末 ３月末 年度内増減 

77.0％ 78.3％ ＋1.3 49.0％ 50.1％ ＋1.1 

 ※「平成 27年国勢調査」人口等基本集計などの公表に伴い、受信契約対象数の見直しを予定（28年度決算にあわせて公表） 

 

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 51.4 万件の増加、達成率 102.9％、衛星契約

は年間目標 63万件に対して 69.3万件の増加、達成率 109.9％となった。 

・未収削減は年間目標 11万件に対して 11.1万件の削減、達成率 100.5％となった。 

・支払率は３月末で 78.3％となり、27年度末と比べ 1.3ポイント向上した。 

・衛星契約割合は３月末で 50.1％となり、27年度末と比べ 1.1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、28 年度は 13,339

件の取次となった。また、他のガス事業者への導入に向けて対応を進めている。 

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 98地区（292万世帯）で新たに業務を開始。３月末

現在で 355地区（1,518万世帯）において業務を実施。 

・公開競争入札・公募型企画競争による法人委託は、28年度は 13地区（161万世帯）

で新たに業務を開始。３月末現在で 92地区（1,339万世帯）において業務を実施。 

[民事手続きの実施] 

・支払督促の申立てを第４四半期で 301件実施（年度累計 1,009件）し、通算で 9,042

件となった。 

・強制執行の申立てを第４四半期で 28件実施（年度累計 210件）し、通算で 1,022件

となった。 

・未契約訴訟の提起を第４四半期で 21 件（世帯 17 件、事業所４件）、年度累計 86 件

（世帯 80 件、事業所６件）実施し、通算で 264 件（世帯 242 件、事業所 22 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、年度累計で 33,231件（前年同期 34,172

件）、24年 10月からの累計は 126,459件となった。 

・「メッセージ消去連絡との同時契約」は、年度累計で 33,853件（前年同期 27,919件）、

24年 12月からの累計は 111,138件となった。 

[各種法人・団体等との連携強化] 

・郵便転居届と一体となった、いわゆるワンライティングは、28年度累計で 4.7万件

（前年度比 84.6％）となった。 

・ホテル・旅館の事業者６団体における 28年度末の受信料取りまとめ参加率は 84.0％

（前年度末 80.3％）となった。 

・「ＮＴＴ電話料金等との一括支払い」の 28 年度末の利用件数は、27 年度末より 2.7

万件増加し、22.8万件となった。 

・「Yahoo!公金支払い」での 28 年度の収納件数は、11,734 件（前年度 9,725 件）、収

納額は 5,811万円となった。 

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、大都市圏での対策に成果を上げている。 

・訪問要員のお客様対応の品質を向上させるため、教育用ＤＶＤを制作し全営業拠点

へ、補足説明用の冊子などのお客様対応時に使用するツールを全訪問要員約 8,000

人に配付した。 

・12 月３日に「ＮＨＫコミュニティー・スクール in 南千住」を実施。荒川区立汐入

小学校を会場として、番組公開収録やステージショーなどを行った。実施にあたっ

ては、周辺エリア 2.1 万世帯へのポスティングなどを行うことにより、地域密着の

理解促進活動を行うことができた。 

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 

・２月２日に会長の常設諮問機関として「ＮＨＫ受信料制度等検討委員会」を設置。

初会合が２月 27日に行われ、「常時同時配信の負担のあり方について」「公平負担徹

底のあり方について」「受信料体系のあり方について」の３点の事項を諮問した。検

討委員会は、今年の７月を目処に最初の答申をまとめる予定となっており、次期経

営計画の策定などに反映させていく。 

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ＮＨＫの取り組みをＰＲする１分スポット番組「ここに、公共放送」では、

さまざまな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。 

・受信料制度の意義をわかりやすくＰＲする連続ミニドラマ形式のスポット「受信寮

の人々」は今年度、第九話・第十話を制作して、シリーズが終了。２年間、若年層

に向けインターネット・ＳＮＳでの拡散を意識して制作し、受信料制度の認知度向

上に貢献した。 

達成状況 一覧 

19



 

