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は じ め に 

 

本諮問委員会は、わが国の外国人向けテレビ国際放送のさらなる充実・強化

に向けて検討を行い、中長期的な視点での国際放送の在り方について提言する

ことを目的に、2013年 1月に経営委員会の諮問機関として設置された。 

 

2007 年の放送法改正により、それまで日本放送協会（ＮＨＫ）が実施してき

たわが国のテレビ国際放送は、外国人向けと在外邦人向けに分離された。この

うち外国人向けの放送については、ＮＨＫが、番組制作の一部と送信業務を行

う日本国際放送（ＪＩＢ）を子会社として設立するなど実施体制を整備して、

2009年 2月より 100％英語による「ＮＨＫワールドＴＶ」（衛星放送・ケーブル

テレビを通じた報道番組およびインフォメーション番組の放送）として取り組

んできた 1。 

 

ＮＨＫは、ＮＨＫワールドＴＶの放送開始以来、その受信可能地域の拡大と

欧米を中心とする重点地域での受信環境整備を進めてきた。その結果、24 時間

視聴可能世帯数については、2009 年度から 5 年間で 1 億 5,000 万世帯とする目

標を 3 年で達成し、2012 年度末で 1 億 5,972 万世帯となった。このほか一部時

間での視聴が可能な世帯を合わせると、約 2 億 5,000 万世帯が視聴可能となっ

ている。インターネットへの対応も、ＮＨＫワールド・オンラインのアクセス

数が 2008年度の 6,200万ページビューから、2011年度には 1億 4,000万ページ

ビューに達するなど一定の成果をあげてきた。特に、東日本大震災に関する報

道では、その映像が世界の約 2,000 の報道機関で活用されるなど、ＮＨＫワー

ルドＴＶの声価が高まったことは記憶に新しい。 

 

一方で、このＮＨＫワールドＴＶには、今後成長が望めるアジア市場におけ

る存在感の向上、北米・中南米等 24時間放送がいまだに行われていない地域に

おける受信環境整備、先行する他国の国際放送に比して低いとされる認知度の

向上等、普及促進に向けた改善の余地は大きい。 

また、将来的に事業主体としてＮＨＫからの自立が期待されていたＪＩＢに

ついては、依然としてＮＨＫ本体への依存度が高く、ＮＨＫワールドＴＶと同

一のチャンネルで放送される独自番組（ｊｉｂｔｖ）の制作やそれを支える広

告収入等は、当初の期待した水準に達していない。 

さらに財源面では、ＮＨＫワールドＴＶの経費は、国からの交付金があるも

のの、取り組みを強化していくために受信料からの支出を増額し続けざるを得

1 「ＮＨＫワールド」（ＮＨＫワールドＴＶのほか、海外の日本人向け映像サービスである

ＮＨＫワールド・プレミアムを含むＮＨＫの国際放送）の概要については別紙２を、ＪＩ

Ｂの概要については別紙３を参照されたい。 
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ない状況にあり、国内の受信契約者に対する説明責任も以前にも増して高まっ

ている状況にある。 

 

本諮問委員会は、これらの現状と課題を踏まえ、数次にわたる検討・議論を

行い、「外国人向けテレビ国際放送」2のこれからの在り方について提言する。 

2 本答申では、ＮＨＫワールドＴＶおよびｊｉｂｔｖをあわせて「外国人向けテレビ国際放

送」と総称する。 
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Ⅰ．外国人向けテレビ国際放送の目的 

 

 これからの外国人向けテレビ国際放送の在り方を検討する上で、その目的を

明確にすることが重要である。現在のテレビ国際放送の在り方を検討した情報

通信審議会が 2007年 8月に示した目的を踏まえ、本諮問委員会では以下のよう

に定義した。 

 

「日本の対外イメージの向上、親日感の醸成」、「欧米によるアジア理解の向上」

を通じて、わが国の存在感の向上、国際世論形成力の向上を図るためにも、日

本の政治・経済・社会・文化・芸能・科学・観光などを放送対象として、幅広

い国民の利益の増進を図るとともに、アジアを代表する国際放送となることを

目指す。 

 

 ここで掲げた目的は、情報通信審議会が示したものと大きく変わるものでは

ない。これからも、外国人向けテレビ国際放送は、放送法第 1条 3に定める放送

法の目的を踏まえ、独立性・公正性・客観性を堅持した報道姿勢により信頼さ

れる、アジアを代表するメディアとなることを目指し、全世界に向けた情報発

信に努めることが肝要であり、わが国の政治・経済・社会・文化・芸能・科学・

観光などを放送対象として、幅広い分野での国民の利益の増進を図ることが究

極の目的であると認識している。 

 

 しかしながら、この 5年間で日本を取り巻く国際的な社会情勢は大きく変わ

り、技術の飛躍的な進展により、通信・放送サービスを取り巻く環境も大きく

様変わりした。 

従って当然のこととして、目的を達成するための手法やアプローチの方法は、

これらの変化に合わせて、より適切なものに見直していく必要がある。 

 

3 放送法 第 1条 この法律は、次に掲げる原則に従って、放送を公共の福祉に適合するよ

うに規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。  

一  放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 

二  放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を

確保すること。  
三  放送に携わる者の職責を明らかにすることによって、放送が健全な民主主義の発達

に資するようにすること。 
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Ⅱ．改革の基本方向 

 

 「はじめに」でも述べたとおり、ＮＨＫワールドＴＶの受信環境は、一部整

備が遅れている地域が残されているが、一定の環境は整えられてきた。放送に

ついても、英語による 24 時間放送を実現し、2013 年度からは平日毎正時 30 分

間のニュース放送を本格実施している。放送と同時にインターネットによる再

送信を行うなど、インターネットサービスも充実させてきた。 

 このように、放送開始以来の 4 年間で、放送を中心としたサービスの“かた

ち（商品）”を作り、“環境（市場）”を作りあげた業績を評価したい。 

 

 しかしながら今は、この 4年間の成果を踏まえて、次の段階に移る時である。 

 すなわち、引き続き、サービスの充実（よりよい商品作り）と受信環境の整

備（市場の拡大）に取り組みつつ、これからはプロモーションの強化、つまり

海外の外国人にＮＨＫワールドＴＶを認知してもらい、見てもらう取り組みに

移行するべきである。 

 そして、ＮＨＫワールドＴＶがわが国の外国人向け情報発信における重要な

プラットフォームとして一層機能を発揮することを目指し、改革の基本方向を

以下のように掲げる。 

 

１．サービスの充実 

これまでの目標は、国際的に見て遜色ない新たな外国人向けテレビ国際

放送を実現することであった。 

その目標について一定の成果を上げた現在、これからは、日本を世界に

伝えるメディアとしての自覚のもと、テレビ放送を中心としたサービスのさ

らなる充実を図り、あわせて、様々な伝送路・視聴端末・視聴形態による総

合的なサービスを提供する方針を明確にすべきである。 

 

２．視聴者を意識した事業運営 

放送するだけではサービスは完結しない。視聴者に届いてこそ本当の意

味でのサービスとなる。これからは、視聴者である外国人に放送を届けるこ

と、そして満足してもらうことを一層意識して事業運営すべきである。その

ためには、ＮＨＫワールドＴＶは、視聴者のニーズをより的確に捉えたサー

ビスの提供に努めるとともに、より積極的なプロモーション活動を展開し、

視聴の入り口となる認知度の向上を図るべきである。 

 

３．受信契約者に対する説明責任・経営の透明性 

ＮＨＫワールドＴＶの財源は受信料および政府からの交付金によってお

り、その意味で、スポンサーは日本の受信契約者とも言える。したがって、
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ＮＨＫは、受信契約者に対する説明責任を果たしながら、常に効率的で革新

