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平成 29（2017）年度 
第２四半期業務報告 

平成 29年 10月 24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 
・九州北部豪雨や台風５号、18 号に関する報道では、さまざまな状況に置かれた視聴者のみ

なさまが必要な情報を得られるように、テレビのＬ字表示に加え、データ放送や「ＮＨＫニ

ュース・防災」アプリなど、多様なメディアを活用して情報発信を行った。また、災害関連

の膨大なデータ等を可視化するシステムの新機能を活用し、地域ごとに、大雨や土砂崩れに

警戒が必要な細かな地名や河川名を文字化して伝えるなど、防災・減災報道を丁寧に行った。 

・８月 29日と９月 15日の北朝鮮ミサイル発射の際には、Ｊアラートを全画面で速報するとと

もに、テレビやラジオで臨時ニュースを迅速に開始し、政府の会見や専門家などによる解説、

関係各国の反応など、刻々と入ってくる最新情報を多角的に報道した。 

・「ＮＨＫスペシャル」では、“戦争と平和を考える”番組を数多く制作した。「７３１部隊の

真実～エリート医学者と人体実験～」（8/13）、「スクープドキュメント 沖縄と核」（9/10）

など、国内外の資料や体験者、遺族などを深く取材し、戦後72年を経て初めて明らかになる

事実を発掘して高い評価を得たほか、戦争を知らない世代からも多くの反響があった。 

・18歳以下の自殺者数が多い９月１日の前日に、「＃８月 31日の夜に。」と題したキャンペー

ンを展開。放送とライブストリーミングを合わせて４時間コンテンツを発信した。悩む若者

の思いを受け止めるため、ツイッターによる“文字での対話”を活用し、ネット配信の個別

視聴のニーズに応えた。 

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、月ごとに地域特集を組み、地域放送局制作の番組発信も積極的に

行った。７月は奈良県と山形県、８月は「山の日」にちなみ長野県、９月は北海道の十勝と

富良野地域を特集。地域の魅力を世界に向けて発信した。 

・９月にルーマニアで開催されたＰＢＩ（国際公共放送会議）に上田会長が参加し、「21世紀

の公共放送の価値」について基調講演を行ったほか、報道局などがＮＨＫのデータジャーナ

リズムを基盤にした番組展開、災害報道の最前線について報告を行った。地元メディアに積

極的に取り上げてもらうなど、日本の公共放送として存在感を高めた。 

 

 

今期は、全国ネットワークを生かして「命と暮らしを守る」報道に注力する機会が多かった。 

九州北部豪雨や台風関連の報道の際には、テレビ・ラジオ・データ放送・インターネットな

ど多様なメディアを活用して、地域ごとの細やかな防災・減災情報や、詳しい解説を発信した。 

ＮＨＫワールドＴＶは、９月の北朝鮮の核実験や弾道ミサイル発射によるＪアラート（全国

瞬時警報システム）の情報を受けて、ニュースの放送枠を大幅に拡大し、最新の情報や記者解

説、専門家のインタビューなどを交えた緊急報道を世界に向けて発信した。 

インターネットの活用については、健康・医療情報のポータルサイトの開設や、ラジオ放送の

インターネット配信サービス「らじる★らじる」でのラジオドラマの聴き逃しサービスの開始な

ど、視聴者のみなさまがより活用しやすいようにコンテンツの提供を行った。 

来年 12月のスーパーハイビジョン実用放送開始に向けてコンテンツの充実に努めるとともに、

放送外でも視聴者のみなさまに８Ｋの臨場感あふれる魅力を体験してもらい、普及に努めた。 

受信料収入は、前年同期と比べて 62億円増収の 3,449億円となった。会長の常設諮問機関

「ＮＨＫ受信料制度等検討委員会」では、受信料の公平負担徹底のあり方など３点の諮問事項

について検討を進め、意見募集を経て、９月までに答申を取りまとめた。 

経営面では、多様な働き方の推進や業務フローの見直しなど「働き方改革」を実効的に推進す 

るために、全国の職場で意識の醸成に努めるとともに、制度の改正に向けて取り組んだ。 

現経営計画の目標達成に向け、最終年度の各部門の取り組みを加速させるとともに、ＮＨＫ

が追求する「公共的価値」の実現に向けた課題を洗い出し、次期経営計画へとつなげていく。 

今 期 の 総 括 

１ 今期の概況 

3



重点方針３．新たな可能性を開く放送・サービスを創造 
・９月に、健康・医療情報のポータルサイト「ＮＨＫ健康 ch（チャンネル）」を開始。「きょ

うの健康」「チョイス＠病気になったとき」などの放送内容をウェブ用に再構成した 1,000

以上の記事に加え、９月 30日に放送を開始したＮＨＫスペシャル「シリーズ人体 神秘の巨

大ネットワーク」の情報や映像も掲載し、視聴者のみなさまが活用しやすいように内容充実

を図っている。 

・ラジオ放送のインターネット配信サービス「らじる★らじる」で、新たにラジオドラマの聴 

き逃しサービスを開始した。「新日曜名作座」「青春アドベンチャー」「ＦＭシアター」の３ 

番組が追加され、これまでのサービスと合わせて聴き逃し番組数は 80番組を超えた。 

・広島の平和記念資料館では８月に、８Ｋで撮影した 4200 点あまりの「原爆の絵」を、当時

の時間や場所などの情報とともに検索できる「インタラクティブ８Ｋビューアー」で特別展

示し、約８万人が観覧した。来年の４Ｋ・８Ｋ実用放送に向け、放送外でも普及に努めた。 

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 33.7 万件の増加で進捗率 67.3％、衛星契約は年間目

標 60 万件に対して 35.2 万件の増加で進捗率 58.7％となった。支払率は、79.4％となり、

28年度末と比べ 0.7ポイント向上した。衛星契約割合は 50.5％となり、28年度末と比べ 0.4

ポイント向上した。 

・９月にウェブサイト「どーも、マンガです。」を開設。人気のマンガ作家がテレビやＮＨＫ

について描くマンガを定期的に掲載し、ＮＨＫや受信料制度について理解促進に努めていく。 

・会長の常設諮問機関「ＮＨＫ受信料制度等検討委員会」で、「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」の諮問事項を

めぐって検討が進められ、意見募集を経て、９月までに答申が取りまとめられた。 

 [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 
・ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた多様な働き方の推進や、より効率的な働き方を追

求するための業務フローの見直しなど、「働き方チャレンジ」を推進。勉強会などでの情報

共有や全国の職場からの「新ワークモデル」の提案募集などを通じて意識の醸成に努めると

ともに、より実効的な制度への改正などの取り組みを進めた。 

・ペーパーレス会議などを一層推進するなど、スマートオフィス化を推進。また、食堂残飯の

堆肥化と弁当殻の分別による処理など「一般廃棄物の再利用率 80％以上」の目標達成に向

けた取り組みを進めるなど、さまざまな視点から「環境にやさしい経営」を実践した。 

 

【受信料収入】 

・９月末の受信料収入は、3,449億円（予算に対する進捗率 50.0％）となり、前年度同期に対

して 62億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 

29 年度 6,892 1,735 3,449 50.0％ 

28 年度 6,758 1,696 3,387 50.1％   

契約増加件数 
28年度 第２四半期 29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 50 35.3 70.7％ 50 33.7 67.3％ 4,063 

 衛星契約※ 63 40.7 64.5％ 60 35.2 58.7％ 2,044 

 ※ 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 △11 △4.5 40.5％ △11 △0.1 1.3％ 99 

（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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（参考）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 1,875件（有効回答率 52.1%）。 

 

 
 

指標 
期待度 
(％) 

実現度 
(％) 

差 
 (29年
７月) 

差 
 (29年
１月） 

①公平・公正 79.5  77.4  2.1  (0.2)  

②正確・迅速な情報提供 83.9  75.8  8.1  (8.7)  

③多角的論点の提示 80.4  79.4  1.0  (0.1)  

④記録・伝承 78.7  72.5  6.2  (5.8)  

⑤文化の創造・発展  77.3  66.3  11.0  (9.0)  

⑥多様性をふまえた編成 71.9  56.7  15.3  (13.1)  

⑦新規性・創造性 67.1  43.6  23.5  (18.5)  

⑧世界への情報発信 77.4  57.8  19.6  (16.9)  

⑨地域社会への貢献 77.3  59.0  18.2  (16.6)  

⑩人にやさしい放送 77.0  56.2  20.7  (19.4)  

⑪インターネットの活用 55.2  45.0  10.2  (7.3)  

⑫放送技術の発展 68.5  59.0  9.4  (9.3)  

⑬受信料制度の理解促進  58.0  33.9  24.2  (22.3)  

⑭受信料の公平負担  60.1  31.4  28.7  (26.4)  

▽全国の 16 歳以上の男女個人 3,600人を対象に、７月１日～７月 23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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10.2
（7.3）