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 

・年間で 1,795 本の公開番組・イベントを実施し、およそ 898 万人にご参加いただい

た。このうち 282 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：94,401人） 

＊満足度 85.6％（前年度 84.5％） ＊理解促進度 71.7％（前年度 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 

・デジタル関連サービスの問い合わせに専門的に電話で対応する要員をふれあいセン

ター（放送）に追加配置した。今後も、態勢強化に取り組んでいく。 

・前年度、ふれあいセンター（放送）に設置した英語班の業務も軌道に乗り、英語メ

ールへの対応も順調に行われた。 

 

 
【ピックアップ】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇７月末に受信契約数が 4,000 万件を、11 月末

には衛星契約数が 2,000万件に到達。 

◇受信契約数は、昭和 28年２月のテレビ料金の

開始から 63年を、衛星契約数は、平成元年の

衛星放送有料化から 28年をかけて積み上げて

きた活動の節目となった。 

・公平負担を徹底し、29 年度末支払率 80％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。 

・法人事業者の育成など継続的に業績確保が可能な訪問要員体制を構築するとともに、訪問

要員のお客様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、今後も多様な媒体や直接ふれあえるイベントなどを通じてＰＲ活動を継続

していく。 

・「ＮＨＫ受信料制度等検討委員会」などの場で、メディアや社会環境の変化を踏まえた受

信料制度のあり方等についての研究・検討を行っていく。 

今後に向けて 

「ＮＨＫ受信料制度等検討委員会」設置 

◇会長の常設諮問機関として「ＮＨＫ受信料制度等検

討委員会」を設置。初会合が２月 27 日に行われ、「常

時同時配信の負担のあり方について」「公平負担徹底

のあり方について」「受信料体系のあり方について」

の３点の事項を諮問した。 

◇検討委員会は、今年の７月を目処に最初の答申をま

とめる予定となっており、次期経営計画の策定など

に反映させていく。 

訪問要員のお客様対応の品質を向上させる取り組み 

◇訪問要員のお客様対応の品質を向上させるため、教育用ＤＶ

Ｄを制作し全営業拠点へ、補足説明用の冊子などのお客様対

応時に使用するツールを全訪問要員約 8,000 人に配付した。 

受信契約数 4,000万件、衛星契約数 2,000 万件に到達 
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「５つの重点方針」 28年度の達成状況 
 

 
 

■ 

■本部・放送局において業務の見直しと重点シフトを行う「全体最適」の完遂に向けた 

 29 年度の要員計画を決定し、経営計画を着実に達成するための体制整備を進めた。 

■グループ経営改革については、ＮＨＫの指導監督機能の強化や内部統制水準の引き上げなど

ガバナンスの強化を進めるとともに、効率的で質の高いグループ経営を目指して関連団体の

業務の把握を進め、業務の見直しなどに一定の成果を得た。 

■不祥事が相次いだことから、タクシー券の適正使用の徹底などリスク管理の強化やコンプラ

イアンスの徹底に本部・放送局で取り組んだ。 

■放送センター建替については、８月に建替基本計画を発表するなど、2020 年秋の着工に向

けた準備を着実に進めた。 
 
 
 