的な経営を推進する必要があり、ＮＨＫワールドＴＶの取り組みについてＰ

ＤＣＡサイクル 4を確立して、その事業を可能な限り可視化していくべきで

ある。 

4 事業活動を、それぞれ Plan−Do−Check−Act（ＰＤＣＡ）という観点から管理するフレーム

ワークを意味する。品質を持続的に向上していくためのマネジメント手法のひとつで、現

状の把握・分析をふまえて計画を作成し（Plan）、計画にしたがって施策を展開して活動

を実施し（Do）、実施が計画にそっているかを点検・評価し（Check）、計画にそっていな

い部分を調べて改善する（Act）というサイクルを回し、次のサイクルへと繋いでいくこと

で、らせん的に改善していくプロセスを形成する。 
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Ⅲ.改革に向けての具体施策 

 

 これまで述べた「目的」と「改革の基本方向」を踏まえたうえで、これから

の外国人向けテレビ国際放送の強化に向けて、つぎの具体施策を提言する。 

 

１．放送サービスの充実 

  

（１）「国際番組基準」 

 

ＮＨＫは、国際放送番組の編集の基準として、経営委員会の議決により「国

際番組基準」5を定めている。その中で「内外のニュースを迅速かつ客観的に報

道するとともに、わが国の重要な政策および国際問題にたいする公的見解なら

びにわが国の世論の動向を正しく伝える」として、報道番組においては「１ ニ

ュースは、事実を客観的に取り扱い、真実を伝える。 ２ 解説・論調は、公正

な批判と見解のもとに、わが国の立場を鮮明にする。 ３ わが国の世論を正し

く反映するようにつとめる」としている。また、「ひろくわが国の文化、産業等

の実情を紹介する」として、インフォメーション番組においては「政治・経済・

社会・文化・芸能・科学・観光など、ひろくわが国や世界の実情を紹介して、

わが国や世界にたいする正しい認識をつちかうことを旨とする」としている。 

 

 検討の過程において、政府が海外への情報発信を強化するという動きに合わ

せて、あくまでも編集権の独立 6は確保した上で、ＮＨＫワールドＴＶも政府広

報に協力し、日本の価値観・考え方、および日本から見たアジア情勢の発信に

努めるべきではないかといった意見も出された。しかし、ＮＨＫワールドＴＶ

は、放送法の趣旨を踏まえ、今後も客観報道に努めるとともに、日本の重要政

策や公的見解、世論の動向を正しく伝えるという「国際番組基準」の趣旨を徹

底し、数あるアジアの国際放送の中で最も信頼される正確で公平な国際放送と

して、積極的な情報発信により日本への理解の促進を図るために存在すべきだ

との結論に至った。 

 

 もっとも、同時に、ＮＨＫワールドＴＶがわが国の政治・経済・社会・文化・

芸能・科学・観光などについて外国人に広く認識してもらうための活動に積極

的にプラットフォームを提供すべきであることは言うまでもない。 
 

5 放送法第 5条は、放送事業者は「番組基準」を定め、これに従って放送番組の編集を行

わなければならないことを規定し、同法第 29条第 1項第 1号チは、これを経営委員会が議

決により定めるものとしている。 
6 放送法第 3条は、「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人から

も干渉され、又は規律されることがない」旨定めている。 
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（２）番組の多様化 

 

一方で、そのような基準のもとで多様な放送内容を実現する可能性が十分に

あるにもかかわらず、必ずしも実現できているとは言えないことが課題である。 

2013年度のＮＨＫワールドＴＶは、およそ 70％が報道番組、およそ 30％がイ

ンフォメーション番組となっている。しかしながら、これからＮＨＫワールド

ＴＶの認知度の向上を図るためには、娯楽番組を加えることなども含め、より

多様な番組を揃える必要があり、また、それに伴い各種番組別の放送時間比率

の見直しも視野に入れて検討すべきである。さらに、番組の多様化においては、

ＮＨＫの有する豊富な番組と優れた制作力を最大限活用すべきである。 

 

①  毎正時ニュースのさらなる強化 

 ＢＢＣワールドニュースや、ＣＮＮインターナショナルと競合するサービ

スの毎正時ニュースについては、内容の充実を目指す必要がある。海外の外

国人から見て有効な情報源となるべく、ニュースの内容や配列の見直しや、

そのための取材力の強化を図るべきである。 

 

②  既存番組の掘り起こし、アーカイブの活用 

 ＮＨＫは良質な番組を多数保有しており、著作権処理などの課題があると

しても、可能な限り豊富なアーカイブを海外のニーズに合わせて積極的に活

用していくべきである。 

 なお、総務省は、「放送コンテンツ流通の促進方策に関する検討会」にお

いて、海外でコンテンツ展開を行う際の権利処理を効率的に行うための施策

の検討を進めている。総務省での検討状況を踏まえ、必要な施策に取り組ん

でほしい。 

 アーカイブの発掘に際しては、視聴者の視点に立って興味を引く番組を選

考するという観点から、様々な国や地域の文化・慣習に精通した文化人・専

門家を番組選考委員とするほか、例えば国内に居住する外国人やその家族、

日本での居住経験のある外国人などの協力を得て、その意見を活用すること

が望ましい。 

 

③  視聴者の拡大に向けたＮＨＫ番組の品質の訴求 

ＮＨＫの番組は、海外で数多くの賞を受賞するなど、その品質の高さには

定評がある。そのような番組の品質を維持・継続するとともに、ＮＨＫワー

ルドＴＶのなかで積極的に受賞作を放送し、スポットなどで受賞を前面に出

した番組宣伝を実施すべきである。 
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④  視聴者の拡大に向けた地域密着型特集番組の制作 

 世界の国や地域に住む人々がＮＨＫワールドＴＶを認知し視聴するきっ

かけを作り、視聴者の拡大につなげるため、その地域に住む人々に密着した

特集番組を制作・放送することが効果的である。 

 

⑤  4時間 1クール編成の見直し 

視聴者の興味を引き、多様な番組を放送するために、現在の 4時間 1クー

ルの編成を見直し、6 時間 1 クールとすることも併せて検討すべきである。

この点については、2011年にＮＨＫでも同様の検討がなされたが、受信料値

下げの実現のため、その予算を確保することがかなわず見送った経緯がある。

しかしながら、一層効率的な事業運営に努力し、番組の内容の充実を図るこ

とを前提に、今日的な視点であらためて検討すべきである。 

 

⑥ 関係機関の協力体制によるｊｉｂｔｖの充実 

 現在、日本においては、官民による様々な海外への情報発信の取り組みが

行われている。これまでのところ、それぞれの主管が異なることもあり、活

動もそれぞれで行われてきた。しかしながら、どの活動についても世界に対

して日本の強みを発信し、日本のファンを増やしていこうとする共通の目的

があり、共通した内容であることも多い。対外的なソフトパワーを一層強化

していくためには、これらの活動に「横串を通す」ことが、わが国にとって

必須の課題となる。 

このことにより、無駄なコストを削減できるのみならず、限られた官民資

金を有効に活用し、効果的な情報発信が可能となる。ひとつの現実的な横串

の通し方は、ｊｉｂｔｖが各活動に対して「発信の場」を提供するプラット

フォーム機能を果たすことである。 

そして、そのためには、例えば、 

・日本各地の紹介番組を放送し、「ビジット・ジャパン」の活動を支援する 

・「海外メディア芸術祭」に出品された作品を放送する 

・「おいしい日本プロジェクト」の一環として、日本食や日本の食文化を紹 

介する番組を農林水産省と共同で制作する 

などを行うことが考えられる。 

 これらは、まさしく関係機関が協力して行う取り組みであり、ＪＩＢは広

告収入の獲得を含めて、その役割を最大限に発揮すべきである。なお、番組

制作に際しては、引き続き外部プロダクションを積極的に活用していくべき

である。 

 

（３）各国の視聴好適時間に合わせた番組編成の検討 

 

ＮＨＫワールドＴＶは、全世界を一つの放送でカバーしているため、視聴者
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はそれぞれの国や地域の視聴好適時間に視聴することになる。視聴者の拡大に

向けて、ある程度のゾーン・地域ブロックを設定し、それぞれの国や地域の視

聴好適時間に、それぞれのニーズに合わせた番組を編成することが望ましい。 

 

（４）視聴実態調査の拡充と活用 

 