○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 

・14の経営指標のうち⑪「インターネットの活用」において、過去調査と比較して、期待

度の上昇が実現度の上昇を上回り、結果として、期待度と実現度の差が大きくなった。 

⇒ 放送を幹としつつ、インターネットサービスの改善を図り、視聴者のみなさまの期待

に応えていくことで、評価改善を目指していく。〔重点方針３の項を参照〕 

・今後もさまざまな放送・サービスなどの施策への積極的な取り組みを通じ、国内放送に

おける高位の質的評価を維持していくことなどに努め、14の経営指標のさらなる評価改

善を目指していく。 

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 
 

  
 

■九州北部豪雨、台風５号、台風18号に関する報道では、テレビのＬ字表示に加え、データ放

送や「ＮＨＫニュース・防災」アプリなど、多様なメディアによる情報発信を本部と地域放

送局が連携して行い、迅速できめ細かい災害時対応を行った。 

■８月 29 日と９月 15日の北朝鮮によるミサイル発射に関しては、政府発表のＪアラート（全
国瞬時警報システム）発表後、テレビ全波とラジオで臨時ニュースを行ったほか、政府の
発表や、ミサイルが上空を通過した北海道からの中継、専門家の見解、関係各国の反応を
中継で伝えるなど、多角的に報道した。 

■夏の特集として放送した定時番組のスペシャルは、「鶴瓶の家族に乾杯」「サラメシ」「ファ
ミリーヒストリー」が総合視聴率（世帯）で 10％を超えるなど、幅広い視聴者に見られた。
戦争関連番組は、取材力と制作力を尽くした内容で、公共放送の意義を示した。 

    ※総合視聴率はリアルタイムあるいはタイムシフトいずれかでの視聴率（ビデオリサーチ関東地区） 
 
 
 

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 

・九州北部豪雨では、７月６日から 16 日まで、報道局が編成局や制作局とともに福岡局と

大分局のライフライン放送の遠隔支援にあたった。今回初めて本部で「ライフライン放送

用画面作成ツール」を使ってテレビ用の情報表示画面を制作し、現地の放送局が放送に活

用。災害時の支援体制の充実を図った。 

・９月１日に実施した緊急報道訓練では、首都直下地震で放送センターの一部機能が停止し、

放送が出せなくなったことを想定。100を超える被害想定をその場で提示し、大阪局のバ

ックアップ放送に向けて迅速に原稿を作成する実践的訓練を行った。通信手段は、災害優

先電話と衛星携帯電話だけに限定し、大阪局と連携を取りながら、リアルタイムにバック

アップ放送を出す手順を確認した。限られた連絡手段を有効に使い、放送センターと大阪

局でどう取材し、原稿の作成、放送につなげるか、基本的なルールを整理した。 

・８月 25 日、バックアップのための施設、さいたま報道別館から夜７時のラジオニュース

「ＮＨＫきょうのニュース」を放送し、本部機能が失われた場合の対応強化を図った。 

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 

・災害関連情報等を可視化するＮＭＡＰＳの新しい機能、データナビゲーターは、９月上旬

までに全国すべての放送局で運用可能となった。台風 18 号対応では、大阪・福岡・名古

屋・松山の各局が解説で活用した。また、データナビゲーター内の地図を使うことで、大

雨や土砂崩れに警戒が必要な細かな地名や河川名が文字化されるため、記者の解説で繰り

返し読み上げることを徹底し、防災・減災報道の強化を進めている。 

・九州北部豪雨では、災害の初動取材に４Ｋカメラでのドローン撮影を行い、よりわかり

やすい映像で報道した。 

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 

・「明日へ つなげよう 復興サポート」では「震災遺構 未来へ 体験と教訓を語り継ぐ」（8/6） 

で、防災教育や防災ツアーを取り上げたほか、「あさイチ」では「アッキーがゆく復興の

地 秋の特別編」（9/26～28）で岩手、石巻、南相馬を取材し、現在の被災地の日常を伝

えた。「福島をずっと見ているＴＶ」では「“復興”ってなんだろう？」（9/28）で“福島

の今”を伝える動画をＨＰで公開。被災者の思いや課題を継続的に発信している。 

・ＮＨＫスペシャル「シリーズ ＭＥＧＡ ＣＲＩＳＩＳ 巨大危機Ⅱ ～脅威と闘う者たち

～ 第１集 都市直下地震 新たな脅威“長周期パルス”の衝撃」(9/2 総合視聴率 世帯

9.2%)、「第２集 異常気象・スーパー台風 予測不能の恐怖」(9/9 同 6.2%)を放送。熊本

地震の検証から明らかになった“長周期パルス”など、最新の知見による災害のメカニズ

ムと防災・減災に向けた試みを伝えた。 

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

・８月 29日や９月 15日の北朝鮮ミサイル発射は、テレビやラジオで臨時ニュースを迅速に

放送した。政府の発表や専門家の見解、韓国、アメリカ、中国の反応等、多角的に報道し

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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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 

た。また、「クローズアップ現代＋」等でも取り上げ、複数の専門家の解説を交えて伝え

た。国際放送のＮＨＫワールドＴＶでも、総合テレビの同時通訳のほか、記者解説や専門

家のインタビューを交えて伝えた。 

・３月に放送した、陸上自衛隊が保管していたＰＫＯ部隊の日報を防衛省が公表せず、デー

タの消去まで行っていた「陸上自衛隊の日報問題」のスクープが、新聞協会賞(編集部門)

を受賞した。 

・過去に起きた事件のその後を徹底追究する「ど～なった！？あのジケン」（8/7）で、消え

た年金のその後を取り上げた。「過去の事件はなかなか取り上げられないが、興味がある」

といった意見や、再放送や別の事件の放送を希望する声が寄せられた。 

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  

・「ニュースウオッチ９」の企画を掘り下げ、クローズアップ現代＋「なぜ続く“いじめ自

殺”～こどもの命を救うために～」（7/18）を放送した。また、「転職」「アメリカ社会」

「介護保険」といった、現役世代を中心に関心が高い話題を取り上げて放送した。 

・「ハートネットＴＶ」で７月 24 日から３日連続、「シリーズ 障害者施設殺傷事件から１

年」を放送した。また、ＥＴＶ特集「亜由未が教えてくれたこと」（7/22）では、ディレ

クター自らが障害者である妹の介助を撮影し、“障害者と家族の幸せ”について投げかけ

た。大きな反響を呼び、その後「ＮＨＫスペシャル」（9/24）にも展開した。 

・ＮＨＫスペシャル「スクープドキュメント 沖縄と核」（9/10）では、重い負担を背負い

続けている沖縄の知られざる歴史に光をあてた。「国民の知る権利に応えた」など、その

スクープ性が高い評価を得た。 

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 

・ＮＭＡＰＳのデータナビゲーターを使って、気象・災害のニュースだけでなく、出生率、

待機児童、熱中症、高齢者などのデータを可視化して放送した。 

・クローズアップ現代＋「“異常な”豪雨が街を襲う～緊急報告 九州北部 記録的豪雨～」

(7/6)では、ＮＭＡＰＳを活用して、いま起きていること、今後の危険等を可視化して、

わかりやすく解説した。また、クローズアップ現代＋「多発する“記録的大雨（キロクア

メ）”新たなリスク」(9/12)でも、大雨のメカニズムを可視化して伝えた。 

・大相撲名古屋場所や秋場所で画像解析を実施した。新大関・高安の強さと成長の秘密をひ

もとくなど、過去のデータ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 

・クローズアップ現代＋「命を奪うマダニ感染症 ペットも野生動物も危険！？」（8/30）

では、デジタル技術を駆使して、取材中のテーマをオープンにして、視聴者から映像や情

報を集めて制作する「オープン・ジャーナリズム」に初挑戦した。国や専門家も把握して

いないリスク情報をスクープし、生放送中に多くのツイートが寄せられた。 

・「ＮＨＫニュース・防災」アプリを水害の多い時期にあわせて大幅にリニューアルし、テ

レビなどで積極的な周知を行った。 

・「ハートネットＴＶ」のツイッターで、災害時に必要な情報を障害別に発信したところ、

多数のタイムラインに表示された。 

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、８月に“戦争と平和を考える”番組を数多く制作した。「原爆死

～ヒロシマ ７２年目の真実～」（8/6）「７３１部隊の真実～エリート医学者と人体実験～」

（8/13）「樺太地上戦 終戦後７日間の悲劇」（8/14）「戦慄の記録 インパール」（8/15）

「戦後ゼロ年 東京ブラックホール 1945-1946」（8/20）を放送。国内外の資料や体験者、

遺族の証言を徹底して集め、戦後 72 年を経て初めて明らかになる事実を次々と発掘する

など、スクープ性の高い取材で内外で高い評価を得たほか、ネット上などで戦争を知らな

い世代からも反響があった。 

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 

・「ファミリーヒストリー」の番外編「慶長遣欧使節団」をフランスの制作会社と共同制作。

日本国内、メキシコ、スペインで４Ｋでの撮影を行い、400年以上前にサムライたちが海

を渡った姿を、新たに発掘した事実を含めてドキュメンタリーと再現ドラマで描いた。 

・ＮＨＫスペシャル「シリーズ ディープ オーシャン 南極 深海に巨大生物を見た」(7/16)

