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平成２４年３月国際放送番組審議会議事概要 
 

平成２４年３月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第５７９回）は９日(金）ＮＨＫ放送セン

ターで９人の委員が出席して開かれた。 
会議では、まず最近のＮＨＫの動きについて、続いて最近の国際放送の動きについて説

明があり、意見交換を行った。ひき続き、視聴番組「ＳＰＯＲＴＳ ＪＡＰＡＮ」について説明

があり、意見交換を行った。最後に国際放送番組の放送番組モニター報告と視聴者意向報

告があり、会議を終了した。 
 

（出席委員） 
委 員 長 北村 俊昭   （国際石油開発帝石(株) 代表取締役社長） 

副委員長 今井  克 （(株)全国新聞ネット 代表取締役社長） 

委  員 内海 善雄 （前国際電気通信連合（ＩＴＵ）事務総局長） 

委  員 セーラ・マリ・カミングス 

  （(株)桝一市村酒造場代表取締役、(株)文化事業部代表取締役） 

委  員 瀬谷 ルミ子 （特定ＮＰＯ法人 日本紛争予防センター 事務局長） 

委  員 中山 俊宏 （青山学院大学国際政治経済学部 教授） 

委  員 沼田 貞昭 （鹿島建設(株) 顧問、一般社団法人 日本英語交流連盟会長） 

委  員 萩原 敏孝 （(社)経済同友会 副代表幹事） 

委  員 渡辺  靖   （慶應義塾大学環境情報学部 教授） 

 

 

（主な発言） 

 

＜最近のＮＨＫの動きについて および 最近の国際放送の動きについて＞ 

 
○ 英語リポート研修には、希望者が参加できるのか、それともある程度指名された者

が参加するのか。希望者はどのくらいいるのか。研修の実施は非常によいことである。 
 

（ＮＨＫ側） 報道局の協力を得て、地方局も含めて全国から英語のできる人々を 100
人以上リストアップし、その中からバイリンガルに近い１１人を選び、カ

ナダ放送協会のアドバイザーに加わってもらって研修を実施した。 
 

○ 「ＴＩＭＥ」誌に掲載された、３．１１関連番組の特集編成に関するＮＨＫワールドＴＶ

の広告の中に使用されている写真には笑顔が多く、違和感を持った。 
 

（ＮＨＫ側） どのようなトーンで広告を作るかは、現場での取材のしかたと直結し

ていると思う。被災地もＮＨＫも、悩みながらも前進していることをご理

解いただきたい。 
レイアウト、色使いなどについてもいろいろなご意見を頂戴し、今後のプ

ロモーションにいかしていきたい。 
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（ＮＨＫ側） 東日本大震災から１年を前に、震災関連番組を多数放送しているが、被

害の大きさから、使用音楽も暗い曲調のものが多いという感想が寄せられ

ている。復旧に向けて頑張るというイメージも出していければと考えてい

る。 
 

○ ぜひ明るい内容も紹介していただきたい。 
 
○ 広告に関しては、文字数が多いため、放送日時などを見つけにくかった。細かいこ

とを読ませる広告ではなく、見る人が必要とする情報だけを残し、あとは写真を見せ

る形にした方がよいのではないか。伝えたいことがたくさんあるのだということは伝

わってくる。 
 

（ＮＨＫ側） 今後の予定はまだ決まっていないが、次回実施する際にはご指摘をいか

し、ブラッシュアップしたい。 
 

＜視聴番組「ＳＰＯＲＴＳ ＪＡＰＡＮ」について＞ 

 
○ 出演者の安定感がすばらしく、ぎこちなさがまったく無かった。番組としての安定

感も抜群だった。番組というものは、どんな出演者にどんな話をしてもらうのかが重

要であると強く感じた。スポーツをテーマにする場合、競技ごとにさまざまな切り口

があると思う。適度に深く、娯楽色を保ちながら番組を制作していくことについて、

非常に可能性があると思う。 
 
○ 番組の長さに対して、要素を入れ込みすぎているきらいがあった。相撲については

じっくり取り上げられておもしろかったが、カーリングやサッカーについては言いた

いことがぼやけている感じがした。日本独特のスポーツを取り上げる場合、視覚的に

楽しめるところは多いが、どういうルールなのか説明する必要がある。例えば相撲に

ついては、狭い土俵内で手をついたり、土俵外に出たりしたら負けというルールがあ

って、そのうえであのように体の大きい人々がスピーディーに戦っているのだという

説明があったほうがよい。弓道の矢が生き物のように飛んでいく様子をとらえた映像

は、非常に興味深かった。 
 

○ 日本固有の文化に由来する相撲や弓道などのスポーツと、海外で活躍する日本の選

手を紹介する内容がばらばらに構成されていたため、それぞれのテーマがこま切れに

なった印象を受けた。内容自体は、とても楽しめた。 
 
○ インターネットでコンテンツを視聴することに慣れているせいかもしれないが、視

聴番組は少し長く感じた。外国人で日本に興味を持ち、日本語を覚えようとしている

人のためには、日本語の字幕があってもよいかもしれないと思った。 
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○ 番組は大変よかったと思う。ただ、「サムライ・スピリット」という言葉と番組内で