ＮＨＫワールドＴＶの視聴者動向を把握し、的確に視聴者ニーズに即したサ

ービスを提供していくために、視聴実態調査を拡充するべきである。なお、調

査地域はこれまで実施してきた北米、欧州、アジアなどに加え、日本も対象と

すべきである。すなわち、日本は国際放送の放送対象地域ではないが、後述す

るインターネットサービスで番組視聴は可能であり、国内に居住する外国人や

外国人観光客は潜在的な視聴者であること、加えて事実上ＮＨＫワールドＴＶ

のスポンサーとも言える日本の受信契約者の動向を把握することは大きな意義

があることから調査地域に加えるべきと考える。 

この調査を通じて、ＮＨＫは、どのような人が、どのような点に魅力を感じ

てＮＨＫワールドＴＶを視聴しているのか、どのような番組に興味を持ち、潜

在的にどのようなニーズがあるのかなどを把握し、番組編成やプロモーション

などに活かしていくことが可能となる。 

また、ＮＨＫは、継続的に調査を実施し、ＰＤＣＡサイクルを回していくこ

とで、日本の受信契約者に対する説明責任を果たしていくべきである。 

 

なお、インターネットサービスによる視聴については、普段からその動向を

詳細に把握しておくべきことは言うまでもない。 
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２．インターネットサービスの充実 

 

（１）「公共放送」のインターネットサービスの現状 

 

 ヨーロッパの公共放送の中で、インターネットサービスの先鞭をつけたフラ

ンステレビジョンは、2005年にビデオ・オン・デマンド 7（ＶＯＤ）サービスを

有料で開始した。当初はユーザー登録数が伸びず、後に、一部有料のままとし

つつも無料サービスに転換した。現在はスマートフォン向けのサービスも実施

している。 

 フランスの動きを受けて、2007 年 7 月にイギリスのＢＢＣが iPlayer を開始

した。ＢＢＣは、同時再送信と見逃しサービス（放送後 7 日間無料でテレビや

ラジオ番組を視聴できるサービス）を無料で実施し、シリーズものを一括して

見ることができるシリーズスタッキングを実施するなど、公共放送のインター

ネットサービスの標準スタイルを確立した。 

 同じころドイツのＺＤＦがＺＤＦメディアティークを開始した。ＺＤＦは、

一部同時再送信、約 3 分の 1 を見逃しサービスとし、予告編の先行配信を行う

オンラインファーストなど付加的なサービスも無料で実施した。 

 アジアでは韓国が非常に早くからインターネットサービスに取り組んできた。

2002 年、ＫＢＳが有料ＶＯＤサービス（コンピアドットコム）を開始したが、

公共放送は無料でサービスすべきとの声があがり、2003 年に無料サービスを宣

言。同時再送信と見逃しサービスを実施している。民放などではＳＢＳが 2001

年から、ＭＢＣが 2003年からサービスを実施している。 

 

 一方、ＮＨＫにおいては、受信料を財源として行うインターネットサービス

は現在年間 40億円程度を上限（国際放送を除く）とするという基準（放送法第

20 条第 2 項第 2 号の業務の基準）があり、この基準に基づいて限定的な運用を

行っている。また、インターネットでのテレビ放送の同時再送信については、

東日本大震災時の報道などの事例はあるものの、原則的には行っていない。一

方、2008年 12月からは、受信料を財源としないＮＨＫオンデマンドで、一部の

番組について利用者負担による有料のサービスとして、放送した番組を当日ま

たは翌日から視聴できる「見逃し番組」と、過去に放送した番組を視聴できる

「特選ライブラリー」を実施している。しかし、利用者数は伸び悩んでおり、

各国の公共放送のインターネットサービスとの比較において、後れを取ってい

るという印象が拭えない。 

 

 

 

7 利用者がいつでも見たい時に様々な映像コンテンツを見ることができるサービスを意味

する。 
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（２）「国際放送」のインターネットサービスの現状 

 

国際放送の分野でもインターネットサービスは標準となっており、主要な国

際放送では、パソコンやスマートフォン、タブレット端末への同時再送信を実

施している。 

ＮＨＫワールドＴＶにおいても、ＮＨＫワールド・オンラインとしてインタ

ーネットサービスに対する積極的な取組みを開始しており、2009 年から同時再

送信を開始し、2010 年からは一部のスマートフォン向けのアプリを公開、ほぼ

実際の放送の番組表に準じた同時再送信を実施している。なお、東日本大震災

で利用者が急増し、震災後 2 週間で 540 万人がこのＮＨＫワールド・オンライ

ンを訪れた。また、スマートフォンとタブレット端末での視聴アプリのダウン

ロード数は約 200万に至る。 

より積極的なインターネットサービスを推進しているイギリス（ＢＢＣワー

ルドニュース、ＢＢＣワールドサービス）、フランス（France24）、ドイツ（ド

イチェ・ベレ）においては、自局サイトのみならず、外部の動画配信サイトに

おいても同時再送信を実施している。 

 

（３）ＮＨＫ・ＪＩＢが行うインターネットサービスの制約 

 

現在のところＮＨＫには、テレビ国内放送のインターネット同時再送信を行

うことは認められていない。また、放送を目的に設立された特殊法人であるＮ

ＨＫがインターネット事業に進出することは、民業圧迫やＮＨＫの肥大化につ

ながるとして日本民間放送連盟（民放連）、日本新聞協会が反対の姿勢を示して

いる。 

一方、前述のとおり外国人向けの放送であるＮＨＫワールドＴＶについては、

国内においてもインターネット同時再送信を行うことが認められている。これ

は、2001 年 12 月 21 日の総務省放送政策研究会の第一次報告において、例外的

に「災害・危機管理情報」、「選挙情報」、「外国語情報の提供」に限っては、積

極的に提供していくことが適当との見解が示され、これを受け総務省が、ＮＨ

ＫワールドＴＶをＮＨＫがインターネット同時再送信することを、放送法第 20

条第 2項第 5号に定める「放送の附帯業務」として認めたことによる。 

しかしながら、ＪＩＢが行う独自放送であるｊｉｂｔｖの番組については、

広告が付いていることや、ＮＨＫによるインターネットサービスの対象要件と

なっている「ＮＨＫの放送番組」に当たらないため、ＮＨＫワールド・オンラ

インで配信していない。そのため、ＮＨＫワールド・オンラインでは、ＮＨＫ

ワールドＴＶの番組には番組表通り視聴できるが、ｊｉｂｔｖの番組について

は視聴できないという状況になっている。 
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（４）インターネットサービス充実に向けての提言 

  

本諮問委員会は、各国の公共放送、国際放送におけるインターネットサービ

スの状況を踏まえ、外国人向けテレビ国際放送におけるインターネットサービ

スの充実に向けた具体的な展開の方向性について、次のとおり提案する。 

 

① チャネル戦略の重点施策に位置づける 

インターネットサービスは、世界規模でのコンテンツ配信を、ほぼリアル

タイムで可能とするサービスである。受信料を主な財源として行う業務とし

て、その効果を示しながら実施できるサービスであるということからも、今

後のチャネル戦略の展開においては、インターネットサービスにより力点を

置いた予算面、人材面の取り組みを行っていくべきである。 

 

② TV Everywhere戦略を展開 

すでに国際的な潮流となりつつある TV Everywhere 戦略 8を採用して、伝

送路の多様化（放送波の他にＣＡＴＶ、ＩＰＴＶ9、インターネットによる配

信）、視聴端末の多様化（テレビの他に、パソコン、スマートフォン、タブ

レット端末、フィーチャーフォン 10等での視聴）、視聴形態の多様化（放送な

らびにＶＯＤ）を図るべきである。また、特に多様な視聴端末に向けてのイ

ンターネットによるＶＯＤの充実に取り組むべきである。 

 

③ 広告収入拡大への利用 

インターネットはページビュー11の計測などにより、視聴者数の把握など

が可視化しやすいメディアであることから、広告効果も測定しやすい。ＪＩ

Ｂは、その点を活用して、スポンサーの獲得、広告収入の拡大に取り組むべ

きである。 

 