「超深海 地球最深（フルデプス）への挑戦」(8/27)を、ナショナル・ジオグラフィック・

チャンネルやドイツの公共放送局ＺＤＦと国際共同制作。最先端の撮影技術を駆使し、知

られざる深海の秘境の姿を見事に捉えた。 

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 

 

 

・連続テレビ小説「ひよっこ」のシリーズを通した平均総合視聴率（世帯）は 25.2％でよ

く見られた。「ＬＩＦＥ」や「ＳＯＮＧＳ」「あさイチ」など、他の番組とのコラボレーシ

ョンも話題を集めた。 

・５歳のチコちゃんが、日常生活の素朴な疑問を問いかける開発番組「チコちゃんに叱られ

る！」第２弾(8/2)は、総合視聴率（世帯）7.0%、30代女性の視聴につなげた。 
・「クローズアップ現代＋」は 19時台に 73分拡大版「くろげん＋夏休み課外授業 親子で

まなぼう！“戦争とテロ”」(8/10)を制作。子役による海外ロケやナレーション、アニメ

など、子ども目線の演出を徹底。インターネットサービスの「ＮＨＫ for School」とも

連動して放送前後の「予習」「復習」を行えるようにし、親子での番組視聴の増加に努め

た。 
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・絶景映像と高精細ＣＧで日本誕生の物語を描いたＮＨＫスペシャル「列島誕生 ジオ・ジ

ャパン」（7/23･30）は、第１集、第２集ともに、現役世代の視聴を獲得した。 

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 

・千葉局は、県や市と協力して「パラスポーツフェスタちば 2017」(9/2)を開催。７つの競

技体験を中心に、中学生・高校生が五輪メダリストと語り合うフォーラムや子供も楽しめ

る競技体験コーナー、パラリンピックスポーツをテーマにした絵画コンクールなど、多彩

なイベントを実施した。県域ＦＭで会場から生放送し、来場者は 2,000人を超えた。 

・８月 27 日に開催したＡＢＵロボコン東京大会で、東京オリンピック・パラリンピックに

向けた試みとして多言語の自動翻訳を行い、ライブストリーミングで発信した。 

・「Ｒの法則」では、「東京 2020オリパラＳＰ」（7/24）を１時間の拡大版で放送した。卓球

の伊藤美誠選手が恋愛やメイクを語る女子トークや、シンクロ選手の美脚トレーニングな

ど、スポーツ番組とは違った切り口で 10代の関心を高めることに取り組んだ。 

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 

・健康・医療情報のポータルサイト「ＮＨＫ健康 ch（チャンネル）」を９月 25 日にオープ

ン。「きょうの健康」「チョイス＠病気になったとき」などの放送内容をウェブ用に再構成

したおよそ 1,000の記事に加え、９月 30日に放送を開始したＮＨＫスペシャル「シリー

ズ人体 神秘のネットワーク」の情報や映像も掲載し、内容充実を図っている。 

・「ごごナマ」は、生活情報サイト「らいふ」と連動した視聴者参加型の双方向企画を実施。

電子メールやファックスで受け付ける体制も整え、視聴拡大を目指している。 

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 

・７月５日に発生した九州北部豪雨災害では、ＮＨＫの全国ネットワークの総力を結集して

正確・迅速な災害報道を行い、発災２日後にはライフライン情報を伝える放送も実施した。

また、ＮＨＫスペシャル「九州北部 記録的豪雨はなぜ」（7/9）、フカナビ！オオイタ「記

録的豪雨 孤立した被災地で何が」（7/14 大分県域放送）、なるほど実感報道ドドド！「九

州北部豪雨から１か月」（8/4 九州・沖縄ブロック放送）で、災害の分析や復興へ向けた

動きや課題について放送した。 

・台風報道では、地域の情報をきめ細かく伝えるために、各地域向けのニュースを柔軟に放

送した。台風５号では、近畿地方で８月７日の 19、20時台に 73分間、東海地方で 22時

台に 50分間放送した。台風 18 号では、北海道で９月 18日午前６時から午後３時までの

間に合計 14 回のニュースを放送し、避難所情報や交通情報、停電情報などのライフライ

ン情報も合計５回伝えた。 

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 

・地域放送局と報道局が連携し、運送業界で頻発する大型台車転倒による下敷き事故の実態

と対策に追われる企業の取り組み、有害鳥獣駆除の報奨金の不正受け取り問題など、さま

ざまなリポートを「ＮＨＫニュース おはよう日本」などで、各地域から全国に発信した。 

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 

・ＮＨＫワールドＴＶでは、月ごとに地域特集を組み、各放送局と連携して各地域で制作し

た番組を放送した。７月前半は奈良県、後半は山形県を取り上げた番組を集中編成し、地

域放送局が制作した番組も「Hometown Stories」の枠で放送した。８月は、長野の魅力を

紹介する番組を集中編成し、長野局制作の「ようこそ 山の信州へ！」なども放送した。

９月は、北海道の十勝・富良野地域を特集し、札幌局制作の新番組「Wild Hokkaido!」を

はじめ、冬の観光シーズンに向け、地域の魅力を世界に発信した。こうした機会を契機に、

自治体やケーブルテレビ事業者と連携し、国内におけるＮＨＫワールドＴＶの認知度向上

を図った。 

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 

・佐賀局制作の地域ドラマ「ガタの国から」(7/19 ＢＳＰ)では、有明海の干潟や嬉野温泉

を舞台に繰り広げられる、女子高生とタイのスーパーアイドルの青春ドラマを放送。広島

局制作のヒロシマ８.６ドラマ「ふたりのキャンバス」(8/5 総合テレビほか)では、被爆

者の記憶を手がかりに「原爆の絵」を描く高校生の成長の物語を放送した。 

・「天才てれびくんＹＯＵ」は、福島局と奈良局の会館公開でイベントを実施し、合計 3,000

人が参加した。横須賀の家電量販店からの中継・イベント(9/7)には、400人が参加した。 

・「すイエんサー」は栃木県佐野市で８月 26日に公開収録を実施し、地元の名所や特産品を

テーマにした新しい演出で、来場者アンケートの満足度が 90.8%と好評だった。 

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 

・九州北部豪雨災害の際には、ＨＰやデータ放送のほか、ＮＨＫネットラジオ「らじる★

らじる」で、通常は実施していない大分県向けのラジオ放送を聞けるようにするなど、多

様なメディアを活用して被災者に必要な情報を効果的に伝えた 

・「スーパープレミアム 京都異界中継」（8/9）は、大阪局と京都局が連携し、生放送の進

行に応じてＨＰをリアルタイムで更新し、ネットを介した話題作りで番組を盛り上げた。

さらに、放送後に楽しめるコンテンツを提供し、接触者の拡大を図った。 

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 

・地域社会への貢献を評価する指標の調査結果の活用事例を共有する報告会を９月 11 日に

開催した。これまでの調査結果やデータの推移等の説明と放送局の担当者による事例報告

を併せて行い、より実践に近い形での共有を図った。 
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【ピックアップ】 

   

タイムマシンアプリ  

ＢＳ１スペシャル 

「なぜ日本は焼き尽くされたのか」 

戦争と平和を考える番組 

◇ＮＨＫスペシャル「戦慄の記録 インパール」

（8/15）やＢＳ１スペシャル「なぜ日本は焼き尽

くされたのか～米空軍幹部が語った“真相”～」

（8/13）、ＥＴＶ特集「告白～満蒙開拓団の女たち

～」（8/5）など、調査報道を通じて埋もれていた

真実を掘り起こす番組を放送し、高い評価を得た。 

 

 
 

 

 

 
 

・総合テレビの第２四半期全日の週間リーチの平均は高校野球全国大会や夏の特集による
効果もあり、第１四半期よりも上昇した。定時番組によるリーチ拡大について、今後と
も、現役世代への浸透に力を入れる。 

・「らいふ」「健康チャンネル」などの視聴者への新たなインターネットサービスについて
は、ＳＮＳを活用した周知広報といった新たな手法にも取り組み、さらなる認知率・リ
ピート率向上をめざす。 

 
 

 

今後に向けて 

４Ｋカメラで世界最深での深海魚撮影に成功 

◇ＮＨＫスペシャル「ディープ オーシャン 第３集 超深海 

地球最深（フルデプス）への挑戦」（8/27）で４Ｋカメラ

を搭載の無人探査機「ＵＲＯＶ11Ｋ」などを研究者と共に

開発、世界最深記録 8,178ｍでの深海魚の撮影に成功した。 

◇総合視聴率（世帯）11.3％と現役世代含め幅広い層への視

聴を拡げた。 

 

   

   

 

  