の使われ方には違和感を持った。以前ＮＨＫワールドＴＶで放送した別の番組で、この

言葉自体が番組名になっていたものがあったが、こちらでは弓道や合気道、柔道とい

った競技の精神的背景が詳しく説明されていて、この言葉に日本のカルチャー、武士

道が体現されているのだということがよく理解できた。視聴番組では、「サムライ・ス

ピリット」という言葉が気楽に使われているように感じられ、日本人に対する誤解を

与えるのではないかという気がした。また、弓道の矢が飛ぶ様子をとらえた映像につ

いては、その映像のおもしろさについて、分かりやすく説明する工夫を加えるか、リ

プレイして再度紹介するとよりよかったと思う。 
 

（ＮＨＫ側） 今、外国の若者たちの間には、日本がクールというか、かっこいいと

いうイメージがあるのではないかと考え、「サムライ・スピリット」とい

う言葉について、ややポップな使い方をしてみた。番組内で多用されてい

る印象もあるので、今後の使い方については検討していきたい。 
 
○ 「サムライ・スピリット」に違和感は持たなかったが、女性に焦点を当てる場合、

どのような言葉になるのか疑問に思った。 
 

 
○ サムライという言葉を外国で聞くとき、ハラキリ、フジヤマ、ゲイシャといった流

れで扱われることがある。武士道という表現は、そのような扱われ方はしない。本来

日本人が誇りに思って自慢すべきカルチャー、大切にしなければならない文化である

ものを、外国人が気軽に呼ぶのと同じように日本人自身が呼ぶことは、おかしいので

はないか。 
 
○ 私も同様の違和感を持った。 
 
○ 自分もサムライという言葉をあまり気軽には使用したくないと感じる。世代間の感

覚的な差異かもしれない。 
 
○ サムライという言葉には、まなじりを決して刀を振り上げているような感じがある。

海外ではそのように受け止められているように思う。 
 
○ サムライという言葉を、このように使用することについては少し疑問を感じた。し

かし、番組全体の流れや、番組を見てほしい対象のことを考慮すると、少しポップな

切り口で日本への興味を持ってもらうという制作側のねらいが理解できるのでよいの

ではないか。番組については、出演者の選択がすばらしいと思った。自らが相撲の当

事者で、日本のことがよく分かっており、英語もできるというKONISHIKIさんのよう

な適任者が、日本のスポーツ選手の中にどれくらいいるものなのか。 
 
 



 