④ 多言語サービスの展開 

さらなる普及促進を図るためには、多言語によるサービスを実施すること

が望ましい。そして、そのためには、あらかじめ主要対象国を絞り込み、英

語以外の数か国語について字幕による多言語サービスを期間限定で試行す

ることや、その実施結果を検証したうえで順次使用言語を拡大することを検

8 番組をテレビだけでなく、パソコン、タブレット端末、スマートフォン等でも視聴でき

るサービスを意味する。 
9  IP（Internet Protocol）を利用してデジタルテレビ放送を配信するサービスを意味す

る。 
10 基本的な機能のみの携帯電話（ベーシックフォン）ではなく、インターネットとの親和

性が高く第三者が開発する多様なアプリケーションを自由に取り込むことができるスマー

トフォンでもない、事業者仕様のアプリケーション設計に基づく高機能携帯電話を意味す

る。 
11 サイト、又はサイト内のページが閲覧された回数・アクセス数を意味する。 
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討すべきである。なお、試行に際しては、字幕制作が難しいニュースなどの

生放送を除いた番組を対象とする。 

さらに、将来的には、より多くの視聴者が期待できる吹替え版の放送によ

る多言語化の実施を検討することが望ましい。 

 

（５）外国人向けのインターネット配信による「リニア型サービス」12の実現 

  

本諮問委員会は、ＮＨＫワールドＴＶとｊｉｂｔｖが共に、国内外を問わず、

インターネットで放送と同時に視聴できるリニア型サービスの実現を強く望む。

このサービスの実現に向けて、次のような施策が実現できる環境整備を要請す

る。 

 

① 国内におけるｊｉｂｔｖの同時再送信の実施 

外国語による国際放送は日本語を母国語としない外国人を視聴の対象と

しており、ＮＨＫと民間放送各局が行っている日本語による国内放送とは次

元の異なった放送である。そういう意味で、放送政策研究会が国内において

も外国語情報のインターネットサービスの実施を特別に取り扱うとした見

解は妥当である。 

しかしながら、前述したとおりｊｉｂｔｖについては国内では同時再送信

されていないという実態がある。今後、国際放送の財源の多様化により、ｊ

ｉｂｔｖの放送時間が増えていくことが期待されるなか、放送事業者による

インターネットサービスの国際標準（同時再送信とＶＯＤの実施）の実現、

また、国内外に居住する視聴者のメリットの増大などのためにも、ｊｉｂｔ

ｖについても国内でのインターネット同時再送信は実施されるべきである。 

このことにより、国内外を問わず外国人向けテレビ国際放送の全ての番組

がインターネットで視聴できることになる。 

なお、実施に際しては、ｊｉｂｔｖで放送される番組の広告が、ＮＨＫワ

ールドＴＶによって放送される番組へ影響を与えないような配慮を行いつ

つ、ＮＨＫワールドＴＶもｊｉｂｔｖも同一のサイトで視聴できることが望

ましいのは言うまでもない。 

 

② 外部の動画配信サイトを通じたサービスの実施 

ヨーロッパの先行する国際放送では、外部の動画配信サイトを経由した

インターネット同時再送信を実施している。これと同様に認知度の向上、

視聴機会の拡大の視点で、わが国の外国人向けテレビ国際放送についても、

外部の動画配信サイトを経由した同時再送信が行われるべきである。 

 

 

12 放送局の番組編成に従ったテレビやラジオの放送などを意味する。 
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（６）将来的なサービスの実現に向けて 

  

スマートテレビの登場などにより、サービス形態も変わってくる。情報があふ

れる時代においては、テレビではなるべく短く、単純化した情報発信が効果的

であり、インターネットサービスでさらに情報の深掘りをさせるといった放送

と通信が連携したサービスが求められてくる。将来的には国際放送においても

インターネットのＮＨＫワールド・オンラインの内容を高度化し、新たなサー

ビスが機動的に実施されることを期待する。 

 

 

 

 なお、ここに掲げた施策については、現在の法制度のもとでは対応できない

部分、あるいは対応が難しい部分がある。外国人向けテレビ国際放送の強化の

観点から法制度の見直しや、より柔軟な対応を検討すべきである。 
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３．プロモーション活動の強化 

 

（１）現状における課題と基本的な考え方 

 

 いかにサービスを充実させたとしても、視聴者がＮＨＫワールドＴＶを認知

していなければ、サービスは届かない。2011 年度の視聴可能者を対象にしたＮ

ＨＫ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、香港では 59％、シンガポールでは 38％と、アジアでは比較的高いが、ワ

シントンＤＣで 13％、イギリスで 9％と、欧米では低い。 

 海外におけるＮＨＫワールドＴＶの認知度向上と、さらには、事実上ＮＨＫ

ワールドＴＶの財源を担っている日本の受信契約者、また、長期にわたる、ま

たは、頻度の高い視聴を期待することができる国内に居住する外国人や外国人

観光客の認知を得ることは喫緊の課題である。 

 そのためには、いかにＮＨＫワールドＴＶの存在を話題化し、認知度を向上

させるかが重要である。 

 そして、国内外での認知度向上とそのための話題化について、広報と広告の

両輪で取り組み、その成果により新たな視聴者を獲得し、その反響を番組制作

や編成に活かすＰＤＣＡの仕組みづくりが必要である。 

 

 また、プロモーションやマーケティングの実務経験を有し、時宜に適したプ

ロモーション施策を立案し、実行できる人材の確保も重要な課題である。 

 

（２）プロモーション活動を行う上での留意点 

 

 プロモーション活動を通じてＮＨＫワールドＴＶを話題化させるためには、4

つの留意すべき点がある。 

まず 1点目として、充実したサービスの存在が前提であるということ。話題

となるサービスが存在しなければ、視聴者は反応しない。「放送サービスの充実」

で述べた「番組の多様化」や「各国の視聴好適時間に合わせた番組編成の検討」

などの取り組みを通じて、はじめて視聴者の話題になるということを念頭に置

くべきである。 

2点目は、競合する他メディアも取り上げるようなプロモーションでなければ

ならないということ。 

3点目として、話題化の切り口を作るということ。例えば Facebookや Twitter

などのフォロワー数を見ても、ＢＢＣやＣＮＮと比べてＮＨＫワールドＴＶに

対する興味や関心の度合いは極端に低い。これまでの活動の軌道修正といった

程度ではなく、原点に立ち返った大胆な見直しが必要である。 

最後に、4点目として視聴者層・潜在視聴者層の実態把握を十分に行うという

こと。現状においてこの点は必ずしも十分ではなく、「放送サービスの充実」で
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述べたとおり、視聴実態調査の拡充などを通じて正確に把握し、検証していく

ことが大切である。 

 

（３）国内に居住する外国人・外国人観光客向けプロモーションの充実 

 

 約 200万人の国内に居住する外国人、年間約 840万人の外国人観光客は、長

期にわたる、または、頻度の高い視聴を期待することができる潜在的視聴者で

ある。これらの人々に対し、国内においてもＮＨＫワールドＴＶがインターネ

ットで、いつでも・どこでも視聴してもらえるという点について、積極的に周

知活動を行っていく。また、アジアの放送の中で最もバランスのとれたニュー

スを毎正時、英語で提供している国際放送という「強み」を訴求し、日本での

視聴をきっかけに、帰国後も継続して視聴してもらい、さらには周囲に紹介し

てもらえるように働きかける。 

 そして、このためには、例えば、成田国際空港などにおいて外国人が日本に

入国する際に、ＮＨＫワールドＴＶの視聴アプリをダウンロードすれば、今、

日本で何が起こっているかを、毎正時、英語で知る事ができるということを周

知するプロモーションを適宜適切に行う。また、外国人が日本を出国する際に

は、アジアについてのバランスのとれたニュースを毎正時、英語で見ることが

できるということを周知するプロモーションを行うことが有効である。 

 

（４）話題性のあるプロモーション施策の実施 

 

 プロモーション活動を通じて話題化の起点をつくるための具体案には以下の

ものがある。 

 