「ハートネット TV」生放送 

  

番組とデジタル連動で「10代の声に耳を傾ける」  

◇18 歳以下の自殺者数が多い９月１日の前日に、 

 部局連携で「＃８月 31日の夜に。」と題したキャ

ンペーンを展開。番組とライブストリーミングを

合わせ、４時間にわたって実施した。 

◇「死にたい」「学校に行きたくない」と悩む若者

の思いを受け止めるため、ツイッターによる“文

字での対話”を活用し、ネット配信の個別視聴の

ニーズに応えた。  
 

 

ライブストリーミング「ハートネット LIVE」 

 

 

90年前の広島にタイムトラベル！ 

戦前の広島にタイムトラベル！  

◇ＮＨＫが所有するアーカイブス映像の中に入り、過

去にタイムトラベルする感覚を味わうスマートフォ

ンアプリを開発。広島局と連携し、広島市内の４か

所で、戦前の広島の動画を使って体験してもらった。 

◇25日間で 10代から 80代まで 5,200人以上が活用し、

地元密着サービスの新たな可能性につなげた。 

 マリアナ海溝最深部を探査する無人探査機 

 

 
ＮＨＫスペシャル 

    「戦慄の記録 インパール」 

“政次ロス”が話題に 

◇大河ドラマ「おんな城主 直虎」はＳＮＳでの展開が

拡大している。中でも直虎と井伊家再興に懸けてきた

小野政次の最期を描いた「嫌われ政次の一生」(8/20)

放送後はＨＰへの訪問者が大幅に増えるなど、“政次

ロス”として話題になった。 

 

 

   

大河ドラマ「おんな城主 直虎」 

高橋一生さん演じる小野政次 
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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、北朝鮮の核実験や弾道ミサイル発射を受けて、「NHK NEWSLINE」
が３時間を超える緊急報道を実施。また、国連総会が開かれたニューヨークにキャスター
を派遣し、現地から連日伝えるなど、ニュースの一層の充実・強化につなげた。 

■８年ぶりに日本で開催された「ＡＢＵロボコン」は、ＮＨＫがホスト局を務め、多言語に
よるライブストリーミング配信を初めて実施するなどの取り組みが高い評価を受けた。ま
た、ルーマニアで開かれたＰＢＩ（国際公共放送会議）では、公共放送の価値についての
会長講演などを通じ、ＮＨＫの公共放送としての存在感を高めた。 

 
 
 

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 

・北朝鮮による核実験（9/3）、弾道ミサイル発射（9/15）を受けて、

通常の番組編成を変更、「NHK NEWSLINE」を拡大し、３時間を超え

る連続放送を実施した。最新の情報とともに、記者解説や専門家の

インタビュー、また、総合テレビの特設ニュースを同時通訳して入

れ込むなど、緊急報道の形を確立させ、ニュースの一層の充実と強

化につなげた。 

・「NHK NEWSLINE」と「NEWSROOM TOKYO」では、８月の広島・長崎原

爆の日、８月にフィリピンで開かれた ASEAN 地域フォーラムなどさ

まざまな機会で、現地からキャスターやリポーターが中継で伝えた。

また、「NHK NEWSLINE」内のコーナー「Eye on Asia」では、９月に

キャスターをニューヨークに派遣、アジアの視点で各国首脳が集ま

る国連総会について連日伝えた。 

・国際放送局と報道局、地域放送局などが連携し、広島・長崎の被爆

体験を伝える取り組みや北海道のアイヌ遺骨問題など地域のニュー

ス企画を積極的に世界へ発信した。 

・地域放送局が制作した番組を積極的に英語化し、地域特集などによ

り発信した。８月、「山の日」にちなんだ長野県の魅力を紹介する

特集では、長野局制作の番組などを放送。この特集をきっかけに、

地元の自治体やケーブルテレビの関係者に働きかけ、ＮＨＫワール

ドＴＶの周知も図った。９月には、北海道の十勝と富良野地域を特

集し、札幌局制作の「Wild Hokkaido!」などを放送し、観光を中心

に地域の魅力を伝えた。 

・認知向上のためのプロモーションに積極的に取り組み、タイでは、

ＮＨＫワールドのラッピング列車に加え、100 か所以上のサイネー

ジにＰＲ広告を出したほか、「Japan Expo in Thailand」にもブー

ス出展するなど、大型キャンペーンを展開した。また、シンガポー

ルでは、長野局制作の「ようこそ 山の信州へ！」をＰＲ、長野局の

広報担当者によるトークイベントを開催した。 

「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 

・国際放送局と報道局、制作局などが連携して、ニュース企画や番組

を１分程度に再編集したショート動画をフェイスブックに投稿する

など、ソーシャルメディアを活用した情報発信を強化。蚊の研究を

した高校生を取り上げた「ガッテン！」の動画再生回数が 1350万回

を超えて拡散されるなど大きな効果を上げた。 

・番組の多言語化の取り組みを強化。日本語講座番組「Easy Travel 

Japanese」を中国語、タイ語、インドネシア語、ベトナム語でそれ

ぞれ制作し、ビデオ・オン・デマンドサービスで公開したほか、タ

イで展開したプロモーションにあわせて「TOKYO EYE 2020」のタイ

語字幕版を制作・公開した。 

・７月からタイ語、インドネシア語のフェイスブックページも開設。

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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ニュースと番組情報の発信を開始したところ、大きな反響を得てい

る。 

・８月に日本で開催された「ＡＢＵ（アジア太平洋放送連合）ロボコ

ン」では、多言語によるライブストリーミング配信を初めて実施。

自動翻訳により 12か国の言語でそれぞれ配信し、このうち４言語を

ＮＨＫワールドのフェイスブックページでライブ配信したところ、

再生回数が合計 200万を超えた。 

受信環境の整備を効果的に実施 ・訪日外国人向けに、日本国内でもＮＨＫワールドＴＶが視聴できる

よう大手ケーブルネットワークの協力を得て、ホテル向けの配信を

促進しており、ＮＨＫワールドＴＶの導入をＰＲするパンフレット

を制作するなど、国内での視聴環境の整備に取り組んだ。 

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 

・重点地域である北米とアジアの主要都市などで国際戦略調査を継続

的に実施し、調査結果を関係部局間で共有して、戦略立案のための

分析を行った。また、８月には国際戦略調査の対象都市でインタビ

ュー調査も行い、現地のメディア環境や潜在的なニーズについて理

解を深めた。 

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 

・アメリカを拠点とするナショナル・ジオグラフィック・チャンネル

やドイツの公共放送ＺＤＦと国際共同制作したＮＨＫスペシャル

「ディープ オーシャン」第２集と第３集では、最先端の撮影技術を

駆使し、深海の秘境の姿を捉えた。ＮＨＫの制作力を世界に向けて

アピールし、国際的にも好評を博した。 

・４Ｋ制作番組の国際版販売を戦略的に展開し、韓国に大河ファンタ

ジー「精霊の守り人」、トルコに自然ドキュメンタリー番組８本な

どの販売が決まった。 

・世界的に権威のある番組コンクールの一つである「国際エミー賞」

において、ＮＨＫスペシャルなど５番組がノミネートされ、ＮＨＫ

の国際的な認知を向上させた。 

・幼児番組「いないいないばあっ！」の国際展開では、中国・上海に

おいてＮＨＫエンタープライズとＮＨＫエデュケーショナルが共同

でリメイク展開を推進。７月から現地での放送が開始し、好評を博

している。また、昨年度から放送されているベトナムでは、キャラ

クターの浸透を図るためベトナム国内の幼稚園を巡回するキャラバ

ンが始まった。 

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 

・国際展開をめざす番組の公開提案会議に寄せられた 55の企画から、

海外のアドバイザーの意見も取り入れ 12本の番組を選出した。事前

に研修などを実施したことで、地域放送局や関連団体からも番組提

案が集まり、国際展開の強化に向けた体制整備が図られた。 

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 

・ＮＨＫがホスト局となり、８年ぶりに日本で開催された「ＡＢＵロ

ボコン」では、大会の運営等に対して、海外の放送機関から高い評

価を得るなど、ＮＨＫのプレゼンスを向上させた。 

・９月にルーマニアで開かれたＰＢＩ（国際公共放送会議）で、上田

会長が「21世紀の公共放送の価値」について基調講演を行ったほか、

データジャーナリズムを基盤にした番組展開や災害報道の最前線に

ついて報道局の担当者らがプレゼンを行った。地元メディアも取り

上げるなど、ＮＨＫの公共放送としての存在感を高めた。 

 

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 

・韓国の公共放送局ＫＢＳと毎年秋に行っている定期交流の前段階と

して、４Ｋ・８Ｋの映像保存などについて情報交換を行った。 

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、ＮＨＫブラン

ドの積極発信などを推進 

・７月から９月にかけて、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。ＶＲ（バーチャルリアリティー）を用いた