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 

・「全体最適」の完遂に向けて、2020 東京オリンピック・パラリンピッ

クに備える増員のほか、「取材・制作力の強化」「新サービス対応」な

どに約 200人の要員シフトを行う 29年度要員計画を策定した。 

・29年度予算編成では、収入の増加を確保するとともに、業務全般の見

直しを徹底して経費削減を強化した。生み出した原資を国内放送や国

際放送の充実、４Ｋ・８Ｋコンテンツ制作力の強化など事業計画の重

点事項に配分することとした。 

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 

・子会社の所管部局を定め、毎月マネジメント連絡会を開催し、経営情

報や課題の共有のほか、29年度の事業計画や経営目標などについても

協議した。 

・関連団体業務の「見える化」について、対象団体を 17 に広げた上、

ＮＨＫ取引だけでなく、自主業務についてもデータ分析を行った。業

務や契約の見直しに結びつけるなど一定の成果を上げた。 

・新たな経営目標制度において、各団体の事業計画を踏まえた“役割達

成”や、見える化・ガバナンスの取り組みなどを評価する仕組みのも

と、所管部局とも進捗状況を共有しながら、グループ経営改革を推進

する制度として運用した。 

・関連団体による地域支援について、報道・制作・イベント・管理の各

分野で検討プロジェクトをつくり、関連団体のサポートのあり方に関

し、実態把握や意見交換を開始した。 

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 

・関係部局で構成するシステムの保守運用管理委員会において、業務リ

スク低減や、業務効率化につなげるための改善項目を取りまとめ、改

善を進めた。 

・グループ各社が財務データの分析ができる管理会計の共通ルールの策

定と業務フローの改善を目指し、プロジェクトを発足させた。試験的

なシステムの開発を行い、検討を進めている。 

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 

・経団連指針の見直しに伴う新たな選考スケジュールのもとで、29年度

採用を実施した。丁寧な周知活動と段階的に選考機会を設けたことに

より、多様な人材を確保することができた。 

コンテンツ制作力の強化に向けて、国際発信やイン ・28年度は初めて「ＮＨＫグループ合同入局・入社式」を実施した。ま

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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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 

た、関連団体経営層への管理職出向に伴い研修内容を見直すなど、グ

ループ経営の強化を推進した。 

・戦略的にマネジメント力の強化を図る「海外企業インターンシップ派

遣」を新設したほか、指導・管理職層を対象に「部外研修派遣」を新

設し、マネジメント人材の積極的な育成を推進した。 

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 

・在宅勤務制度や事業所内保育施設の安定運用を図ったほか、男女問わ

ずワーク・ライフ・バランスをふまえた働き方ができる環境の整備を

進めた。女性活躍推進法の趣旨に則った多角的な取り組みにより、28

年度の女性管理職の割合は７％台となった。 

・働き方改革やダイバーシティ推進に資する業務改革を「新ワークモデ

ル」として提案を募り、これらの取り組みを協会内で共有を図った。 

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 

・「追跡“出家詐欺”」問題を受けた匿名チェックシートや取材・制作の

確認シートなどの再発防止策を着実に実行している。若年層から管理

職層まで各層の研修において取材３職種が合同で議論する研修を継

続し、最新の事例を用いてケーススタディを行い報道倫理についての

意識を高めた。 

・全国で行った再発防止の勉強会では、放送倫理に関する最近の事例も

取り扱い、新たな課題への対応も確認した。今後も定期的に再発防止

策の効果を検証し、必要に応じて見直しを図る。また、放送倫理の課

題は、外部プロダクションも含めて共有ができるよう、勉強会などを

通じてさらに周知・徹底を図る。 

・タクシー券の不正使用事案では、チェック体制の強化などの再発防止

策に取り組んでいる。また、受信料の返戻処理が悪用された事案では、

再発防止のため、返金手続きのルールを変更するとともに審査を強化

することにした。 

・不祥事が相次いだことから、ルールやチェック体制のあり方や倫理教

育を抜本的に見直したり、不祥事を起こさせない業務の仕組みを根本

に立ち返って考えるなど、総合的な対応策の検討に着手した。 

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 

・28年２月に全職員に配付した「ＮＨＫ放送ガイドライン追補版」を研

修などを通じて活用し、順守に取り組んでいる。 

・情報システムセキュリティ対策基準を６月に改定・施行し、以降関連

する 11のガイドラインを改定・施行した。 

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 

・地域指標の調査を５月と 10 月に実施し、結果を全国の放送局と共有

するとともに、９月に本部・各放送局の担当者を対象として勉強会を

開催するなど、地域放送局のマネジメントへの活用を促した。 

・インターネットなどを含めたさまざまな形でのＮＨＫコンテンツへの

接触を把握するトータルリーチ調査、および海外の重点地域における

国際発信強化の手応えを測る国際戦略調査を四半期ごとに実施し、結

果の分析や業務改善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 ・四半期ごとに指標の評価や進捗状況を明確にした形で業務を検証し、