① 映像などによるプロモーション・ツール制作と海外での展開 

 ＮＨＫワールドＴＶは、世界をカバーするわが国唯一の英語による国際放

送であり、日本の文化・慣習を世界に発信する代表的手段である。 

 そのアンバサダー（親善大使）として、日本に好意的な世界的著名人を起

用した映像などによるプロモーション・ツールを制作・展開し、海外での話

題の起点とする。 

 アンバサダーには、日本の文化・慣習を世界に発信するという視点から、

外国人力士や歌舞伎役者など、日本独自の文化に根付いた伝統継承者を起用

することも考えられる。 

 

② 各国・地域のランドマークにモニュメントと大型ビジョンを設置 

 ニューヨークのタイムズスクエアなど、各国・地域のランドマークにＮＨ

ＫワールドＴＶのモニュメントと大型ビジョンを常置し、大型ビジョンには、

ＮＨＫワールドＴＶを映し出す。 
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 設置開始の際は、ＰＲイベントを開催し、前述したプロモーション・ツー

ルの出演者が登壇するセレモニーなどを行い、話題化をねらう。 

 

③ スポーツチームの公式スポンサー 

 例えばイングランド・プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドの

公式スポンサーとして選手のユニフォームへのスポンサードを行い、ＮＨＫ

ワールドＴＶの認知度向上を図る。ほぼ全世界で試合の露出がされるため、

各国・地域ごとの調整の必要がなく、一度に全世界に発信される。 

 

④ 各国・地域の主要紙での広告展開 

 既に一部実施しているが、ＮＨＫワールドＴＶについて、スマートフォン

の視聴アプリの紹介を含めて、各国・地域の主要紙で広告の展開をする。 

ストレートに番組内容を紹介するのではなく、日本の文化・慣習をテーマ

とした記事広告から、ＮＨＫワールドＴＶの視聴に誘導する。 

これまでに述べたプロモーション施策との連動により、効果を最大化する。 

 

⑤ 国際空港・国際線での展開 

 各地域・国の入り口となる国際空港や国際線でプロモーションを展開する。

前述した常設のモニュメントと大型ビジョンの設置を各国・地域の空港ロビ

ーでも同様に展開していく。 

さらには、これと連動する形で、国際線の機内誌に広告を出稿し、より効

果を高める。 

 

（５）デジタルメディア、ソーシャル・ネットワーキング・サービスの活用 

 

国内メディアが、ＮＨＫワールドＴＶの話題を積極的に取り上げることは、

期待できない。そのため、ＷＥＢニュースにターゲットを絞って話題化を狙う。 

また海外については、現地メディアへの働きかけのほか、日本からも「ワイ

ヤーサービス（有料でニュースやプレスリリースを配信するサービス）」を活用

し、視聴者とのコミュニケーションに有効なソーシャル・ネットワーキング・

サービス 13への導線をつくっていく。 

また、ＷＥＢニュースや、プロモーション・ツール、スマートフォンでの視

聴などにより、ＮＨＫワールドＴＶに興味を持ったユーザーをしっかり囲い込

むために、これまで以上に、Facebookや Twitterの情報を充実させる必要があ

る。

13 社会的なつながりをインターネットの上で構築するサービスを意味する。 
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Ⅳ.財源の多様化（財源の在り方） 

 

（１）財源の現状 

 

ＮＨＫの国際放送関係費は、2012 年度予算でおよそ 196 億円であり、その内

訳は、テレビが 133 億円（68%）、ラジオが 63 億円（32%）となっている。新た

な枠組みのＮＨＫワールドＴＶを開始した 2008 年度決算は、テレビ 76 億円、

ラジオ 74億円と拮抗していたことからも、近年の増加はもっぱらテレビ国際放

送の充実によるものである。196億円の約 8割にあたる 162億円が受信料からの

支出で、残りの 34億円が政府からの交付金となっている。 

ＪＩＢについては、当初期待されたスポンサー収入は、現時点では限定的で

あり、2013年度事業計画においては 2億円弱を見込んでいるのみである。 

 

（２）基本的な考え方 

 

ＮＨＫの事業支出全体に占める国際放送関係費の比率は 3%程度ではあるが、

受信料収入が順調に伸長しない限り、国際放送へさらに予算を振り向けること

は困難である。すなわち、外国人向けテレビ国際放送全体の財源については、

受信料からの支出増や交付金の増額に期待するのではなく、ＪＩＢの広告収入

を含む新たな財源を確保することが求められている。 

一方、地道な合理化努力の積み重ねによって限られた予算の有効活用を図る

ことは重要であり、ある程度の成果を出すことは可能であるが、現在抱えてい

る財源・経営資源の制約の問題を、根本的に克服することにはつながりにくい。 

したがって、ＮＨＫ本体は広告収入を得ることはできないものの、従来の枠

組みに囚われることなく、自由な発想で財源問題の解決案を検討することが必

要である。 

 

（３）具体的施策 

 

① 業務実施体制の見直し 

財源の在り方については、まずＮＨＫ自らが関連団体も含めた業務実施

体制を見直すなど、一層の合理化に取り組むべきである。 

外国人向けテレビ国際放送の実施や、ＮＨＫグループの国際展開におい

ては、ＪＩＢを含むＮＨＫの関連団体が数多く関わっている。しかしなが

ら、外部からは、どの団体がどのような業務を行い、また、全体のなかで

どのような役割を分担しているのかが分かりにくい。統一的なブランド戦

略の視点からもそれぞれの役割を明確にし、整理すべきことは整理し、ま

た、機能や役割に重複があるのであれば、その業務を見直すなど、常に業
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務体制の最適化の努力を行うべきである。これらの結果が全体の経費削減

につながり、また、プロモーション活動の強化など新しい取り組みへの挑

戦の機会をつくることにもつながる。本諮問委員会としては、この点に関

する検討が間をおかずに始まることを期待する。 

なお、そうした業務実施体制の見直しにおいて、あらためて検討すべき

は、ＪＩＢの位置づけである。本諮問委員会は、スポンサー収入の拡大等、

ＪＩＢの活用の余地は十分にあり、むしろこれまでは、その可能性を活か

しきれていなかったと考える。まずはＪＩＢの体制や活動内容の強化を図

るべきであると提言する。 

 

② ラジオ国際放送の見直し 

ラジオ国際放送の見直しは、ＢＢＣ、ドイチェ・ベレなどでもすでに取

り組んでおり、ＮＨＫでも 2007年度にスウェーデン語、ドイツ語、イタリ

ア語、マレー語の 4 言語について短波放送を止め、テレビ国際放送へ経営

資源を移転している。今回さらにそれを推し進め、インターネットサービ

スやテレビ国際放送の充実に経営資源を移転する。 

 

③ 日本企業向けマーケティング活動の積極展開（スポンサー収入の拡大） 

ｊｉｂｔｖについては、企業・団体がスポンサーとなったケースは幾つ

かあるが、まだまだ限定的である。日本企業における外国人向けテレビ国

際放送の認知度は高くなく、広告への活用に結びついていない現状にある

と思われる。日本の企業・団体の対外情報発信の手段として、積極的な売

込みを図り、広告収入の増に結び付ける。 

具体的には、「マーケティングチーム」を立ち上げ、多様な企業・団体に

よるｊｉｂｔｖの活用を促進することにより、独自番組売上の飛躍的な拡

大を目指す。また、そのための実施計画を早急に策定する。 

 

④ 同趣旨の活動（「クール・ジャパン」、「ビジット・ジャパン」など）との連

携による、官民資金の効率的活用 

 前述したⅢ.1(2)⑥「関係機関の協力体制によるｊｉｂｔｖの充実」の取

り組みにより、政府および民間の資金を有効に活用することで、財源の多

様化を図る。 

 

⑤ 「国際放送応援団」による予算の有効活用 

限られた予算を有効に活用するという観点から、国際放送に関わる経営

資源（特に人的資源）を充実させるための方法として、いわば「国際放送

応援団」というべき活動を組織することを検討すべきである。 

具体案の第一は、外資系企業の日本駐在員やその家族のような国内に居

住する外国人に番組の企画・取材・レポーター等の協力を得ることである。
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彼らは日本を知ることに積極的であり、世論の形成に強い影響力を持つ人