新しい映像表現の可能性について知見を共有したほか、メディアラ

ボの准教授を招いて「公共放送の役割」について講演する場を設け

た。若手育成のため、参加者を 35歳以下に限定したワークショップ

も実施した。 
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【ピックアップ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「公共メディアの価値」を世界にアピール 

◇９月、ルーマニア・シナイアで開かれたＰＢＩ（国

際公共放送会議）では、上田会長が「The Values of 

Public Service Media（公共メディアの価値）」と

題し基調講演を行ったほか、ＮＨＫのデータジャー

ナリズムを基盤にした番組展開、災害報道の最前線

について報道局の担当者らがプレゼンを行った。 

地元メディアからの取材も受けるなど、ＮＨＫの公

共放送としての存在感を高めた。 

 

・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も活用してニュース

や番組の効果的な発信に取り組むとともに、地域情報の発信やソーシャルメディアの活

用、多言語配信も積極的に進めていく。 

・ＮＨＫのプレゼンスを高めるため、グループ全体で効率的・効果的な国際展開・貢献を

推進していく。 

今後に向けて 

「Japan Expo in Thailand」でＮＨＫワールドＰＲ 

◇９月、タイ・バンコクで開催された「Japan Expo in 

Thailand」で、ＮＨＫワールドの大型キャンペーン

を実施した。 

 タイ語による防災動画のデモンストレーションを

ステージで披露。また、ワールドＴＶの番組「TOKYO 

EYE 2020」に出演したタイの有名人 PIMTHAさんの

トークショーも行った。 

会場では、「TOKYO EYE 2020」のタイ語字幕版も上

映。訪れた人たちからは良い評価が得られ、タイの

ように英語での視聴に慣れていない国では、現地語

版が認知度向上の助けになるとの知見を得られた。 

また、会場となったショッピングモールに設置され

ている 119 のスクリーンを使ってＮＨＫワールド

ＴＶのＰＲも展開した。 

  

「ＡＢＵロボコン」が８年ぶりに日本開催 

◇８月、日本では８年ぶりとなるＡＢＵ（アジア太平

洋放送連合）ロボコンが東京で開催され、ＮＨＫが

ホスト局を務めた。アジア代表 20 地域が参加し、

ベトナムが優勝した。2020年の東京オリンピック・

パラリンピックを見据え、多言語によるライブスト

リーミング配信を初めて実施するなど、海外の放送

機関から高い評価を得た。 

13



 

「５つの重点方針」 第２四半期の達成状況 
 

 
 

■９月 25 日にこれまでの「ＮＨＫ健康ホームページ」を大きくリニューアルし、健康・医療
情報のポータルサイト「ＮＨＫ健康 ch（チャンネル）」を開始した。 

■広島平和記念資料館所蔵の原爆の絵を超高精細映像で撮影した「８Ｋ原爆の絵」を制作す
るとともに、絵に描かれた当時の時間や場所などの情報をキーワードで検索して８Ｋで表
示できる「インタラクティブ８Ｋビューアー」を制作した。 

 
 
 

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 

・９月 25日に健康・医療情報のポータルサイト「ＮＨＫ健康 ch（チャン

ネル）」を開始した。「きょうの健康」などの放送内容を WEB用に最適化

した記事を 1,000本以上掲載した。 

・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。「東京都議会議員選挙 開

票速報(7/3)」「台風３号・前線影響 大雨などに警戒、北朝鮮ミサイル

発射（7/4）」「島根県に大雨特別警報（7/5）」「福岡県に大雨特別警報

（7/5）」「衆議院・閉会中審査『加計学園』問題質疑(7/10)」「鹿児島県

で震度５強、九州北部 記録的豪雨（7/11）」「国会中継『衆議院予算委

員会質疑』(7/24)」「国会中継『参議院予算委員会質疑』（7/25）」「第３

次安倍内閣・第３次内閣改造(8/3)」「台風５号（8/7）」「北朝鮮ミサイ

ル(8/29)」、「民進党代表選(9/1)」、「北朝鮮が核実験(9/3)」、「眞子さま

婚約内定会見(9/3)」「秋田で震度５強（9/8）」「北朝鮮ミサイル(9/15)」

「台風 18 号（9/17）」「首相会見 衆院解散の意向表明(9/25)」「希望の

党 小池代表会見（9/27）」「衆院解散 事実上の選挙戦へ（9/28）」の

20件を実施。 

・「ＮＨＫニュース・防災」アプリは、６月に大幅リニューアルを実施し

た以降、台風５号や台風 18 号などの災害時や北朝鮮ミサイル発射など

もあり、今期は大幅にダウンロード数が増加した。特に台風 18 号が通

過した９月第２週の訪問者は、過去最高を記録した。 

・アジア・太平洋地域の大学生で競う「ABUロボコン」(8/26～28)は、Ｎ

ＨＫがホスト局となり８年ぶりに東京で開催した。この模様を初めて多

言語によるライブストリーミング配信をフェイスブックで実施。自動翻

訳により 12か国語で配信し約 200万回以上の再生数を記録した。 

・「ガッテン！」の「蚊を引き寄せる原因〜妹思いの 16歳兄が発見！」の

動画がフェイスブック公式「ＮＨＫ1.5チャンネル」で 400万回以上再

生された。さらに、英語字幕で提供した「ＮＨＫワールド」では 1,300

万回以上再生された。 

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 

・７月からラジオドラマの聴き逃しサービスを開始した。「新日曜名作座」

「青春アドベンチャー」「ＦＭシアター」の３番組が追加され、これま

でのサービスに加えた番組数は 80番組余りとなった。 

・ＮＨＫ・民放連共同ラジオキャンペーンの一環として、10 月からＮＨ

Ｋラジオを、民放ラジオのインターネット配信プラットフォーム

「radiko」から実験的に配信するため、権利処理などの準備を進めた。 

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オンデマンドのトップページでは、「ひよっこ」「おんな城主直虎」

の放送にあわせて写真表示を変えるなど、見逃し番組ユーザーへの案内

を工夫した。また、その時々で人気のある番組がユーザーの目を引くよ

うにページ構成などを工夫した。 

・ＮＨＫスペシャル「ディープオーシャン」や「“原爆の絵”は語る」「眩

～北斎の娘」など 24本の番組でフルＨＤ配信を行った。 

 

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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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 

・４Ｋ配信については、10 月からの拡充にむけて具体的な準備を進めて

いる。 

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 

・９月にオランダ・アムステルダムで開催された国際放送機器展「IBC2017」

で、テレビとスマートフォン、ＩｏＴ機器を連携させるハイブリッドキ

ャストの高度化について展示を行った。 

・2018 年２月に開催予定のピョンチャン五輪などで、ハイブリッドキャ

ストを利用したスーパーハイビジョン（４Ｋ）の試験放送番組を試験的

に同時配信することについて、準備を進めている。 

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 

・テレビの放送番組を放送と同時にインターネットでも提供する 29 年度

の「試験的提供」実施に向け、必要な基盤設備の整備を進めている。ま

た認証のあり方についても検討を進めている。 

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 

・放送時点での視聴率「リアルタイム視聴率」だけでなく、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、引き続き活用