 4

○ 出演者の選択がとてもよいと思った。日本の伝統文化が、外国の人によって継承さ

れていくという現実がある。勝敗の結果を入れないスポーツ番組の中で、それが伝え

られているのはすばらしいことだと思う。 
 

（ＮＨＫ側） 相撲だと、他にもたくさん出演者候補がいる。また、ＮＨＫワールドＴＶ

で以前放送した「ＳＡＭＵＲＡＩ ＳＰＩＲＩＴ」という番組に出演した格闘家で、

日本語の堪能なニコラス・ペタス氏も候補の一人である。スポーツ選手で

なくても、日本に長く住み、日本について詳しい外国人の方は数多く存在

するので、そういう方が見るスポーツという切り口で広がりが持たせられ

るのではないかと考えている。日本人で英語が堪能なスポーツ関係者は少

ない。４，５人の出演者が交代で出演する形でうまく進めていければと考

えている。 
 

○ 番組の音声は日本語で放送し、英語字幕をつけるという選択肢があってもよいので

はないか。 
 

（ＮＨＫ側） ゲストによっては、英語字幕をつけるという試みも行いたい。毎週放送

の番組なので、バリエーションをつける工夫をしていきたい。 
 

（ＮＨＫ側） 日本文化に詳しい外国人、例えばロバート・キャンベル氏のような人物

に出演していただき、勝負ではない観点から、スポーツを通して日本文化

を見るというような話ができればと考えている。 
 

○ グローバル化は日本の大きなテーマの一つである。相撲は、日本固有の文化や固有

のルールをしっかりと守りながら完全にグローバル化している、非常に珍しい事例で

ある。相撲では、外国の人に日本のルール、あるいはやり方のもとで訓練を受けさせ、

対等に競争させ、最上位まできちんとのぼらせるということが行われている。欧米か

ら入ってきたスポーツについては、日本人は何人で、外国人の枠は何人で、とさまざ

まな制限がかけられている。日本の固有のスポーツである相撲において、本当のグロ

ーバル化が見られるため、毎週放送する中でもなるべく相撲は入れていくという姿勢

の方が、日本のスポーツ文化をアピールするという意味で望ましいのではないか。 
 

（ＮＨＫ側） 相撲は海外からも人気がある。この番組を始めるにあたっては、日本相

撲協会にしっかり説明をして協力を得ている。番組の大きな柱になること

はまちがいないと考えている。 
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平成２４年２月国際放送番組審議会議事概要 
 

 

平成２４年２月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第５７８回）は１０日(金）ＮＨＫ放送セ

ンターで７人の委員が出席して開かれた。 
会議では、まず最近のＮＨＫの動きについて、続いて最近の国際放送の動きについて説

明があり、意見交換を行った。ひき続き、視聴番組「Ｓｃｉｅｎｃｅ Ｖｉｅｗ」について説明があ

り、意見交換を行った。最後に国際放送番組の放送番組モニター報告と視聴者意向報告が

あり、会議を終了した。 
 

 

（出席委員） 
副委員長 今井  克 （(株)全国新聞ネット 代表取締役社長） 

委  員 内海 善雄 （前国際電気通信連合（ＩＴＵ）事務総局長） 

委  員 塩見 和子 （(財)日本音楽財団 理事長） 

委  員 竹中 千春 （立教大学法学部法律学科 教授） 

委  員 中山 俊宏 （青山学院大学国際政治経済学部 教授） 

委  員 沼田 貞昭 （鹿島建設(株) 顧問、一般社団法人 日本英語交流連盟会長） 

委  員 萩原 敏孝 （(社)経済同友会 副代表幹事） 

 

 

（主な発言） 

 

＜最近のＮＨＫの動きについて および 最近の国際放送の動きについて＞ 

 
○  タンザニア放送協会のＦＭで、ラジオ日本が聞けるようになり、携帯電話で反響

を集められるＳＭＳ(ショートメッセージサービス)も導入したとの報告であるが、

具体的にはどんなことを行っているのか。また、何らかのインセンティブを与えて

いるのか。 
 

（ＮＨＫ側） スワヒリ語セクションが保有しているスマートフォンの番号をリスナー

に周知すると、タンザニアのリスナーがその番号宛に「聞いた」「おもし

ろかった」などの短いメッセージを送ってくるという仕組みである。メッ

セージは番組で紹介したり、クイズに答える形にしたりという工夫をして

いる。１日で６５０通送られてきたメッセージのうち、およそ６０通は番

組で取り上げた。リスナーにとっては、送ったメッセージがすぐに紹介さ

れるのはうれしいことであり、今後も多くの反響が寄せられるよう工夫を

重ねたい。なお、短波放送には固定リスナーが多いが、今回届いたＳＭＳ

の８割は新規のリスナーであった。 
 

○ 寄せられたメッセージの内容は、どういったものか。 
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（ＮＨＫ側） 音質が良好、初めて日本の番組を聞いて夢のようだといった好意的なも

のが大半を占めていた。 
 

○  他国に先んじて放送が始められたのはなぜか。 
 

（ＮＨＫ側） 国際放送局多言語展開部では、現地のジャーナリストやアナウンサーを

２年程度の有期契約で日本に招き、放送専門家としてニュースや番組制作

に携わってもらっている。現在でもタンザニアやケニアから３人の放送専

門家が来ている。ＮＨＫとタンザニア放送協会とは１０年以上前から良好

な関係にあったことから、今回のＦＭ放送のスタートが実現した。 
 

○  ３月の特集編成で紹介された「ありがとうコンサート」という番組は、非常にユ

ニークなものであると思う。世界各地でさまざまな災害が起きているが、支援して

いただいてありがとう、という心情を世界に向けて発信することはあまりないと思

う。このような形で、公式に「ありがとう」を表明したのは、とてもよいことであ

り、ＮＨＫならではの取り組みであると感じた。 
 

 