が多い。また、帰国後は、本放送の視聴を周囲に広げる役割を期待できる。 

具体案の第二は、退職したプロデューサー等の人材の活用である。番組

作りに今なお強い関心と情熱を持つ者は多く、ボランティアとしてその協

力を得ることで、より効果的・効率的に番組の充実を図っていくことが期

待できる。 
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Ⅴ.実施体制 

 

（１）ＮＨＫとＪＩＢの役割について 

 

外国人向けテレビ国際放送の実施主体はＮＨＫとＪＩＢである。ＮＨＫは、

放送法の定めによりＪＩＢを子会社として保有し、ＮＨＫワールドＴＶの番組

制作の一部と送信業務をＪＩＢに委託している。現地のケーブルテレビ局など

との契約についても、任意で業務委託している。またＪＩＢは独自にｊｉｂｔ

ｖを放送している。 

この枠組みは、2007 年の放送法改正の趣旨として、外国人向けテレビ国際放

送の財源の多様化と、将来的な実施主体としてＪＩＢの成長と自立を期待した

ものであり、これまで述べてきた提言は、現行の枠組みを意識して、その範囲

で取り組むべきことを示してきたものである。 

 

ただし、検討の過程においては、ＮＨＫとＪＩＢの役割について、抜本的に

見直すべきだとする意見も出された。 

 

例えば、 

・ 外国人向けテレビ国際放送はＮＨＫがすべてを行い、ＪＩＢは受信環境整備

と日本の番組の海外普及における商社機能に特化すべきではないか 

・ ＪＩＢの制作機能は見直し、広告収入等によるｊｉｂｔｖの番組制作はすべ

て外注したらよいのではないか 

・ ひとつのチャンネルの中でＮＨＫワールドＴＶとｊｉｂｔｖというふたつ

のサービスが混在していることの意義は、送り手側の事情によるもので、視

聴者にとっては意味がない 

 

これらの意見は、現在のＪＩＢの位置づけを大きく変えることを意味するも

のであり、見直しに際しては、放送法改正の必要があるものも含まれるが、い

ずれもこのままではＪＩＢの成長と自立の見通しが立たないという認識のもと

出されたものである。 

しかしながら、外国人向けテレビ国際放送において、交付金を除く国費や民

間資金の受け皿は、現行制度の中ではＪＩＢのみであり、前述した「クール・

ジャパン」、「ビジット・ジャパン」等との連携による横串活動を実行に移して

いくためには、この枠組みを今後、有効に活用していく必要があることも事実

である。 

 

こうした理由により、今回の検討の中では、直ちに大きく枠組みを変えるべ

きとの結論には至らなかったが、最大の課題は、ＪＩＢ設立の趣旨が十分に活
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かされず、期待される効果が発揮できていないことにあると考える。外国人向

けテレビ国際放送を強化するためには、ＪＩＢの存在が必要であることは間違

いない。今回示された意見を踏まえつつも、今一度、ＪＩＢ設立の趣旨に立ち

返り、その価値を最大化するべく改革を行い、将来的にはＮＨＫから独立した

国際放送の実施主体として成長することを強く期待する。 

ＮＨＫとＪＩＢの役割、とりわけＪＩＢの在り方については、今後の活動状

況を見ながら、引き続き検討していくべき課題と考える。 

 

（２）人材の確保 

 

 これまで、外国人向けテレビ国際放送は、主にＮＨＫの職員やスタッフ、Ｊ

ＩＢにおいてもＮＨＫ出身者が中心となってその業務にあたってきた。 

 放送開始の際も、主にＮＨＫ内の人材により対応してきた。 

 一義的にＮＨＫは、国内放送を主な業務としており、そのための人材は数多

く抱えているが、外国人向けの国際放送の業務に適切かつ効果的に対応できる

人材は限られている。現時点においても人員不足の状況にあるという。 

 

 放送やインターネット等のサービスの充実とプロモーションの強化により、

これからの外国人向けテレビ国際放送をより良いものとしていくためには、新

たな人材の確保が必要である。 

 高い語学力を有する者であることは当然として、外国人視聴者の目線を持つ

番組制作経験者、海外特派員経験者、インターネット事業の経験者、世界を相

手にしたプロモーションの経験者から、全体を統括する経営人材に至るまで、

これまでいなかった多様な専門性に着目し、優秀な人材を国内にこだわらず海

外も視野に入れて求めていくべきである。 

 特に、海外プロモーション関係に強い人材は、外部から確保したい。これま

では放送の実施に向けた人材の確保が中心であったと想像するが、これからは、

プロモーションの強化に向けた人材の確保が必要となる。 

 

 ＪＩＢについては、将来的な自立に向けて、経営トップに大きな権限と責任

を与え、不退転の決意で大胆な改革を実行すべきである。 

 

 新規採用による人的コストの増や、将来にわたる雇用リスクがあるのであれ

ば、前述した、職員やスタッフとしての雇用を前提としない、「国際放送応援団」

の支援を求めるなど、様々な可能性を模索すべきである。 

 

 いずれにしても、現状の体制のままでは外国人向けテレビ国際放送の一層の

強化・充実は難しい。人的資源を含めた経営資源の移転を強く望む。 
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ま と め 

 

 これまでの提言の趣旨について、次のとおりまとめる。 

 

■ 外国人向けテレビ国際放送の目的 

わが国の政治・経済・社会・文化・芸能・科学・観光などを放送対象とし

て、幅広い分野での国民の利益の増進を図るとともに、アジアを代表する国

際放送となることを目的とする。 

 

■ 改革の基本方向 

引き続き、サービスの充実と受信環境の整備に取り組みつつ、認知度を高

め、視聴を促進するためのプロモーションを強化し、外国人に向けた情報発

信の重要なプラットフォームとして機能することを目指すべきである。 

 

■ 放送サービスの充実 

「国際番組基準」の趣旨を徹底し、アジアの放送で最も信頼される正確・

公平な国際放送として、積極的な情報発信により日本への理解・共感の促進

を図る。既放送番組の活用や、関係機関との協力などにより、番組の多様化

を図るとともに、編成上の工夫や視聴実態調査の拡充と調査結果のフィード

バックを図るべきである。 

 

■ インターネットサービスの充実 

インターネットをチャネル戦略の重点施策として位置づけ、 TV 

Everywhere戦略の展開や、多言語サービスの試行を行う。国内外問わずにＮ

ＨＫのサイトや外部の動画配信サイトで外国人向けテレビ国際放送を視聴

できるサービスの実現に向けた条件整備を進めるべきである。 

 

■ プロモーション活動の強化 

海外で新たな切り口による話題性のあるプロモーションを展開するとと

もに、国内に居住する外国人や外国人観光客に向けた積極的なプロモーショ

ンを実施し、さらには WEBニュースや Facebook、Twitterなどのデジタルメ

ディアの積極的な活用を通じて認知度を高め、視聴につなげるべきである。 

 

■ 財源の多様化（財源の在り方） 

ＮＨＫは、関連団体も含めた業務体制の見直しや、ラジオ国際放送の見直

しなど経営努力を行い、資源の有効活用を図る。ＪＩＢは日本企業向けのマ

ーケティング活動の積極展開や「クール・ジャパン」などの活動と連携して

官民資金の受け皿としての役割を十全に果たすべきである。 
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■ ＮＨＫとＪＩＢの役割 

ＪＩＢは設立の趣旨に立ち返り、外国人向けテレビ国際放送の実施におけ

る存在価値を高める改革を行い、将来的にはＮＨＫから独立した国際放送の

実施主体として成長することを期待する。 

ＮＨＫとＪＩＢの役割、とりわけＪＩＢの在り方については、今後の活動

状況を見ながら、引き続き検討していくべき課題であると考える。 

 

■ 人材の確保 

ＮＨＫ・ＪＩＢともに、外国人向けテレビ国際放送を強化するための、新

しい人材として、実務経験者から経営スタッフに至るまで、海外も視野に入

れつつ多様な専門性を持つ人材を広く求めていくべきである。 
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おわりに 

 