した。また、“トータルリーチ”をサービスの向上に結び付けるべく、

ドラマ番組などで、放送番組とインターネットを連動させた取り組みを

展開した。 

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 

・「FIFAコンフェデレーションズカップ 2017」「大相撲名古屋場所」「メガ

シティ大発光・空から見た東京夜景」など、８Ｋならではの映像表現を

生かした新作コンテンツを、コントラストが際立つ技法ＨＤＲ（ハイダ

イナミックレンジ）で放送した。「大相撲名古屋場所」は毎日２時間の

生中継を実施した。 

・ＮＨＫで初めてとなる４Ｋスタジオが放送センター内に完成し、月刊Ｓ

ＨＶニュースなどの収録に活用した 。 

・ＮＨＫスペシャル「世界初 極北の冒険 デナリ大滑降」では４Ｋドロ

ーンや、スキーヤーのヘルメットやスキー板につけた小型４Ｋカメラの

映像を駆使し、これまでにない臨場感溢れる映像を撮影した。また、九

州北部豪雨では災害の初動取材に４Ｋドローンや４ＫでのＶＲ（バーチ

ャルリアリティー）を投入し、よりわかりやすい報道につなげた。 

・国際放送機器展「IBC2017」において、４Ｋ有機ＥＬパネルを４枚用い

た高画質シート型ディスプレーと 22.2 マルチチャンネルの三次元音響

システムを展示し、将来の家庭用８Ｋテレビのイメージを示した。また

展示会開催前に現地アムステルダムの街角や船上からの街並み、風車な

どを撮影し、会場で上映した。 

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 

・８月 20 日に東京・八王子市で行われた「ＮＨＫのど自慢」で、４Ｋ中

継車を使って４Ｋとハイビジョン（２Ｋ）の一体制作を行った。また全

国高等学校野球選手権大会の茨城県大会の準決勝・決勝中継（7/25･26）

では４ＫＨＤＲ制作、および、２Ｋへ変換した映像で生放送を実施した。 

・土曜時代ドラマ「悦ちゃん」や「名曲アルバム」などでも４ＫＨＤＲと

２Ｋの一体制作を実施した。 

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 

・広島平和記念資料館所蔵の原爆の絵 4,200点余りを超高精細映像で撮影

した「８Ｋ原爆の絵」では、絵に描かれた当時の時間や場所などのキー

ワードで検索して８Ｋで表示できる「インタラクティブ８Ｋビューア

ー」を制作した。８月１日～16 日まで平和記念資料館で関連番組の上

映と、「インタラクティブ８Ｋビューアー」の特別展示を実施し、約８

万人が観覧した。 

・学校の授業の中でＳＨＶコンテンツを上映し、教育効果を検証する取り

組みを６月に滋賀県草津市で行った。その模様や、専門家による教育効

果の分析を交えて「８Ｋイノベーション～超高精細映像が学びを変える

～」を制作し、ＢＳ１で放送した。 

・ＮＨＫ関連団体が、医療関係者向けの展示会で、ＳＨＶの医療応用につ

いて展示を行った。また、映像メディア学会の年次総会で、８Ｋを用い

た内視鏡手術システムについて発表したほか、シンポジウム「８Ｋで医

療を変える～超・高精細映像がひらく未来の医療～」を元に番組を制作

し、９月 16日にＥテレのＴＶシンポジウムで放送した。 
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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 

・スポーツ手話ＣＧの試作アプリケーションを用いた評価実験を実施し、

手話による競技ルール解説の必要性を確認した。 

・視覚障害者が利用する音声読み上げソフトで「らじる★らじる」がスム

ーズに利用できるよう、マウスを使わずキーボード操作のみでライブ再

生や聴き逃し再生ができるようホームページを改修した。 

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 

・「ウィンブルドン 2017」では錦織圭選手の出場試合などで、「第 99回全

国高校野球選手権大会」では開閉会式を含むすべての試合で、生字幕放

送を実施した。 

・８月 31 日には、Ｅテレ「ハートネットＴＶ 生きるためのテレビ」ほ

かで、約３時間にわたり生字幕放送を実施した。 

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 

・2020年に向けた訪日外国人への情報発信番組として新設した「#TOKYO」

では、「RYOKAN（旅館）」や「Aquarium（水族館）」を放送。好評意見が

寄せられた。 

・ホテル関係者にＮＨＫワールドＴＶ導入のメリットを伝えるパンフレッ

トを制作。今後、配信事業者やＮＨＫの営業の現場で活用していく。 

・国内でＮＨＫワールドＴＶを放送するケーブルテレビ事業者は 35 事業

者となった。 

 

【ピックアップ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康・医療情報のポータルサイト「ＮＨＫ健康 ch（チャンネル）」を開始 

◇これまでの「ＮＨＫ健康ホームページ」を大きくリニューアルし、９月 25 日に健康・医療情

報のポータルサイト「ＮＨＫ健康 ch（チャンネル）」を開始した。「きょうの健康」、ＮＨＫス

ペシャル「人体」などの放送内容をＷＥＢ用に最適化した記事を 1,000本以上掲載した。 

国際放送機器展「IBC2017」で最新技術を展示 

◇９月 14日から 19日にかけてオランダ・アムステルダムで開催された欧州最大の放送機器展

「IBC2017」で、８Ｋスーパーハイビジョンやインターネット活用技術など、ＮＨＫの最新技術

を展示した。 

 

 

 

・テレビ放送のインターネット同時配信について、29年度も 10月 30日から検証実験「試

験的提供Ｂ」を実施する。今回初めて実施する地域放送番組の配信も含め、課題の洗い

出しや利用動向の分析などを行い、引き続き対応を検討する。 

・スーパーハイビジョンについては、12月で実用放送開始１年前となる。４Ｋ・８Ｋのコ

ンテンツ制作や設備整備を加速するとともに、普及・周知広報等について関係組織と連

携して進めていく。 

今後に向けて 

NHK ブース リビングシアター ハイブリッドキャスト 
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「５つの重点方針」 第２四半期の達成状況 
 

 
 

■受信料（９月末）は、前年度と比べて 62億円増収の 3,449 億円となった。 

■第２四半期は、契約総数増加が 3.7 万件、衛星契約増加が 1.5 万件前年度実績を上回った

が、累計実績は年度初頭からの法人委託の要員不足なども影響し、契約総数増加が 1.6 万

件、衛星契約増加で 5.5万件前年度実績を下回った。 

■29 年度末に支払率 80％をめざす公平負担徹底の取り組みとして、「ターゲット 80」活動を
引き続き展開し、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）] 

 

 [支払率・衛星契約割合（９月末）] 

 [契約数の推移] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

契約増加件数 
28 年度第２四半期 29年度第２四半期 

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 50 35.3 70.7％ 50 33.7 67.4％ 4,063 

 衛星契約※ 63 40.7 64.5％ 60 35.2 58.7％ 2,054 

 ※ 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 △11 △4.5 40.5％ △11 △0.1 1.3％ 99 

支払率 衛星契約割合 

前年度末 ９月末 年度内増減 前年度末 ９月末 年度内増減 

78.7％ 79.4％ +0.7 50.1％ 50.5％ ＋0.4 

  

 

重点方針４．受信料の公平負担の徹底に向け、最大限努力 
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 主な取り組みと評価  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 33.7万件の増加、進捗率 67.4％、衛星契約は 

年間目標 60万件に対して 35.2万件の増加、進捗率 58.7％となった。 

・未収数は年間目標 11万件削減の計画に対して 0.1万件の削減、進捗率 1.3％となっ 

た。 

・支払率は 79.4％となり、28年度末と比べ 0.7ポイント向上した。 

・衛星契約割合は 50.5％となり、28年度末と比べ 0.4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 

・都市ガス事業者による住所変更手続きは、大阪ガス・北海道ガス・広島ガス・北陸

ガスによる９月末までの取次数が 5,913件（前年同期 5,105件）となった。 

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、29年度は 80地区（224万世帯）で新たに業務を開始。９月末

現在で 359地区（1,544万世帯）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、29年度は 16地区（215万世帯）

で新たに業務を開始。９月末現在で 96地区（1,401万世帯）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２四半期で 217件実施し、通算で 9,403件となった。 

・強制執行の申立てを第２四半期で 28件実施し、通算で 1,126件となった。 

・未契約訴訟の提起を第２四半期で 25 件（世帯 24 件、事業所１件）実施し、通算で

305件（世帯 281件、事業所 24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 10,609件（前年同期 16,190

件）となった。 

・「メッセージ消去連絡との同時契約」は、９月末で 15,874件（前年同期 18,547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、９月末で 2.7 万件（前

年度比 129.5％）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 85.5％（前

年度末 84.0％）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、前年度末より 1.3万件

増加し、24.1万件となった。 

・「Yahoo!公金支払い」での９月末の収納件数は、7,242 件（前年同期 4,782 件）、収

納額は 3,574万円となった。また、６月より継続払いの受付を開始した。 

全局体制で受信料制度の理解促

進活動を実施 

・昨年度までの「番組体感ランド」に代わる新たな「ターゲット 80」施策として「Ｎ

ＨＫどーもくんパーク」の運用を開始。地域局のニーズに合わせたＰＲブース展開

を福岡局や北九州局などで実施した。 

・３月から６月にかけて実施した委託事業者の衛星契約に関する全国調査の結果と再

発防止策の徹底について、全訪問要員へ周知を行った。 

・契約書の書式については、訪問要員から適切な説明を受けたことを確認する署名欄

を新設し、より丁寧な受信設備の確認、契約内容の説明に取り組んだ。 

・訪問要員から業務上の不正や問題点に関する通報を受け付けるための「内部通報窓

口」を本部に設置した。 

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 

・ＮＨＫ会長の常設諮問機関である「ＮＨＫ受信料制度等検討委員会」で、３点の諮

問事項についての検討が進められていたが、意見募集を経て、７月に諮問第１号「常

時同時配信の負担のあり方について」、９月に第２号「公平負担徹底のあり方につい

て」および第３号「受信料体系のあり方について」の答申が取りまとめられ、会長

へ提出された。 

ＮＨＫでは答申も踏まえながら、今後、次期経営計画や施策の検討にあたっていく。 

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、毎月１

本新作を放送している。今期は、「ロボコン 30年」、「原爆の絵の８Ｋアーカイブ化」、

「スマホ向けニュース・防災アプリ」を取り上げた。 

・「受信料ネットでかんたん手続き」の周知とＢＳ新規契約の増加に向けた「ＢＳ契約

忘れずに」を引き続き展開した。 

 

達成状況 一覧 
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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 481 件の公開番組・イベントを実施し、およそ 150 万人にご参加いた