＜視聴番組「Ｓｃｉｅｎｃｅ Ｖｉｅｗについて＞ 

 
○  盛り上げ方が足りないという印象を受けた。大学の地味な実験室のようなところ

での場面が多く、もう少し華やかにする工夫は望めなかったのだろうかと思った。

会話が不自然に感じられた。やりとりが棒読み調で、外国人の先生も同様であった。

技術の新しさが視覚的に伝わってくるような工夫が感じられなかった。番組内で紹

介される、モーターショーの様子と大学構内での実験の様子を見比べたとき、大学

での実験がどのように先進的なのかがよく伝わってこないため、どちらが進んだ技

術なのか混乱した。プレゼンテーションのしかたに工夫の余地があるのではないか。 
出演者は大学の先生である必要はあるのか。英語ができる科学ジャーナリストの

ほうが、番組の流れがスムーズになるのではないか。 
 

（ＮＨＫ側）  先端科学技術は、大学の地味な環境の中で研究されている。これが

最先端かという印象を受けるが、研究内容は最新である。画面が地味で

あることは、なかなか改善が難しい。 
今、自動車は「制御」の時代に入っているということを取り上げた

かった。危険回避の機能はすでに実現されつつあるが、実際に導入され

れば、その１台だけではなく周囲にある車のことも考えなければならな

い。スタジオで丁寧にその点を伝え、総合的に考えていかなければなら

ないということを訴えるための作りであった。演出については、注意し

ていきたい。また、スタジオがぎこちないことはご指摘のとおりで、改

善していく。 
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スタジオで進行・解説する役割の出演者についても、検討していく。 
 

○  これまで経済や技術についても、国際放送で取り上げてほしいと発言してきた。

視聴番組のようなテーマを持つ番組が放送されることは良いことだと思う。番組で

は極めて最先端の技術を取り上げているが、試行錯誤している中で今後どうなって

いくか分からないものもテーマになっている。近未来には高い確率でこのようなも

のが実現するのだ、というような技術を取り上げた方が、視聴者には分かりやすい

のではないか。技術的には可能でも、本当に使えるのかどうかという見極めは難し

い。大学の先生が大学構内で行っている実験の様子を見ても、最先端であるという

イメージがなかなか持てない。番組としてどういうテーマをどう取り上げ、どうい

うレベルのものを誰に言わせたら見る人の心に届くのか、日本は良い研究を行って

いるという印象を伝えることができるのかを考えてほしい。「匠」を取り上げるコー

ナーはとても分かりやすく、誰もが感心してくれると思う。 
 
○  番組の中には、既に実用化されている技術が実験段階にあるような紹介のされ方

をしている内容があり、恥ずかしいと思った。しかし、番組全体については、英語

がよく分かったのでとても良かった。放送は分からせることが一番大切で、たとえ

下手であっても分かりやすい英語で伝えてほしい。ＮＨＫワールドＴＶはネイティ

ブ以外の視聴者に向けても放送しているので、字幕を出すなど、親切さをもっと加

えていただきたい。番組で、真の最先端技術を取り上げるのか、単に一般の人々が

まだ知らない技術を取り上げるのかを、もう少し明確にした方がよいのではないか。 

 
○  出演者に関して、身振り手振りが大きすぎることが気になる人物がいた。また、

主なポイントやフレーズなどは暗記して臨んだほうが良いと思う。何かを読み上げ

ているように見えないよう、何らかの工夫が必要だと感じた。英語については、確

かに分かりやすいが、少し学芸会のような印象を受けた。 
 

○  今回の視聴番組については、内容はおもしろいのに、パンチがなく、淡々として

いて何が伝えたいことなのか訴え方が弱かったと思う。女性出演者については、声

の調子も服装も、女性であることを強調しているように私には感じられた。海外で

はこの番組に登場するような女性出演者は求められていないのではないか。科学や

技術のことを取り上げる番組であるならば、大人向けの作りにするべきであろう。 
 

○  興味深い内容であったが、どういう対象にどういう番組として見せたいのかがは

っきりしていないと感じた。最先端を紹介するのか、ニュース性重視なのか、エン

ターテインメント性を持たせて一般の人々に分かりやすく科学を伝えたいのか、ね

らいが揺れているように思った。もし科学のことをあまりよく知らない、一般の人々

に伝えたいのであれば、取り上げるテーマがなぜ重要なのか、何が研究上の困難で

あり、突破口であるのかといった、演出の切り口はいろいろある。制作側として、

どんなストーリーを構築し、何を出演者に議論させ、どう視聴者に伝えるのかとい

うことを詳細に検討していけば、地味な映像であっても内容は盛り上がると思う。 
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○  科学を取り上げる番組の質は、関わる人々がそれぞれの領域の最先端分野につい