経営委員会に報告した。第４四半期は、経営計画の最終年度に向けて、

28年度の総括を行った。 

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 

・「環境経営だより」を発行し、28 年度のコピー用紙削減、オフィス電

力使用量削減の目標達成に向けての注意喚起、今後の取り組みの勧奨

を行った。 

・東京・渋谷の放送センターの照明器具を一部ＬＥＤ化するとともに、

トイレ照明の一部に人感センサーを導入するなど省エネを推進した。 

・39 の地域放送局の照明をＬＥＤに交換し、地域のオフィス電力を約

５％削減（25年度比）できる見込みである。 

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「シリーズ 巨龍中国」（2/5）では、急速な発展の

一方で、ＰＭ2.5 など大気汚染に苦しむ中国の現状を紹介、環境大国
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への転換を模索する姿を描いた。ＢＢＣとの共同制作によるＮＨＫス

ペシャル「プラネットアースⅡ」（1/29、2/19）では、最新の技術を

駆使して地球上の生命の多様な姿を伝えた。 

・28年度は、自治体との連携などにより環境に関するイベントを北海道、

広島、沖縄など全国で 12回実施し、42,140人が来場した。 

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 

・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８月

に発表した。業者募集の準備段階から業者決定までの過程において、

より高い透明性と公平性を確保するために、外部の専門家で構成する

技術審査委員会を 12 月に設置するなど、入札公告に向けて、募集要

綱の作成を進めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

・経営計画の最終年度となる 29年度に向けて、本部・各放送局で 28年度の目標や計画の

進捗を検証し、５つの重点方針の実現を着実に達成する。 

・グループ経営改革については、より効率的で質の高いグループ経営を目指して、ＮＨＫ

取引の見直し、および、重複感のある自主業務の見直し等に引き続き取り組んでいく。 

・不祥事の再発防止に向けて、効率的で実効性のあるルールの策定、リスクコントロール、

コンプライアンス推進施策の構築を図る。 

・放送センター建替については、募集要綱の作成など、業者募集に向けた準備を加速させ

る。 

今後に向けて 

【ピックアップ】 

グループ経営改革の取り組み 

◇ＮＨＫアイテックにおける不祥事を踏まえ、ＮＨＫ本体が指導・監督機能を発揮し、グループ

各社が緊張感を持って経営を行う体制を構築するため、28年１月に、「ＮＨＫグループ経営改

革の方針」を取りまとめ、できることから速やかに着手してきた。引き続き、着実に取り組み

を進めていく。 

 

（この１年の主な取り組み） 

▼アイテックの多額不正事案を受けて、28年１月に緊急に実施した出金管理点検について、28 

年度も継続して実施した。 

▼関連団体の評価について、ＮＨＫが求める役割達成やコンプライアンスの取り組みを重視す 

る形へ変更した。 

▼全ての子会社で、懲戒に関する就業規則と公表基準について、ＮＨＫと同水準となるよう見 

直した。 

▼アイテックを含めた子会社７社で、常勤監査役に所要の知見を有する外部人材(公認会計士) 

を起用した。 

▼各子会社を管理する所管部局を明確化し、部局長が責任を持って子会社を管理する体制を構 

築した。 

▼ＮＨＫからの委託業務については、委託取引のある子会社（13社）と、財団法人（４団体） 

を対象に取引データを収集し、詳細な分析を行っており、一層の効率化を図ることとしてい 

るほか、自主事業についても取引データを収集し、特に団体間で重複している一部の自主事 

業について、再整理に向けての準備を進めている。 

▼子会社の利益剰余金については、28 年度決算についても引き続き大型配当を求めていく。 
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4  

