
 

 

 

 

「外国人向けテレビ国際放送」の強化に関する諮問委員会 

「ＮＨＫに対する質問・確認事項」に対する回答 

目 次 

平成２５年２月１２日 

国際放送担当理事 

 

 

   

Ⅰ． ２１年２月のサービス開始からこれまでの実績を踏まえて、当初掲げた目標やねら

いと照らし合わせ、何ができて、何ができなかったのか。できなかったことについ

て、その理由は何か。 

 

   

 （１）受信環境整備 １ 

    （関連質問： スマートフォン・タブレット端末を通じた配信と課題） ４ 

 （２）認知度とＮＨＫのブランド力向上 ６ 

    （関連質問： 海外における普及宣伝活動の取り組み事例と今後の方針） ７ 

 （３）放送内容の充実 ８ 

 （４）国際放送の予算・要員配分について  ９ 

 （５）ＪＩＢへの業務委託  １１ 

   

   

   

Ⅱ． 他国の国際放送サービス（特に「ＢＢＣワールドニュース」）と比較して、「ＮＨＫ

ワールドＴＶ」の「強み」「弱点」「今後の有利な条件、可能性」「将来の課題・問

題点」は何か。 

１３ 

 

   

Ⅲ． 受信環境整備には、今後どのような選択肢があり、費用対効果を含め、どのような

方法が最も有効か（地域別の取り組み強化、ＲＯＩ的観点など）。 

１４ 

   

Ⅳ． 「オールジャパン」の取り組みとして考えられること。 １５ 

   

   

参考資料 １６ 

   

 

 

 

資料 2 



 



Ⅰ．２１年２月のサービス開始からこれまでの実績を踏まえて、当初掲げた目標やねらいと照らし合わ

せ、何ができて、何ができなかったのか。できなかったことについて、その理由は何か。 

 

（１）受信環境整備 

 

１．地域衛星の契約拡大、地上デジタル局・ＣＡＴＶ事業者等との契約拡大 

 

＜目標等 （①２１～２３年度経営計画 ②２４～２６年度経営計画）＞ 

① 各国で直接受信しやすい衛星やインターネット技術を生かして、受信可能世帯を拡大 

国際放送「ＮＨＫワールドＴＶ」の視聴可能世帯数を約１億５，０００万世帯に増やす（２１年度から５年間で）   

計画策定時の実績（２０年９月）→３，７５０万世帯 

② 国際発信力の強化： 受信可能地域の拡大と重点地域での受信環境整備を進め、認知度や接触を向上 

 

＜取り組み結果＞ 

●世界の視聴者が地域の衛星放送やケーブルテレビなどで受信できるよう環境整備。 

地域衛星は４基（２０年９月）から５倍の２１基（２４年１０月）に。ケーブルテレビ、地上波、    

ＩＰＴＶ事業者等は、１７事業者から７．６倍の１２９事業者に。 

●２４時間視聴可能世帯数は、２１年度からの経営計画の目標を３年で達成。２４年１１月末で１億  

６，０１８万世帯。このほかアメリカでは８，６００万世帯で一部時間での視聴が可能。２４時間・

一部時間を合わせると、約２億５，０００万世帯が視聴可能に。 

 

＜今後の方針、取り組み＞ 

●現在の経営計画においては、予算の着実な増額を踏まえて、北米・アジア等での整備に力を入れる一

方、既整備地域でも一層きめ細かに進めていく。 

●今後の取り組みは容易ではない。現地の衛星放送、ケーブルテレビ等の空き容量がなく、あっても参

入に多額の費用がかかる。きめ細かな浸透にあたっては、財政面で国や民間企業との役割分担も必要

である。また、相手国の法制度や参入規制に阻まれることもある。いっそうの情報収集には在外公館

との連携強化も課題と考える。 

●ＥＵの法制でインターネット同時再送信が「放送」と同等とされるなど、日本の法律との間に相違が

ある。「ＮＨＫワールドＴＶ」が進出しようとする際に、「インターネット同時再送信」や「見逃し

サービス」などとの一体契約を相手国の事業者側から求められることもあるため、国に制度の柔軟な

運用、必要に応じ制度の整備を求めている。 

 

２．海外のホテルへの対応 

 

＜取り組み結果＞ 

●「ＮＨＫワールドＴＶ」は原則、無償で受信することができるため、世界各地のホテルでは独自に受

信し各部屋に配信しているところがある。ただ、ＮＨＫではこのホテル数は把握していない。 
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●一方、重点とする地域については、以下の対応を行っている。 

・２１年１０月に、多数のホテルにまとめて番組を届けるホテル配信事業者と契約し、北米向け、お

よびアジア向けのホテル配信の衛星回線を確保。 

・アメリカのおよそ７００ホテル・３０万室、アジア・太平洋地域の２１の国・地域の約１５０ホテ

ル・４万４，０００室、計３４万４，０００室で視聴可能（２４年１２月末現在）。 

 