だいた。このうち 59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：19,153人） 

＊満足度 85.7％（28年度年間 85.6％）＊理解促進度 71.4％（28年度年間 71.7％） 

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 

・本部・関連団体視聴者対応責任者会議を開催し、約 100 名が参加した。視聴者意向

集約システムの仕組みや意義などを詳しく伝え、視聴者対応上の注意を喚起した。 

・「インターネット時代の放送のあり方」をテーマに視聴者意向検討会を開催。個人情

報保護や YouTubeへの番組や映像の流出などさまざまな観点から議論を深めた。 

 

 
   【ピックアップ】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・公平負担を徹底し、29 年度末支払率 80％を達成するため、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。 

・大都市圏の視聴者やふだん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、多様な媒体の活用や直接ふれあえるイベントなどを通じてＰＲ活動を行

っていく。 

・業績確保に必要な訪問要員体制を構築するとともに、訪問要員の業務品質の向上に向けた

取り組みを強化する。 

・「ＮＨＫ受信料制度等検討委員会」の答申を踏まえながら、今後、次期経営計画や施策の

検討にあたっていく。 

今後に向けて 

「どーも、マンガです。」で 

ＮＨＫや受信料制度についてＰＲ 

◇９月に、新しいウェブサイト「どーも、マンガで

す。」を開設した。 

◇人気のマンガ作家がわかりやすく描く、テレビや

ＮＨＫについてのマンガを定期的に掲載し、ＮＨ

Ｋや受信料制度に 

ついての理解促進に 

努めていく。 

地域を舞台にしたドラマと連動してさまざまな活動を展開 

◇ドラマのロケ地となったことをきっかけにタイ人観光客が多

く訪れるようになった佐賀県を舞台に、タイの人気俳優を起用

した地域ドラマ「ガタの国から」を制作し、７月に放送した。 

◇放送にあわせ、ドラマ情報を随時、特設ホームページで公開す

るとともに、ロケ地マップの写真を３６０度見られるＶＲ仕様

として掲載したり、ウェブサイトでタイ語のページを開設した

りと、さまざまな取り組みを行った。加えて、主演俳優を招い

てトークショーを開催し、積極的なＰＲ活動を展開した。 
 
「ＮＨＫ受信料制度等検討委員会」が答申 

◇ＮＨＫ会長の常設諮問機関である「ＮＨＫ受

信料制度等検討委員会」で、３点の諮問事項

についての検討が進められていたが、意見募

集を経て、７月に諮問第１号「常時同時配信

の負担のあり方について」、９月に第２号「公

平負担徹底のあり方について」および第３号

「受信料体系のあり方について」の答申を受

けた。 

◇ＮＨＫでは、答申も踏まえながら、今後、次

期経営計画や施策の検討にあたっていく。 
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「５つの重点方針」 第２四半期の達成状況 
 

 
 

■ 

■「全体最適」の取り組み完遂を踏まえた、ＮＨＫグループ全体としての経営資源の最適配置
を目指し、次期経営計画に向けた検討を進めた。 

■グループ経営改革については、本体と関連団体が一体となって業務の高度化と効率化を達成
するための検討をさらに進めるとともに、地域支援に関連団体の力をどう生かすかについて
の対応策の取りまとめに向けて検討を進めた。 

■「働き方改革」を推進するため、適正な勤務管理を徹底することを通達するとともに、全管
理職を対象に「勤務管理・働き方」の勉強会などを開催した。 

 
 
 

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 

・次期経営計画の策定において、経営資源を適正に配分する収支計画案

の検討を進めた。 

・次期経営計画の考え方に基づいた 30 年度の事業計画案と予算要求の

策定を指示した。 

・次期３か年の要員計画の検討にあたっては、グループ経営の視点を徹

底することを基本方針として具体案の策定を指示し、各部局の案をも

とに検討を進めた。 

・「地域改革プロジェクト」では、地域放送、報道支援、イベント支援、

事務部門改革の各ワーキンググループを開催し、対応策について検討

を進めた。 

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 

・放送、技術、管理・営業といった業務分野ごとにワーキンググループ

を立ち上げ、グループ体制案の検討、および課題の洗い出しを行って

いる。技術分野では、ＮＨＫメディアテクノロジーとＮＨＫアイテッ

クの事業統合に向けた具体的な検討を始めた。 

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 

・関連団体業務の「見える化」について、ＮＨＫ本体との取引がある 17

の関連団体から売上と原価のデータを収集し、分析を行った。 

・ＮＨＫグループ全体での管理会計の試行に向けたチームを立ち上げ、

具体的な検討や連絡会を重ねた。 

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 

・秋採用では、留学等で春採用には受験することが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 

・７月にＮＨＫグループ合同の新管理職研修を実施し、経営課題等にグ

ループ一丸となって取り組む意識の醸成を図った。 

・民間企業等のマネジメント層との交流により、管理職のマネジメント

力強化を目的に実施している「部外研修派遣」について、今年度は規

模を拡大し、研修派遣を開始した。 

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 

・７月、各部局長に対して適正な勤務管理を徹底することを通達した。

また、９月に全管理職を対象に「勤務管理・働き方」の勉強会を開催

し、勤務管理の重要性や管理職に求められる責任、勤務管理の具体的

なポイントなどについて改めて確認した。 

・４月に制度導入した記者の専門業務型裁量労働制について、８月に１

回目となる労使検証委員会を開催した。 

・「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

プでは、現状や今年度の主な施策について情報共有した。 

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 
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 主な取り組みと評価 
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・「新ワークモデル」の提案を、全国から 70件受け付け、このうち他部

局でも利用可能な７件を採択した。 

・「在宅勤務制度」を 10月から更に柔軟な制度へと改正するにあたり、

職員周知を実施した。また、改正された育児・介護休業法の 10 月１

日施行に伴い、周知文書やツール等を改訂した。 

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 

・ＩＣＴ（情報通信技術）の活用等により、より実効性のあるリスクマ

ネジメントへ改革するための施策案をまとめた。 

・子会社の監査役による監査役連絡会を７月と９月に開催し、各団体で

の監査計画や実施状況を共有した。 

・ＮＨＫグループのガバナンスと内部統制の充実・強化のため、内部監

査部門による関連公益法人の調査を実施した。 

・情報セキュリティに関してインシデント情報を適切に共有し、インタ

ーネット回線の緊急調査・対策を進めた。 

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 

・「追跡“出家詐欺”」問題を受けて導入した匿名取材のチェックシート

などを活用し、再発防止への取り組みを進めるとともに、勤務管理に

関する記者への説明会を実施した際、取材源の秘匿を確実に守ること

等の基本原則を説明した。 

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 

・５月に実施した「地域指標」の調査の結果を、地域放送局および本部

の各部局と共有した。また、９月に調査結果の活用事例の報告会を開

催し、活用方法などのノウハウの共有に努めた。 

・第２四半期も、タイムシフト視聴や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」を実施し、結果の分析や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について、各種データを分析のうえ第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を推進しており、今期は、編成局の

各部署で「スマートオフィス化」を実現した。 

・省エネ法に基づく、29年度のエネルギー使用状況などに関する定期報

告書を取りまとめ、７月に経済産業大臣へ提出した。 

・東京・渋谷の放送センターでは、食堂残飯の堆肥化と弁当殻の分別に

よる処理などを行っており、今年度の上半期は各月において、渋谷区

の条例で義務化された一般廃棄物の再利用率 80％以上を確保できる

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 

・７月にドイツで開かれたＧ20サミットは、地球温暖化対策をアメリカ

抜きで進めるという異例の内容となり、「おはよう日本」など各ニュ

ース番組で取り上げた。また、ＮＨＫスペシャル「シリーズ ディー

プ オーシャン」（7/16･8/27）で、南極の深海に存在する巨大生物の

楽園や水深 6,000ｍを超える超深海に暮らす生き物たちの姿に迫るな

ど、環境問題をテーマにしたさまざまな番組を放送した。 

・特別展「深海 2017～最深研究でせまる“生命”と“地球”～」（7/11

～10/1）を東京・上野の国立科学博物館で開催したほか、「忍たま乱

太郎ショー・お残しは許しまへんで～！？」（9/16・奈良）を開催す

るなど、イベントを通じて「環境」への意識啓発等に取り組んだ。 

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 

・第Ⅰ期設計・施工業者の募集期間に入り、参加表明書ならびに技術提

案書に関する１回目の質疑対応を行うなど、公正競争の実現に向け、

順調に手続きを進めている。 
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「働き方チャレンジ」を推進 

◇これまで取り組んできた「働き方改革」を、今年度は、「働き方チャレンジ」として、働き方の

質を変え、意識を変える取り組みを推進している。たとえば、制作現場では、効率的な番組制

作を模索し、６月からテレワークの実証テストを開始。自宅や出張先などで映像の確認や打合

せを行う試みを進めるなど、業務フローの見直しに取り組んでいる。 

 