5  

6  

7  

8  

1.丁寧に取材・

制作されている 
2.正確な情報を

迅速に伝えてい

る 

3.新しい切り口 

や演出に 

挑戦している 

4.社会的な課題 

について 

考えさせられる 

5.次世代の育成

につながる 

6.生活に役立つ

情報やヒントが

得られる 

7.人生を豊かに

する情報やヒン

トが得られる 

8.くつろげる・ 

リラックスでき

る 

9.わくわく・ 

ドキドキする 

10.感動でき

る・心に残る 

質的指標：10 指標評価（ウェブ調査結果）  

29 年 3 月 

28 年 12 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見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３四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。） 

母数は各波に月に１回でもリアルタイムか、録画再生で接触

した人（インターネットは、インターネットサービス利用者）。

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 29年３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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4  

5  

6  

7  

8  

1.丁寧に取材・制作

されている 

2.正確な情報を迅速

に伝えている 

3.独自性の 

ある情報を 

提供している 

4.社会的な 

課題について 

考えさせられる 

5.次世代の育成につ

ながる 

6.心を動かし、気持

ちを豊かにしてくれ

る 

7.情報を見やすい・

読みやすい 

8.自分の興味・関心

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 

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 18秒（9分 33 秒） 

国内放送・インターネット 

（ ）は前期の結果 

（参考）指標による評価  
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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（％） 
16.2% 
（15.9%） 

訪問者数 
11,066,738 
（12,850,887）  

 

 

参考）その他サービス 

 

同時配信サービスの訪問者数計（※） 
103,359 

（1,049,101） 

ライブストリーミングの訪問者数計（※） 
94,834 

(1,224,570） 

※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 

これまでのリアルタイムに加え、録画によるタイムシフトも視聴率分析に加味されるようになった。これを

受けて、「放送全体にとって大きなトレンドになるのではないか。あえて録画して見ようというインセンテ

ィブが働かないとタイムシフト視聴に繋がらない。番組内容や予告の仕方が一層問われることになる」とい

う意見が出された。また、世界の日本に対する関心が高まるなか、「インターネットを使った取り組みに注

目している。NHK WORLD ONLINEが世界に向けて積極的に情報を発信してほしい」という意見が出された。 

放送技術審議会

の意見 

第 156回 放送技術審議会が、２月 27日に放送センターで開催された。テーマは「第 46回ＮＨＫ番組技術

展」。全国の技術者が創意工夫を凝らして開発した機器やＳＨＶ、新サービス等を含めた番組制作や緊急報

道への取り組みを紹介した。委員からは、４Ｋ・８Ｋの実用化放送に向けて特に取り組むべき課題やコンテ

ンツの付加価値をどのように高めるのか等の質問があった。また、番組技術者の開発にかける熱意や情熱、

スキル等を次世代へ着実に継承して欲しい等の意見があった。 

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 65.0 64.4 

録画再生のみ 3.0 3.0 

 リアルタイム 33.0 35.4 

録画再生のみ 2.9 3.1 

 リアルタイム 14.8 14.8 

録画再生のみ 0.4 0.7 

 リアルタイム 19.1 19.0 

録画再生のみ 3.0 3.2 

時間
区分 

 
 

 
 

6～24 
6.6 

（6.3） 

1.1 

（1.0） 

0.4 

（0.5） 

0.7 

（0.8） 

6～10 
8.6 

（8.9） 

1.6 

（1.5） 

0.4 

（0.4） 

1.0 

（1.1） 

19～22 
10.9 

（10.5） 

0.9 

（0.8） 

0.5 

（0.6） 

1.0 

（1.0） 

19～23 
9.3 

（9.1） 

0.8 

（0.8） 

0.5 

（0.6） 

0.9 

（1.0） 

 
接触者率（％） 訪問者数 

らじる★らじる 8.8%（8.8%） 
848,587 
(875,590)  