＜できていないこと・その理由＞ 

●一般的にホテル参入が難しいのは、ホテル配信事業者が限られ、契約に多額の費用がかかることや、

経費がホテル・部屋数に応じて増加することが理由である。 

 

＜今後の方針、取り組み＞ 

●北米では現地で「テレビジャパン事業」を行いホテル業界への営業ノウハウがあるＮＨＫの関連会社

と連携し、配信の強化策を検討中。欧州では他の国際チャンネルと連携しホテルに働きかけている。 

 

３．インターネット配信 

 

＜目標等 （①２１～２３年度経営計画 ②２４～２６年度経営計画）＞ 

① 国際放送のインターネットのホームページなどへのアクセス数を ５年後に年間１億ページビューまで増やす。 

１９年度実績→２，５００万ページビュー 

 

＜取り組み結果＞ 

●２２年度： 高画質ライブストリーミングの実験を開始し、ｉＰｈｏｎｅ向け無料アプリを公開。東

日本大震災で、高画質ライブストリーミングを全世界向けに拡大。震災後２週間で、  

５４０万超のユニークユーザーが視聴。 

●２３年度： ライブストリーミングによる震災報道が評価され、国際的な賞を受賞。 

「ＮＨＫワールド・オンライン」へのアクセス数が１億４，０００万ページビューに。 

●２４年度： アンドロイド系の携帯端末用にもアプリ提供。 

アプリのダウンロード数（２４年１２月末現在、カッコ内は公開時期） 

◆ｉＰｈｏｎｅ  １５０万（２２年２月） 

◆ｉＰａｄ     ３７万（２３年５月）   

◆アンドロイド    ３万（２４年２月） 

 

「ＮＨＫワールド」のフェイスブック公式アカウントの活用試行開始。 

「ＮＨＫワールドＴＶ」の番組をほぼ１００％ライブストリーミング。 
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＜今後の方針、取り組み＞ 

●インターネット配信は、放送に続くものとして、重点的に整備を進めていく。 

・最も充実した日本発のニュースや情報を入手できるサイトを目指して、「ＮＨＫワールド・オンラ

イン」の整備・強化に取り組む。 

・ライブストリーミングで見られるコンテンツの割合をさらに１００％に近づけるよう努める。 

●「スマートＴＶ」などインターネットとテレビをめぐる世界の新しい動きに積極的に対応していく。 

・北米で、一部のインターネット接続型テレビやブルーレイプレーヤーなどに専用アプリを開発・提

供し、その有効性や安定性を実験する計画。 

●ページビュー数を増加させるには、以下が有効。 

・検索サイトで「ＮＨＫワールド・オンライン」のコンテンツが上位となるよう、ニュース記事の蓄

積などホームページの改修。 

・ソーシャルメディアのユーザーを介し「ＮＨＫワールド・オンライン」のコンテンツが広く知られ

るよう、ソーシャルメディアサービスを開始、各ホームページに専用のボタンなどを設置。 

●ソーシャルメディアと親和性の高いホームページやストリーミングのあり方について、外部の専門家

も交え検討中。 
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関連質問 

スマートフォン・タブレット端末を通じた配信と課題 

 

ＮＨＫでは、比較的低コストで世界に伝える有力な手段として、通常の放送に加えてインターネット

を用いたライブストリーミング配信を実施している。２１年度からホームページ上で「ＮＨＫワールド

ＴＶ」のライブストリーミング実施を開始、２２年度以降、前述の通り、ｉＰｈｏｎｅ、ｉＰａｄ、    

アンドロイド系の携帯端末用に「ＮＨＫワールドＴＶ」を２４時間視聴できるアプリを開発し、ひとり

でも多くの視聴者に接触してもらうべく取り組みを継続している。（放送法第２０条第２項第５号（附

帯業務）） 

 

① 現在、日本で視聴していても、途中で映像が乱れたりフリーズしたりする。 

これをより快適なものにしていくには、どのような対応が必要で、どの位の投資が見込まれるか。 

⇒ ユーザー側の端末が使用しているインターネット回線の帯域や状況により、データ通信が不安

定になり映像が乱れることがある。今後、通信キャリアの回線が３ＧからＬＴＥへ移行したり、Ｗ

ｉ－Ｆｉ（無線ＬＡＮ）経由でのインターネット回線利用が増えたりするなど、ユーザー側のデー

タ通信環境が安定することによって改善が見込まれる。 

 