◇また、生産性の向上と効率性を追求し、快適でクリエイティブな職場環境の実現をめざす「ス

ペース＆オフィス文化改革」を推進しており、働き方の意識改革にも取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇記者の勤務制度について、４月から「専門業務型裁量労働制」を導入した。健康確保に必要な

基準を設けるなどして長時間労働の抑止を図る新たな勤務制度について、８月に検証委員会を

開催し、休日の確保状況や、健康確保措置の実施状況について労使間で共有した。昨年度と比

べて休日確保が改善するなど、新たな勤務制度が多くの職場で浸透しつつあることを確認した。

引き続き、新たな勤務制度のもと、記者の健康確保の徹底を進めていく。 

・経営計画の最終年度にあたり、本部・各放送局で計画の着実な進捗管理を行いながら、

次期経営計画における経営資源の最適配置の検討をグループ経営の視点で進めていく。 

・「働き方改革」については、働き方の質を変え、意識を変える取り組みをいっそう進化さ

せていく。 

今後に向けて 

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

29 年９月 

29 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見て有意に変動した項目はない。インターネット

は、29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めざす。 

10指標は、各チャンネルとインターネットの質に対する視聴

者調査による評価。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。） 

母数は各チャンネル等に月に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、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いる。27年度からはテレビのリアルタイムの視聴に加え、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、質的評価を用いて、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、重点地域での日本の理解度やリーチを把握し、

効果的にコンテンツの充実を進めている。 

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

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

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

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…

総合テレビ Ｅテレ 

ＢＳ１ ＢＳプレミアム 

インターネット 

インターネット全体（ＮＨ

Ｋオンライン）の滞在時間 

 
8 分 27秒（8分 39 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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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 
16.3% 
（16.1%） 

訪問者数 
13,649,915 
（11,802,014）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考）その他サービス 
 

同時配信サービスの訪問者数計（※） 
3,629,683 

（596,718） 

ライブストリーミングの訪問者数計（※） 
4,809,960 

(5,486,810） 

 ※日別訪問者数の四半期合計 

 

 

 
接触者率 訪問者数 

らじる★らじる 8.9%（8.0%） 
872,279 
(869,269)  

NHK WORLD 
ONLINE  

567,850 

(396,974） 

 

 
接触者率 登録会員数（※） 

NHK オンデマンド 6.3%（5.7%） 約 211 万人 

※外部提供事業者を除く 
 

中央番組審議会

の意見 － 

放送技術審議会

の意見 

第 158回 放送技術審議会を７月 24日にＮＨＫ放送センターで開催した。テーマは「災害報道への取り組

み」。これまでのＮＨＫの具体的な取り組みについて説明した後、ニュースセンターや超小型無停電ロボッ

トカメラシステムなど災害報道で活用する設備を視察した。委員からは、映像から得られる情報は多いので

非常時の判断に大変有用である、被災者の求めている映像を放送できるよう地域コミュニティーと連携する

など新しい仕組みも検討してほしい、海外にもＮＨＫの災害報道の技術を提供してほしい等の意見があっ

た。 

 

総合 Ｅテレ ＢＳ１ ＢＳプレミアム 

前四半期 

平均 

７月 

平均 

８月 

平均 

前四半期 

平均 

７月 

平均 

８月 

平均 

前四半期 

平均 

７月 

平均 

８月 

平均 

前四半期 

平均 

７月 

平均 

８月 

平均 

総合リーチ  65.0 66.8 69.1 36.6 37.4 42.9 16.3 15.4 16.1 21.3 22.3 22.1 

リアルタイム  62.6 64.7 67.2 33.1 33.8 39.7 15.9 15.0 15.5 18.8 19.5 19.6 

 総合 Ｅテレ ＢＳ１ ＢＳプレミアム 

前四半期 

平均 

７月 

平均 

８月 

平均 

前四半期 

平均 

７月 

平均 

８月 

平均 

前四半期 

平均 

７月 

平均 

８月 

平均 

前四半期 

平均 

７月 

平均 

８月 

平均 

6:00- 

24:00 

総合視聴率  6.2 6.9 6.7 1.2 1.2 1.4 0.5 0.4 0.5 0.9 0.9 0.9 

ﾘｱﾙﾀｲﾑ視聴率  6.0 6.7 6.5 1.1 1.1 1.3 0.5 0.4 0.5 0.8 0.8 0.8 

6:00- 

10:00 

総合視聴率  8.7 8.8 9.2 2.0 2.0 1.9 0.4 0.3 0.4 1.1 1.2 1.2 

ﾘｱﾙﾀｲﾑ視聴率  8.4 8.5 8.9 1.8 1.9 1.7 0.3 0.3 0.4 1.0 1.1 1.2 

19:00- 

22:00 

総合視聴率  10.8 11.1 10.1 0.9 0.9 0.9 0.8 0.6 0.7 1.3 1.3 1.3 

ﾘｱﾙﾀｲﾑ視聴率  10.3 10.6 9.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6 0.7 1.1 1.1 1.0 

19:00- 

23:00 

総合視聴率  9.5 9.7 9.0 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6 0.7 1.3 1.3 1.2 

ﾘｱﾙﾀｲﾑ視聴率  9.0 9.2 8.5 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.7 1.0 1.0 1.0 
              

ＶＦＭ 

（１以上を確保する） 
1.80（平成 28 年度） 

量的指標 

総合リーチは、リアルタイムでの５分以上の継続視聴あるいは放送

から７日間以内での５分以上の継続再生による視聴での接触者率。 

総合視聴率は、リアルタイムあるいはタイムシフトのいずれかでの

視聴率。 

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）接触者率、世帯視聴率：ビデオリサーチ（関東データ・平成 28 年 10

月３日から調査設計を一部変更）／インターネットサービスの接触者率：

平成29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 

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 
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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 74.0(85.4) 90.0(94.9) 88.3(86.2) 87.7(90.4) - (86.1) - (75.9) - (77.4) 

非リーチ者 52.0(51.2) 52.3(48.1) 62.0(67.7) 67.9(68.9) - (64.8) - (35.6) - (29.6) 

国民性 
リーチ者 78.0(87.5) 85.0(89.7) 93.3(89.2) 92.6(91.9) - (78.3) - (75.9) - (80.6) 

非リーチ者 51.3(48.3) 51.5(45.7) 72.0(76.6) 71.2(71.6) - (56.0) - (38.3) - (34.8) 

政治面 
リーチ者 70.0(72.9) 70.0(69.2) 83.7(85.2) 75.7(81.1) - (63.3) - (56.9) - (71.0) 

非リーチ者 34.6(33.8) 36.9(35.4) 60.3(63.0) 51.3(51.3) - (36.8) - (17.3) - (27.1) 

経済面 
リーチ者 74.0(83.3) 77.5(79.5) 93.3(89.6) 92.0(92.8) - (74.9) - (63.8) - (74.2) 

非リーチ者 44.9(43.5) 45.2(41.6) 71.9(72.9) 71.4(71.3) - (50.0) - (27.6) - (32.8) 

文化面 
リーチ者 84.0(87.5) 85.0(92.3) 93.6(89.6) 91.5(93.6) - (89.9) - (69.0) - (90.3) 

非リーチ者 57.2(54.6) 57.0(54.6) 74.7(78.1) 74.4(75.3) - (66.9) - (41.0) - (42.0) 

量的評価 
認知率 18.2(18.4) 13.3(13.6) 34.2(40.9) 48.8(49.3) - (44.5) - (9.8) - (6.4) 

四半期リーチ率 4.9(4.6) 3.9(3.8) 14.5(15.8) 23.2(24.8) - (14.6) - (3.1) - (1.6) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

国際番組審議会

の意見 

東日本大震災と福島第一原発事故から６年が経つ。NHK NEWSLINE FOCUS「Our Lives in Fukushima」は、

困難な生活の中で、あえて福島で暮らし続ける人々の日常をＮＨＫワールドが独自に取材した番組である。

審議会では、忘れられがちな被災地の暮らしぶりがよくわかった、東北の人々の思いが良く伝わった、と

評価する声があった。また日本を愛する外国人が自転車で日本を旅する「Cycle Around Japan」は、外国

人の視点に沿って見ることができる骨太の旅番組だった、と評価された。 

国際戦略調査の結果 

国際放送 

○は過去調査と比較して統計的に低くなったもの 

出所）2017年 7月 26日～2017年 8月 21日実施のインターネット調査結果。 

 

調査範囲（サンプル数）：ワシントン DC：1,026 ニューヨーク市：1,027 タイ：1,951 インドネシア：1,932 

※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 ワシントン首都圏（ワシントン DC を中心に、メリーランド、バージニア、ウエストバージニア、

ペンシルバニアの各州の一部地域） 

DMA:NY ニューヨーク都市圏（ニューヨーク市を中心に、ニューヨーク、ニュージャージー、コネチカット、

ペンシルベニアの各州の一部地域） 

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（出所：Census2013、Census2010）  

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

  Population: National Estimates at January 1st: 2014）   

 

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。 

 

（ ）は、前期の結果 
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