国際社会におけるわが国の存在は、かつてに比べると決して大きくはない。

一方で急速なグローバル化の進展、東アジアを中心とする情勢の変化を踏まえ

ると、海外への積極的な情報発信により日本への理解促進を図ることの重要性

は、より高まりつつある。 

国際放送の強化は、こうした流れの中で進められてきたが、昨今はこれまで

以上に、その役割を果たすことへの強い期待が多方面より寄せられている。 

このような中で、これからの外国人向けテレビ国際放送には、数あるアジア

の国際放送の中で最も信頼される正確で公平な国際放送を発信するメディアを

目指して、今後も客観報道に努めるとともに、日本の重要政策や公的見解、世

論の動向を正しく伝えて、積極的な情報発信により、政治・経済・社会・文化・

芸能・科学・観光など、ひろくわが国の実情を紹介して、日本に対する正しい

理解・認識を促進する重要な役割を担っていくことを期待する。 

 

なお、今回の検討を進めるなかで、日本と海外における放送サービスの在り

方の違いが浮き彫りとなった。 

多くの国では、放送にあわせてインターネット同時再送信を行い、見逃しサ

ービスを含むＶＯＤサービスを実施している。国際的にはこれらのサービスを

含めて放送サービスと位置付けることが標準となりつつある。視聴者が多様な

伝送路・視聴端末・視聴形態によって情報に触れる機会が増えていることを踏

まえれば、利便性の向上と更なる普及促進の観点で、インターネットサービス

の一層の充実に取り組むことは当然のことといえる。 

一方で、日本における放送の概念は未だに従来のものから変わっておらず、

放送を行うことを目的として設立されたＮＨＫがインターネットサービスを行

う際は、放送の補完として限定的に行うこととされている。 

しかし視聴者としては、正確な情報や、優れた番組であればあるほど、いつ

でも、どこでも、どんなかたちでも触れることができる方が望ましい。日本に

おけるこれからの放送の在り方についても強く考えさせられたことを述べてお

きたい。 

 

国際放送の分野での競争も激化している。中国、韓国に加え中東も力を入れ

てきている。そうした中でも、ＮＨＫワールドＴＶがＢＢＣ、ＣＮＮに比べて

もひけを取らない、アジアを代表する存在感あるメディアに成長することを期

待する。その結果として、幅広い分野での国民の利益の増進を図ることにつな

がり、ひいては日本の発展につながると確信する。 
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 経営委員会には、本諮問委員会の答申を真摯に受け止め、外国人向けテレビ

国際放送のさらなる強化に向けたより一層の改革に取り組んでいただくことを

強く期待する。 
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「外国人向けテレビ国際放送」の強化に関する諮問委員会 構成者名簿 

（五十音順、敬称略） 

 

 

諮 問 委 員 

鈴
すず

 木
き

 英
ひで

 夫
お

  東映株式会社 執行役員 国際営業部長 

 

◎ 月
つき

 尾
お

 嘉
よし

 男
お

  東京大学名誉教授 

 

 西
にし

 浦
うら

 裕
ゆう

 二
じ

  アクサ生命取締役会長 

 

 松
まつ

 山
やま

 良
りょう

 一
いち

  日本政府観光局（ＪＮＴＯ）理事長 

 

○ 村
むら

 上
かみ

 輝
てる

 康
やす

  産業戦略研究所代表 

 

 

担当経営委員 

 石
いし

 原
はら

   進
すすむ

 ＮＨＫ経営委員会委員、九州旅客鉄道取締役会長 

 渡
わた

 
なべ

 惠
え

理子
り こ

 ＮＨＫ経営委員会委員、ＮＨＫ監査委員、弁護士 

 

 

◎座長、○座長代理 

 

以 上 
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ＮＨＫワールドの概要 
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ＮＨＫの海外に向けた情報発信

ワールドＴＶ

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ワ

外国人向け 英語放送

衛星放送やＣＡＴＶ等で報道番組 ｲﾝﾌｫﾒ ｼ ﾝ番組を放送 衛星
ワ ルド

ワ
ー
ル
ド

衛星放送やＣＡＴＶ等で報道番組・ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ番組を放送 衛星
ホテル

ワールド・

プレミアム

ド
海外の日本人向け 日本語映像サービス

ニュース、ドラマ、子ども番組等を配信

日本語＋日本語＋1717の言語で音声サービスの言語で音声サービス

ケーブルテレビ
/IPTV

家庭

ラジオ日本
日本語＋日本語＋1717の言語で音声サ ビスの言語で音声サ ビス

短波に加え、海外放送局の中波・FM波等を利用

ワールド・

オンライン

日本語＋日本語＋ 1717の言語でインターネットサービスの言語でインターネットサービス

ＮＨＫワールドＴＶのライブストリーミング
ニュース・情報のテキスト･音声配信 一部言語の動画配信ニュ ス 情報のテキスト 音声配信、 部言語の動画配信

http://www9.nhk.or.jp/pr/keiei/hensei/hensei02.htmＮＨＫワールド放送番組時刻表

ＮＨＫワールドＴＶ

 基幹衛星、地域衛星等を使って、世界各地で放送
 受信可能エリア：

 英語化率：

 放送時間：

２．５億世帯

１００％

２４時間

IS-20
68.5°E IS-19

166°E
IS-21

58°W

Asiasat 3s
105 5°E

IS-12
45°E

EUTELSAT 
36B

Turksat-2A
42°E

Asiasat 5
100 5°E

Vinasat 1
132°E

ASTRA 4A  5°E

基幹衛星
・世界を広くカバー
・大パラボラが必要

地域衛星
地域ごとに放送

BADR-4
26°E

EUTELSAT  
HOT BIRD 

13A
13° E

EUTELSAT 
28A

28.5°E

AMC4
101°W

（ホテル向け）

105.5 E45 E36B
36°E

42 E

Optus-D2
152°EInsat-4B

93.5°E
IS-18

180°E
Palapa-D

°

100.5 E 132 E

Koreasat6
116°E

NSS 11
108.2°E

・地域ごとに放送
・小パラボラで受信可

ASTRA-1KR
19.2°E

AMOS-2
4°W

113°E

Hispasat 1E
30°W Apstar -7

76.5E

ＮＡＰＡ
米西海岸

KDDI山口



テレビ国際放送のあゆみ

平成3年 平成7年 平成21年2月

テレビジャパン
ＮＨＫが

テレビ国際放送
外国人向けと

在外邦人向けに

ＮＨＫワールドＴＶ

外国人向けの放送
（英語）

事業開始
テレビ国際放送

開始
在外邦人向けに

完全分離

ＮＨＫは番組提供のみ
（実施主体はJNG（北米）とJSTV（欧州））

ＮＨＫの業務として法定化

ＮＨＫワールド・プレミアム

在外邦人向けのサービス
（日本語）（日本語）

ラジオ

国際放送の予算と体制

190 7 195 6 200.8

250

ラジオ
ラジオ交付金
テレビ
テレビ交付金

118.5 112.8
127.7

150.9

178.8
190.7 187.4

195.6

150

200

50

100

年 度 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

テレビ 28.9 27.8 48.0 78.6 111.4 124.0 123.9 133.1 138.5

0

内交付金 0 0 3.0 15.2 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5

ラジオ 89.5 85.0 79.7 72.3 67.4 66.7 63.4 62.5 62.2

内交付金 22.7 22.5 21.5 18.0 10.5 9.5 9.4 9.4 9.4

年度 降 抜 （単位：億円）（※24年度以降は税抜き）

 職員： 約１９０名

主な業務：
・ＮＨＫワールドＴＶ、ラジオ日本の受信環境整備
・ＮＨＫワールドＴＶ、ラジオ日本のニュース・番組の取材・制作
ＮＨＫワ ルドＴＶ ＮＨＫワ ルド プレミアム ラジオ日本の編成

国際放送局

 外部パワー： 約６００名

（24年度）

・ＮＨＫワールドＴＶ、ＮＨＫワールド・プレミアム、ラジオ日本の編成
・ＮＨＫワールド・オンライン運営、管理、コンテンツ制作
・海外の視聴動向調査
・広報・海外視聴者対応 など