② 現在のアプリは日本語であるようだが、これは日本以外からもアクセスできるか。 

日本以外における視聴については、どのような手立てを講じているか。 

近隣アジア諸国や欧米である程度快適に視聴できるようにするには、今後、どのような対応が必要で、

それにはどの程度の投資と運用コストが必要か。 

⇒ 「ＮＨＫワールドＴＶ」のアプリは英語表記である。（「ＮＨＫワールド・ラジオ日本」の場

合は、英語表記とその他の多言語表記）日本国内、国外にかかわらず、世界各国からアクセスがで

きる。 

 

③ スマホ、タブレット視聴の場合、インターネットのホームページのようなアクセス履歴情報は、どの

程度の詳細さと頻度で取れるか。 

それには、アプリケーションの購入以外に、コストがかかるか。 

  ⇒ ＮＨＫ側においてアクセス履歴のベースになるものは把握しているが、精度の高い情報として

公表できるまでには至っていない。アプリケーションの利用自体は無料である。 

 

④ 現在は、番組の一部のコンテンツのみが視聴可能でリニア放送にはなっていないが、全放送をスマホ、

タブレットに流すとすると、どの位の時間遅れになるか。そのための投資や運用コストについてはど

うか。 

⇒ 現在、放送番組のほとんどはライブストリーミングで配信している（スポーツ番組などネット配

信の権利が取れないごく一部の番組を除く）。放送との時間差については、受信する端末や地域によ

るが、おおむね２秒～６０秒程度の遅れで配信しており、ＮＨＫでは放送と同時の配信と位置付けて

いる。 
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スマートフォン・タブレット端末での視聴環境整備における課題は以下の通りである。 

 

１ ハード 

・端末ごとにアプリの仕様が異なり、対象機器（機種）を増やせば増やすほど開発費用がかさむ。開

発後も、対象機器のＯＳがバージョンアップするたびにアプリを改修する必要があり、保守管理に

かかる費用も増加する。 

・対象機器が増えるにつれて、「ＮＨＫワールドＴＶ」のライブストリーミングに対するアクセス量

が増える可能性が高まるため、サーバー容量やセキュリティー機能を強化する必要がある。安定的

に配信するためのインフラ整備と費用が課題となる。 

・どのような端末にアプリを開発・提供するかについては、今後も状況に応じてその都度是非を検討

し、予算の範囲内でサービスの向上に努めていく。 

 

２ ソフト 

・関係部局と協力して取り組みを強化した結果、スポーツ番組などネット配信の権利が取れない一部

の番組をのぞき、「ＮＨＫワールドＴＶ」で放送している番組のほとんどはライブストリーミング

で配信できるに至っている。 

・今後、１００％ライブストリーミングで配信するためには、スポーツや音楽などの著作権を持って

いる団体との交渉が必要な上、権利処理に費用もかかる。日本が海外に誇るコンテンツをインター

ネットで国内外に発信することの意義をご理解いただくことが重要だと考え、粘り強く丁寧に説明

していく。 

 

このように克服すべき課題はあるが、これからもインターネットを活用して、効果的な視聴拡大に

取り組んでいきたい。 
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（２）認知度とＮＨＫのブランド力向上 

 

＜目標等 （①２１～２３年度経営計画 ②２４～２６年度経営計画）＞ 

① カバー率、認知度、接触者率等をもとに、国際放送がどのように視聴されているかを把握する手法を開発し、サービ

スの展開に生かす。 

② 国際発信力の強化： 受信可能地域の拡大と重点地域での受信環境整備を進め、認知度や接触を向上 

 

＜取り組み結果＞ 

●視聴実態を把握する手法として、「チャンネル認知度」や「視聴頻度」などの調査方法を開発し、    

２０年度から調査。２３年度までに１４の国と地域で実施。 

●視聴可能者を対象にした調査によると、「ＮＨＫワールドＴＶ」のチャンネル名を認知している人の

割合は、以下の通り。 

香港      ２１年度 ３６％ → ２３年度 ５９％ 

シンガポール             ２３年度 ３８％ 

ワシントンＤＣ ２２年度  ８％ → ２３年度 １３％ 

イギリス    ２１年度  ５％ → ２３年度  ９％ 

●２３年３月の東日本大震災では、「ＮＨＫワールドＴＶ」のロゴ付きの映像が世界の放送局で繰り返

し活用されたことで、認知度が格段に向上した。 

●２４年６月、香港とワシントンＤＣで「ＮＨＫワールドＴＶ」など国際チャンネルのイメージ評価の

調査を行った。「ＮＨＫワールドＴＶ」を「信頼できる」という人はＣＣＴＶと比べてかなり高い。

「異なる視点を与えてくれる」などの項目でも高く評価されている。 

（参考①・再掲 信頼性の確保） 

 