NHK WORLD ONLINE 
 

343,100 

(431,182） 

 

 
接触者率（％） 

登録会員数 
（※） 

NHK オンデマンド 6.4%（6.4%） 約 201 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 月３日から調査設計を一部変更）／10 指標評価、インタ

ーネットサービスの接触者率：平成 29 年３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 29 年 1 月 2 日(月)～3 月 19 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 

（ ）は前期の結果 

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 ワシン 
トン DC 

ニュー 
ヨーク市 

タイ インド 
ネシア 

シンガ 
ポール 

イギリス フランス 

日本に 
ついての 
理解度 

日本全般 
リーチ者 86.3(81.0) 85.4(79.6) 91.8(87.3) 88.7(88.2) - (87.8) - (78.9) - (84.6) 

非リーチ者 51.1(52.4) 51.7(48.2) 66.1(64.2) 67.9(67.9) - (65.9) - (37.7) - (28.9) 

国民性 
リーチ者 83.6(83.3) 85.4(79.6) 96.1(92.9) 91.1(90.5) - (82.1) - (78.9) - (88.5) 

非リーチ者 51.3(49.6) 52.0(47.3) 72.7(74.2) 71.9(72.6) - (55.9) - (38.3) - (35.1) 

政治面 
リーチ者 69.9(73.8) 85.4(71.4) 87.3(88.1) 75.7(78.1) - (62.6) - (59.6) - (73.1) 

非リーチ者 36.1(37.8) 36.1(33.5) 62.4(61.0) 52.1(51.4) - (32.2) - (19.8) - (26.0) 

経済面 
リーチ者 82.2(85.7) 87.5(87.8) 93.3(90.9) 90.5(90.1) - (74.8) - (77.2) - (88.5) 

非リーチ者 43.5(44.2) 44.7(42.1) 73.1(71.4) 72.9(72.6) - (47.0) - (28.7) - (33.8) 

文化面 
リーチ者 82.2(82.1) 89.6(81.6) 95.2(94.4) 92.0(91.3) - (86.6) - (86.0) - (84.6) 

非リーチ者 57.3(56.7) 56.1(53.6) 76.6(76.9) 76.8(75.1) - (66.0) - (41.4) - (41.2) 

量的評価 
認知率 19.5(20.7) 13.1(14.7) 39.1(32.2) 50.5(49.3) - (42.2) - (10.0) - (5.2) 

四半期リーチ率 7.0(8.1) 4.7(4.8) 17.6(13.3) 27.2(25.6) - (14.2) - (3.1) - (1.4) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

国際番組審議会

の意見 

トランプ大統領就任、キム・ジョンナム氏殺害事件など大きなニュースが相次ぐ中、ＮＨＫの強みである

アジアの視点と高い取材力で、ワールドＴＶの存在感を高めたと評価する声があった。また「ＥＴＶ特集」

との連携を進め、アフガニスタンで生活基盤の整備を進める日本人医師や、福島原発に最も近い病院で地

域医療を守り続けた老医師などのドキュメンタリーを放送し、多数の反響があったことに対し、日本が誇

るこうした人物の発信等も続けてほしいとの意見があった。 

「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（実線は有意水準 1%、点線は 5%での統計的な変化を表している） 

○は過去調査と比較して統計的に低くなったもの（実線は有意水準 1%、点線は 5%での統計的な変化を表している） 

今回は、○該当なし。 

出所）2017年 1～2月実施（2017年 1月 23日～2017年 2月 23日）のインターネット調査結果。 

（ ）は、前期の結果。 

 

調査範囲（サンプル数）：ワシントン DC：1,041 ニューヨーク市：1,023 タイ：1,871 インドネシア：1,896 

※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増加した。 
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