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日本国際放送（ＪＩＢ）の概要 
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㈱⽇本国際放送（ＪＩＢ）の概要
平成１９年の改正放送法に基づき、外国⼈向けテレビ国際放送の番組制作と送信業務について、

ＮＨＫから委託することが定められた「法定⼦会社」として設⽴された。
ＮＨＫからの委託をうけ、国際放送の番組制作や送信業務などを実施するとともに、ＪＩＢの独⾃

番組（ｊｉｂｔｖ）をＮＨＫワールドＴＶと同じチャンネルの中で放送している。番組（ｊｉｂｔｖ）をＮＨＫワ ルドＴＶと同じチャンネルの中で放送している。
平成２５年４⽉現在、ｊｉｂｔｖは毎週⾦曜⽇に３０分放送（１⽇６回繰り返し）している。

設⽴年⽉⽇ 平成２０年４⽉４⽇

資本⾦ ３億９千万円
ＮＨＫ 2.0億円（51.3％）

＜⺠間の株主＞
ＮＨＫエンタープライズ
ＮＨＫグローバルメディアサービス
丸紅⺠間 1 9億円（48 7％）

代表取締役社⻑ 川上 淳（かわかみ じゅん）

丸紅
伊藤忠商事
住友商事
⽇本テレビ放送網
東京放送ホールディングス

⺠間 1.9億円（48.7％）

主な事業内容 フジ・メディア・ホールディングス
テレビ朝⽇
⽇本マイクロソフト
ＮＴＴコミュニケーションズ
みずほコーポレート銀⾏

・テレビ国際放送向け番組の企画・制作
・テレビ国際放送の衛星等による送信 みずほコ ポレ ト銀⾏

⼤和証券グループ本社
共同テレビジョン
ウォーク

・インターネット等を活⽤した番組配信

従業員数 ６２名（平成２５年４⽉１⽇）

（単位：千円）

年 度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度（見込み）

財務状況の推移
                          年  度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度（見込み）

     区  分 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期

763,906 2,509,662 3,937,513 4,574,705 4,985,714

ＮＨＫ取引 741,439 2,412,259 3,031,184 3,491,434 3,693,275

 売上高

取引 741,439 2,412,259 3,031,184 3,491,434 3,693,275

その他の取引 22,467 97,403 906,329 1,083,271 1,292,439

△ 125,701 △ 16,283 79,806 138,647 231,329当期純利益

△ 125,701 △ 141,985 △ 62,178 76,468 307,797繰越利益剰余金

5,000,000

（千円）

350,000

（千円）

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

売上高

ＮＨＫ取引

150,000

200,000

250,000

300,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000
ＮＨＫ取引

その他の取引

100 000

50,000

0

50,000

100,000

第１期 第２期 第３期 第４期 第５期

（見込み）

0

500,000

1,000,000

第１期 第２期 第３期 第４期 第５期

（見込み）

200,000

150,000

100,000

当期純利益

繰越利益剰余金

（見込み）

（見込み） 繰越利益剰余金

※ 第5期は平成25年5月7日現在の見込み



 ＪＩＢの主な独自番組 

○JIBの独自番組とスポンサー収入による売り上げは、20年度から24年度にかけて段階的に増加。特に23年度と24年度については、総務省の平成23年度第三次補正予算事業 
  「我が国の国際放送を通じた情報発信」による震災復興シリーズ（FORWARD）により収入が顕著に増加し、それぞれ3.2億円、 4.3億円の売り上げとなった。 
○上記の補正予算は24年度で終了したため、25年度の事業計画では、独自番組とスポンサー収入による売り上げとして2億円弱を見込んでいる。ＪＩＢとしては、国の24年度補正 
  予算（コンテンツ海外展開などの促進のための補助金）などの活用も視野に入れ、いっそうの自主事業の推進を図るとしている。 

                            平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度
     区  分 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期

15本（15本） 51本（24本） 45本（35本） 58本（53本） 49本（44本)

・ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ世界選手権横浜大会

2本
同左 男女各1本（横浜市）

・「Ready,Set,Charge」1本

（ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ）

・「Wishing on Stars,Seeing the

Light」1本（ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ）

・「BEYOND THE TSUNAMI」1本

（内閣府）
Cerrado:Land for Innovation（JICA)

・福岡国際ﾏﾗｿﾝ1本（ﾃﾚﾋﾞ朝日） 同左 同左

・「LIGHT UP NIPPON」1本

（国際交流基金）

・「Breathing Atolls -Creating Art in

the Maldives-」1本

（国際交流基金）

・「東ｱｼﾞｱ共生会議2011」「世界文明

ﾌｫｰﾗﾑ2012」（文化庁、NHKﾌﾟﾛﾓｰｼｮ

ﾝ）関連番組3本

・「東ｱｼﾞｱ共生会議2012」（同左）

関連番組2本

・開局特番7本「Japan in the First

Person」（ＩＩＪ、JAL、NTTｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

ｽﾞ、ﾄﾖﾀ自動車）

・1周年特番「JAPAN 2010」

（NTTｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ、IIJ、丸紅、ﾏｲ

ｸﾛｿﾌﾄ、大和ｷｬﾋﾟﾀﾙﾏｰｹｯﾂ）

・2周年特番「SHIBUYA ALIVE」

（IIJ、JAL）

・3周年特番「Thank you from

JAPAN」

（外務省、IIJ、ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ、JAL）

・4周年特番「RESILIENT JAPAN」

1億1,004万世帯 1億2,537万世帯 1億3,655万世帯 1億5,405万世帯 1億5,972万世帯

独自放送本数（協賛付）

主な独自放送番組
（協賛・制作協力ほか）

・「Delicious Nippon」8本
（農林水産省、NHKｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ）

・「NIKKEI Japan Report」月1本

（日本経済新聞社）
同左

・「Japan in the Changing World」

2本（東芝）

・「Destination Sri Lanka A Heritage

for All Time」1本

（日本財団）

・「IN GOOD SPIRITS -SHOCHU &

AWAMORI」1本（日本酒造組合）

・「WILLING HANDS」6本

（日本財団)
同左 3本

・「Manabi-ya」13本半年ｼﾘｰｽﾞ（大一

商会、Bridge Asia Foundation)

・「Barasu :To Expose」2本

（JR東日本）

同左

・「Islands of Affluence」3本

（香川県、ﾍﾞﾈｯｾ、福武学術文化振興

財団ほか）

・「Connecting to the Future Global

Children'sEco Summit 2012」1本

（積水化学）

・「Living in the Ainu Tradition」

1本（北海道ﾃﾚﾋﾞ放送）

・「Kamuy -Encounter with the Ainu

Culture」1本

（北海道ﾃﾚﾋﾞ放送）

・「The Road to Recovery」2本

（ﾃﾚﾋﾞ東京、ﾐﾔｷﾞﾃﾚﾋﾞ）

・特選 日本音楽ﾗｲﾌﾞ「J-Music Live

Special」

・Standing Up,Moving Forward」

3本（富士ﾌｨﾙﾑ)

（JIB、ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞ）

・「Home Grown」3本（秋田放送、

東日本放送、RKB毎日放送）

・「Picture for the Future」1本

（ｵﾘﾝﾊﾟｽ）

・「Portraits of Courage～Face-to-

Face in Tohoku」1本（ｵﾘﾝﾊﾟｽ）

・「WAKE UP CALL～What we must

do for our Blue Planet～」1本

（旭硝子財団）

・「MIDORI Prize  :All for

Biodiversity」1本

（イオン環境財団）

・総務省・地域ｺﾝﾃﾝﾂ振興事業5本（東

海ﾃﾚﾋﾞ、ﾃﾚﾋﾞ熊本、札幌ﾃﾚﾋﾞ、信越放

送、中国地域民放4社）

・総務省・震災復興ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

「FORWARD」（15本×2回）

     同左（27本×2回）

     ﾍﾞｽﾄｾﾚｸｼｮﾝ1本

（参考）

  24時間視聴可能世帯数

        （年度末）

・「The Wisdom of the Biodiversity

The “Midori Prize ” Laureates' Rema

ｒks」1本（ｲｵﾝ環境財団）

・「Biodiversity Explained」1本

（ｲｵﾝ環境財団）
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