＜できていないこと・その理由＞ 

●認知度は、アジアでは比較的高いが、欧米ではまだ低い。「ＮＨＫワールドＴＶ」が２４時間英語チ

ャンネルとして強化されて４年であり、ＢＢＣやＣＣＴＶに比べて、まだ十分に浸透できていないか

らと考えている。 

●受信料を支払っている国内の視聴者への周知が十分ではない。 

 

＜今後の方針、取り組み＞ 

●ＮＨＫ内関係部局の連携を強め、国内外における「ＮＨＫワールドＴＶ」プロモーションの機会拡大

を図る。 

●アジア・オセアニアと欧州については、既存のメディア調査を利用し、他の国際チャンネルとの比較

を可能とする指標を導入するなど、視聴実態を複眼的に把握することをめざしたい。 

●政府や在外公館、日本の民間企業等が海外で行うイベント等の際に「ＮＨＫワールドＴＶ」のＰＲも

併せて実施されるよう、働きかけ・連携を強化する。 
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関連質問 

海外における普及宣伝活動の取り組み事例と今後の方針 

 

平成２４年１月に「ＮＨＫワールドＴＶ」の認知度やブランド力向上に向けたプロジェクトを設け、

総合的なプロモーションに取り組んでいる。このプロジェクトでの取り組みの概要は以下の通り。 

（具体事例は、参考②を参照のこと） 

 

１ 継続的なプロモーションのための体制整備と実施 

・海外の放送事業者に定期的に広報資料等を提供する体制を整えた。 

・番組編成が計画的・連続的に広報に反映されるよう、部内の連携を強化した。 

・広報資材を定期的に提供できる海外の放送事業者を確保し、事業者にはガイド誌やホームページへ

の掲載、スポット放送を働きかけた。 

・関連業務のＪＩＢへの委託を拡大した（広報用ビデオ、印刷物、ノベルティグッズ等の制作と    

配布）。 

 

２ 各種イベント等と連動したプロモーションの実施 

・年度を通じたプロモーションの重点計画を立案し、世界各地のイベントへの参加を進めている。 

・一部の番組では、海外収録の際にファンの集いを行い、「固定客」の獲得に努めている。 

 

３ 今後の取り組みについて 

・「ＮＨＫワールド」のホームページに詳細な番組情報を掲載する。 

・海外で行う番組収録と連動し、プロモーションを展開する。 

・ＮＨＫ内関係部局の連携を強め、国内外における「ＮＨＫワールドＴＶ」プロモーションの機会拡

大を図る。 

・プロモーション関連業務の一部を委託しているＪＩＢの要員を増やし、本体へのサポート体制を強

化する。 
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（３）放送内容の充実 

 

＜目標等 （①２１～２３年度経営計画 ②２４～２６年度経営計画）＞ 

① 外国人向け２４時間英語放送（「ＮＨＫワールドＴＶ」）で、全世界に向けて発信強化（例） 英語独自番組の充実、

日本・アジアの経済情報、日本の課題・政策・文化を積極発信 

② 国際発信力の強化： 

海外の取材・送出拠点の増設や放送時間の拡大で２４時間英語ニュースを充実 

日本に対する理解を深めるため、全国各地の優れたコンテンツを積極的に世界に発信 

大震災から復興する日本の姿をテレビ、ラジオ、インターネットを通じて多角的に発信 

 

１．ニュースの強化 

 

＜取り組み結果＞ 

●英語ニュース「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」を２４時間毎正時からの放送に。 

●東京のスタジオに加えて、バンコク、北京などアジアの現地からの発信。 

●津波警報などの情報提供の強化。 

●東日本大震災の際には「ＮＨＫワールドＴＶ」のほぼ全ての時間で関連報道。海外の２，０００超の

放送局がＮＨＫの映像を使用。 

●２本の報道番組と１本の経済情報番組で、日本とアジアの動きを毎週報道。 

 

＜今後の方針、取り組み＞ 

●２５年２月、日本時間平日午前２時台から７時台までの「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」を３０分サイズに。ア

ジアを中心に海外拠点からの発信を一層強化。 

 

２．番組内容の充実 

 

＜取り組み結果＞ 

●２１年２月に１００％英語化し、２３年度に「国際独自番組１８本」の目標を達成。 

●２４年度は、番組ジャンルの多様化、東日本大震災関連番組の新設、国内向け番組の素材で外国人向

けに構成や演出を変えて制作する手法の導入等。 

●２５年度は、番組ジャンルの充実など。日本の産業技術、日本人が活躍しているデザイン・建築分野

を紹介する番組等を新設。定時番組は１５ジャンル３４番組（うち新設は１１番組）。 

（参考③・「ＮＨＫワールドＴＶ」独自番組 コンクール受賞実績） 

 

＜今後の方針、取り組み＞ 

●高品質の英語番組を年間４０本委託できる制作会社は多くなく、制作力の強化は息の長い取り組み。 

 

  

8 
 



（４）国際放送の予算・要員配分について 

 

国際放送は、放送法第２０条で定められているＮＨＫの必須業務。具体的な予算額は、国内放送など、

ほかの業務とのバランスを考えながら、年度ごとに決定している。 

現３か年経営計画では、受信料の値下げを行った一方で、「国際発信力の強化」を重点目標の一つに

掲げ、国際放送に関する予算の増額を図っている。 

（参考④・再掲 テレビ国際放送関係経費と交付金の推移） 

 

１．ＮＨＫの国際放送にかかわる予算の配分 

 

英語によるテレビ国際放送を中心に伸ばしている。 

・国際放送関係費（物件費に人件費、減価償却費を含めたトータルコスト） 

合計…テレビとラジオ合計 

１９年度 １２７億円 → ２４年度 １９５億円 → ２５年度 ２００億円 

・事業支出全体に占める割合 

１９年度  ２．０％ → ２４年度  ３．０％ → ２５年度  ３．１％ 

・国際放送関係費の８０％程度が受信料、残りは国からの国際放送関係交付金。 

・ラジオは減額の一方で、テレビは１９年度の４８億円から２４年度は１３３億円と、約２．８倍。 

 

２．テレビ国際放送にかかる業務別の予算（物件費） 

 

・テレビ番組制作費（ニュース、番組制作）    

１９年度 ２１億円 → ２４年度 ６７億円（約３．２倍） 

・テレビ送信経費（衛星借用や契約交渉、調査、プロモーションを含む受信環境整備等） 

１９年度  ８億円 → ２４年度 ３０億円（約３．５倍） 

・インターネットによる配信強化   

１９年度  ２億円 → ２４年度 １０億円（約５倍） 

・マーケティングについては受信環境整備と一体として行っている。 

 

３．普及（受信環境整備、プロモーション等）に関わる要員の変化 

 

・国際放送局では平成２４年度で１０人程度となっており、前の３か年経営計画に伴う人員の見直し

により、若干の減員となっている。 

・一方で、ＪＩＢへの委託は、要員を増やして業務量の拡大に対応している。委託要員数は、２０年

度の４人から２４年度には７人へと増やしてきた。さらに平成２５年度は、２人増員の計画。 
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４ 普及関係業務に関わる予算とマンパワー配分の考え方 

 

・予算の増額により受信可能世帯数は大幅に伸びたが、参入済み地域での「認知度の向上」と「市場

環境の変化をめぐる情報収集」が今後の大きな課題になる。 

・上記業務に関するＪＩＢ受託体制の一層の整備に向けて、調整を進めていく。 
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（５）ＪＩＢへの業務委託 

 

＜目標等 （①２１～２３年度経営計画 ②２４～２６年度経営計画）＞ 

① ＮＨＫは、新設した子会社「（株）日本国際放送」に番組制作・送出等を委託。「（株）日本国際放送」は、独自業

務として、民間のノウハウや協力を得ながらコンテンツ充実を図る  

② 国際発信力の強化： （株）日本国際放送の役割を含め実施体制のあり方を検討し、「ＮＨＫワールドＴＶ」を充実

強化 

 

１．番組制作 

 

＜取り組み結果＞ 

●２０年度後期： ＮＨＫ本体制作の３本の定時番組をＪＩＢ委託に変更。 

●２１年度：   月１回放送も含む定時番組を計７本。 

●２２～２４年度：毎週放送の定時番組を計４本。 

●２５年度：   継続の４番組に加え、２本の新たな番組をそれぞれ月１回放送、 

ＪＩＢ委託番組は計６本。 

●番組本数、委託経費ともに増えている。 

 

＜今後の方針など＞ 

●現在は、ＪＩＢのほか、他の５つのＮＨＫ関連団体にも委託している。本数等は各関連団体の制作能

力や得意分野を見極めながら決定しており、関連団体側は切磋琢磨しながら制作にあたっている。Ｊ

ＩＢは会社発足から４年半と日が浅く、制作本数を増やすには更なる体制の整備が必要。制作能力を

みきわめつつ、可能な範囲で徐々に拡大を検討する。 

 

２．送信（受信環境整備） 

 

＜取り組み結果＞ 

●受信環境の整備は、プロモーションも含め継続的にＪＩＢに委託されており、ＪＩＢはＮＨＫ本体と

連携しながら、海外代理店９社を含めた体制で取り組んでいる。ＮＨＫからの委託要員数は、２０年

度の４人から増やし、２４年度は７人。 

●「ＮＨＫワールドＴＶ」の１日２４時間視聴可能世帯は着実に増え、一定の実績を上げた。（※実績

内容は、Ｐ１（１）受信環境整備」を参照のこと） 

 

＜できていないこと・その理由＞ 

●課題は体制の強化。各国の放送事業者との新規契約や契約更新にあたり、制度や商習慣の変化、新し

いサービスの登場などに対応した十分な情報収集と機動的な交渉が求められる局面が急速に増えてい

る。 
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＜今後の方針、取り組み＞ 

●ＪＩＢが委託事業を十全に遂行するには、体制のいっそうの充実が不可欠。２５年度は、委託要員数

をさらに２人増やして９人とする。 

 

３．人材・ノウハウの移転 

 

＜取り組み結果＞ 

●設立の趣旨に沿って、ＪＩＢの幹部はほとんどＮＨＫから送っている。ＮＨＫとしては番組制作等の

ノウハウ移転にも積極的に取り組んできた。 

●「ＮＨＫワールドＴＶ」と同じチャンネルで、ＪＩＢの独自番組を放送。（現在は、毎週金曜日に    

３０分番組１本） 

●ＪＩＢを含む国際放送に関わる制度のありようについては総務省の「放送政策に関する調査研究会」

で議論継続中。６月に報告がまとめられる見込み。 

 

＜できていないこと・その理由＞ 

●「独自枠」を含むＪＩＢの自主事業が拡大しなかったのは以下の理由。 

・民間からの出資・コンテンツの提供は得たものの、スポンサー確保が難航。 

・累積損失を一掃するも、ＮＨＫ関係取引に大きく依存し、ＮＨＫ関係以外の事業はほぼ採算が取れな

い。 

 

＜今後の方針、取り組み＞ 

●ＪＩＢには、現地のテレビ局の放送枠を確保し、日本の番組を広告付きで放送する取り組みを推進す

る事業が期待される。 
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Ⅱ．他国の国際放送サービス（特に「ＢＢＣワールドニュース」）と比較して、「ＮＨＫワールドＴＶ」

の「強み」「弱点」「今後の有利な条件、可能性」「将来の課題・問題点」は何か。 

 

「ＮＨＫワールドＴＶ（以下ＮＨＫ）」を「ＢＢＣワールドニュース（以下ＢＢＣ）」と比較して 

 

１ 強み 

・ＢＢＣが提供しない情報を積極的に提供する。 

特に、日本、中国を含めたアジアのニュース・情報において、幅広いネットワークを生かし、より

深い内容を届けることができる。 

・ＢＢＣとは異なる視点で、ニュース・番組を提供する。 

 特に、国際的な問題について、日本やアジアの立場からの分析・見解を付与し、より多様な見方を

視聴者に提供できる。 

 

２ 弱点 

・欧米の最新ニュース・情報の提供については、ＢＢＣに優位性がある。 

・ＮＨＫは後発組であることから知名度がまだ低い。 

・出演するＮＨＫの記者の多くが英語のネイティブスピーカーでなく、「伝わりにくい」などという

指摘を受けることもある。 

・受信可能世帯数が、ＢＢＣのおよそ７割に留まっている。（「一部時間」を含め、ＮＨＫは２億     

５，０００万、ＢＢＣは３億５，０００万） 

 

３ 今後の有利な条件、可能性 

・世界の成長センターと言われるアジア・太平洋地域に根差した取材ネットワークを生かして、情報

発信できる。 

・ＢＢＣが商業放送として運営されているのに対して、ＮＨＫは主に受信料で運営されており財源が

安定している。 

 

４ 将来の課題・問題点 

・最大の課題は人材の継続的な確保 

出演者は他の国際チャンネル並みの英語力が求められる。取材・制作者にも一定レベル以上の英

語力が必要。ニュースではＮＨＫが培ってきた取材・編集の知見、番組では海外視聴者にもアピ

ールする高い制作能力が必要。 

・財源の確保 

現在の３か年経営計画では、テレビ国際放送の予算増額の方針。しかし、受信料の投入には一定

の限界もある。 
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Ⅲ．受信環境整備には、今後どのような選択肢があり、費用対効果を含め、どのような方法が最も有効

か（地域別の取り組み強化、ＲＯＩ的観点など）。 

 

１ 取り組みの重点地域 

・参入障壁の低い国や地域での展開はすでにほぼ終了しており、２５年度は、参入障壁が高い国や地

域で重点的に取り組む。 

・具体的には、アメリカ、カナダ、中国、マレーシア、ドイツ、オーストラリア、アフリカなど。 

・これらの国々は、「コストが高い」「チャンネルに空きがない」「該当国政府から放送のための許

可が得られない」など、様々な障壁がある。 

 

２ 視聴可能世帯拡大の手段 

・放送としては、「地域衛星を借り上げ」「ケーブルテレビやＩＰＴＶなどでチャンネルを確保」「

地上デジタル局のチャンネルを確保」などの選択肢がある。どの手段が有効かは一様でなく、普及

度など地域の特性や費用を考慮して計画の立案に努めていく。 

・放送に加え、比較的低コストの手段として、インターネットを用いたライブストリーミング配信を

推進していくことも有効と考えている。すでに平成２１年以降、ＰＣ、ｉＰｈｏｎｅ、ｉＰａｄ、

アンドロイド端末で「ＮＨＫワールドＴＶ」を２４時間視聴できるアプリを開発している。 

・スマートＴＶ用のアプリも開発中であり、近く北米において配信実験を実施することにしている。 

 

３ ＲＯＩの観点から 

・上記のように、放送をベースにした視聴者拡大はコスト面を含めて様々な障壁があり、同規模の経

営資源を投入しても得られる効果は上がりにくくなっている。このため、今後視聴者の拡大を図る

上では、比較的低いコストでの運営が可能なインターネットの利活用を更に推進していくことが課

題と考える。 

・ただ、発展途上国の中には、インターネットを十分に利用できる通信環境が整っていないところも

あり、それぞれの地域の状況を考慮に入れながら、放送と通信の組み合わせを決めていく。 
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Ⅳ．「オールジャパン」の取り組みとして考えられること。 

 

現３か年経営計画では、受信料の値下げを行った一方で、「国際発信力の強化」を重点目標の一つに

掲げ、国際放送に関する予算の増額を図っている。ただ、受信料をどこまで国際放送に使うかは、国民・

視聴者の意向も踏まえて決めるべきものと考える。「国内の視聴者にとって国際放送は受益感を得にく

いものだ」という指摘もある。受信料を財源とするＮＨＫには限界があり、政府や民間企業が参加した

「オールジャパン」による海外発信の取り組みを検討することも必要だと考える。 

 

１ ＪＩＢ「自主事業」の展開 

・ＪＩＢには、受信料で成り立つ公共放送ＮＨＫには果たせない役割、すなわち政府や民間も参加し

た「オールジャパンの資金・ノウハウの受け皿」としての役割があり、この役割を引き続き担うこ

とが期待される。 

・現在のＪＩＢ独自番組は、世界一斉同報（「ＮＨＫワールドＴＶ」の一部の放送時間を使用）のた

め、スポンサーが付きにくい。このため、ＪＩＢの広告付き事業は、地域ごとの「放送」のほか、

現地テレビ局への「番組提供」など、多様な手段を組み合わせて広く展開していくことが求められ

る。 

・ＮＨＫグループとしても、各地でこのような取り組みを推進する。その一翼をＪＩＢに担ってもら

いたい。 

 

２ さらなる受信環境整備 

・ＮＨＫでは「ＮＨＫワールドＴＶ」の受信可能世帯拡大に積極的に取り組んできた。その結果「一

部時間」を含めた視聴可能世帯は、「ＢＢＣワールドニュース」のおよそ７割となっている。１０

０％英語化、コンテンツの分野拡充、インターネットサービスの拡充も進んだ。 

・一方、たとえば海外のホテル・空港等への配信には、膨大な資金と手間がかかり、投入できる受信

料の規模にはおのずと限界があるため、今後さらに推進するとすれば、別の形の取り組みを検討す

ることも必要。 

 

３ プロモーション 

・コンテンツの海外展開を含めＮＨＫ単独によるプロモーションでは効果が限定的である。 

・日本政府や世界各地の在外公館、民間団体が海外で行うイベント等の際に、ＮＨＫの放送・コンテ

ンツが広くＰＲされるよう、働きかけ・連携を強化する。 

 

４ 多言語化・ローカライズ 

・英語以外の言語による「ＮＨＫワールドＴＶ」の「多言語化」や、個別の国・地域の言語や文化圏

などを対象にした「ローカライズ」にも多額の費用がかかる。「中長期的な課題」として、仮に実

施するとした場合の条件等の調査・研究を行ったが、実施に踏み切れる状況にない。 

・今後推進するとすれば、国や民間企業の資金による取り組みが必要と考える。例えば、ＪＩＢが国

の平成２４年度補正予算案に盛り込まれた資金を活用して、自主事業として実施することも検討を

進めるべき。 
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（参考①・再掲） 

信頼性の確保 
 

●「ＮＨＫワールドＴＶ」と国際チャンネルのイメージ評価  

「ＮＨＫワールドＴＶ」を含む国際チャンネルの視聴者に、各チャンネルのニ

ュース番組に関するイメージを、「そう思う」から「そう思わない」の４段階で

質問 グラフは、「そう思う」と回答した割合  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ワシントンＤＣ

香港
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（参考②）【プロモーション実施状況】                                       ２５年１月 

 実施時期 概 要 内 容 

全世界向けプロモーション   

「震災から１年」の特番プ

ロモーション 

 

２４年３月 東日本大震災から１年の３月１１日を

軸に集中編成する震災関連番組につい

て、広告・広報を実施。 

・新聞・雑誌（世界版、欧州版など１３紙誌、関連１０サイト）に

広告掲載。 

・世界各国の１７の放送事業者が持つ広告用チャンネルなどで番組

ＰＲスポット放送。（香港「ｎｏｗ ｎｅｗｓ」など） 

・放送事業者のホームページに番組ＰＲ掲載。 

放送事業者を通じた、継続

的なプロモーション 

２４年４月～ 

（毎月） 

海外の放送事業者のホームページや

「ＮＨＫワールドＴＶ」以外のチャン

ネルでの番組広報を依頼。 

・広報素材（ホームページ用画像、番組ＰＲスポット等）を定期的

に事業者に提供。毎月１０～２０の事業者で「ＮＨＫワールドＴ

Ｖ」の番組スポットが放送されている。 

戦略的重点地域でのプロモーション    

放送開始のプロモーション 

（ニューヨークおよび周辺

地域） 

２４年４～５月 ２４時間放送開始に合わせ、広報対象

地域を絞って広告・広報を実施。 

・放送開始のプレスリリースを発行、業界紙誌のインターネット版

や、ローカルテレビ局のニュースなどで露出を図った。 

・ＮＨＫの震災関連番組が、優れたドキュメンタリー番組を選ぶ「ピ

ーボディー賞」を受賞（５月）。この番組を再放送し、新聞１紙（紙

面＋ウェブ）へ広告掲載、ブルームバーグＴＶ、ＣＮＮなどのＣ

Ｍ枠を購入してスポット放送。 

イベント等でのプロモーション    

「ジャパンエキスポ」 

（フランス・パリ） 

２４年７月 日本の文化をテーマにした「ジャパン

エキスポ」にブースを出展。若者をタ

ーゲットに広報を実施。 

・ポップカルチャーをテーマにした３番組を現地で紹介。 

・番組関連のフェイスブックページで、イベントに来ていない若者

へのアピールも試みた。 

ＩＭＦ・世銀総会 

（東京） 

２４年１０月 経済界のＶＩＰや海外プレス等、来日

した関係者に対する広報を実施。 

・会場の東京国際フォーラム内に専用モニターを複数設置。 

・メインホテルの各部屋で「ＮＨＫワールドＴＶ」を視聴可能に。 

・パンフレットを配布。 

「ハイパージャパン」 

（イギリス・ロンドン） 

２４年１１月 日本の文化をテーマにした「ハイパー

ジャパン」にブースを出展。日本に関

心のある層に広報を実施 

・料理番組のレシピ配布や、日本の「カワイイ文化」をテーマにし

た番組では、来場者を撮影して番組内で紹介（予定）など、番組

と連動したＰＲを試みた。 
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（参考③） 

 

「ＮＨＫワールドＴＶ」独自番組 国際コンクール受賞実績 

平成２５年１月 

 

年 賞 名 

平成21年 第２７回ミラノ国際スポーツ映像祭 奨励賞 

※主催：国際映画・テレビ・スポーツ連盟（イタリア・ミラノ） 

作品名：「SAMURAI SPIRIT 剣道」 

 

平成22年 ワールドメディアフェスティバル 金賞 

※主催：インターメディア社（ドイツ・ハンブルグ） 

作品名：「SAMURAI SPIRIT 弓道」 

 

平成23年 アジア旅番組国際グランプリ 観光庁長官賞 

※主催：アジア旅番組国際グランプリ実行委員会（北海道札幌市） 

作品名：「FORBIDDEN KYOTO-A Geisha is Born」 

 

平成24年 アジア旅番組国際グランプリ 観光庁長官賞 

 

作品名：「journeys in japan-Special Edition-OHENRO-」 

（リポーターが同グランプリ審査員特別賞も受賞） 

       

18 
 



（参考④・再掲） 

 

 

テレビ国際放送関係経費と交付金の推移 

 

 

 
（単位：億円） 

 

※ 総額、受信料対応分は、平成 23 年度までは決算額、平成 24年度は予算額。平成 23年度まで

は税込金額であるが、平成 24年度から、放送法施行規則別表第２号に定める予算書の様式か

ら消費税の項目が削除されたことに伴い、税抜金額となっている。 

※ 交付金は予算額。 

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 
交付金対応分       3.0  15.2  24.5  24.5  24.5  24.5  
受信料対応分 27.5  27.0  30.6  45.2  61.1  80.7  88.7  92.0  108.6  
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