てどういう理解をしているかにかかっている。最先端が本当に先端なのかという疑

問を感じる一方、関係者自身が最先端と気づいていない研究なども世間に隠れたと

ころでさまざまに行われていることに、番組の担当者が気づいているだろうかと思

った。 
 

○  私はこの技術が何のためにあるのかということより、新しい技術がいろいろある

ということを紹介し、それらを組み合わせれば何か新しいことができるかもしれな

いということは、視聴者が考えればよいことかと思う。そういう目的で、最先端技

術の開発段階の様子を紹介しているのだろうと思った。しかしさほど最先端ではな

かった。この番組では、例えば交通事故を減らすために日本はどのような取り組み

をしているのかという社会を意識した視点が優先されるのか、最先端のテクノロジ

ーを紹介することが優先されるのかがはっきりしていない。 
 

（ＮＨＫ側） どういうテーマを選ぶかは非常に重要であり、いただいた意見を参考に

進めたい。一方で広範なジャンルを取り上げたいという思いもある。埋蔵

文化財をどう保存するのかということも科学のひとつであるし、宇宙の謎

についても取り上げていきたいと考えている。番組の伝えたいことが何な

のか、スタジオ部分でもっとしっかり意味づけを行い、より分かりやすい

番組にしていきたい。女性出演者の服装についても改めて検討していきた

い。 
 

（ＮＨＫ側） 国内放送でも女性出演者の服装について指摘を受けることがあり、検討

課題として認識している。 
 

○  番組は興味深く視聴した。今後幅広いジャンルからテーマを取り上げる予定との

ことなので、期待したいと思う。 
 

（ＮＨＫ側） 今回の視聴番組は、ＮＨＫで新しいサイエンス・ジャーナリズムを英

語で作っていこうという目的で制作を開始したばかりである。今後とも温

かい目で見守っていただきたい。 
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平成２４年１月国際放送番組審議会議事概要 
 

平成２４年１月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第５７７回）は１３日(金）ＮＨＫ放送セ

ンターで７人の委員が出席して開かれた。 
会議では、まず 近のＮＨＫの動きについて、続いて 近の国際放送の動きについて説

明があり、意見交換を行った。ひき続き、平成２４年度のＮＨＫワールドＴＶの注目番組

について説明した。その後視聴番組「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」について説明があり、意見交換を行

った。 後に国際放送番組の放送番組モニター報告と視聴者意向報告を紹介し、会議を終

了した。 
 

（出席委員） 
委 員 長 北村 俊昭 （国際石油開発帝石(株) 代表取締役社長） 

副委員長 今井  克 （(株)全国新聞ネット 代表取締役社長） 

委  員 内海 善雄 （前国際電気通信連合（ＩＴＵ）事務総局長） 

委  員 坂村  健 （東京大学大学院情報学環 教授） 

委  員 塩見 和子 （(財)日本音楽財団 理事長） 

委  員 竹中 千春 （立教大学法学部法律学科 教授） 

委  員 中山 俊宏 （青山学院大学国際政治経済学部 教授） 

 

 

（主な発言） 

 

＜ 近のＮＨＫの動きおよび 近の国際放送の動きについて＞ 

 
○ 北朝鮮情勢は国際放送にとって単なるビッグニュースであるだけではなく、北東ア

ジアで起きていることを開かれた視点から伝えることが国際放送の使命であるとする

と、どういう姿勢でこのニュースに臨むかは決定的に重要だったと思う。そういう意

味で、万全の体制で対応できたことは非常によかった。日本にも直接かかわるこの情

勢をどのように意味づけるかということをめぐっては、ある種の情報戦が繰り広げら

れると思うので、積極的な対応が取れたことは非常によかった。今後も朝鮮半島情勢

をめぐっては、積極的な報道活動を続けてほしい。 
 

○ 「今」起こっていることの中で、特にアジアについてリアルタイムで伝えるのは、

ＮＨＫの重要な役割だと思う。ヨーロッパやアメリカで起こっていることは、それら

の地域の放送局のほうがはるかに詳しく伝えていると思うが、アジアのニュースにつ

いてはなかなか伝えきれていないことがある。台湾の総統選挙もやはり伝えるべきで

ある。 
 
○ 海外出張のため、ＮＨＫワールドＴＶを視聴する機会が続いた。いつも見る時間が悪

いのか、国際情勢を適切に取り上げた番組を見ていない。以前、大みそかに年末らし

い番組を編成していないことに対し苦言を呈したが、この年末にＮＨＫワールドＴＶで
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「ゆく年くる年」が編成されたと聞き、うれしく思っている。 
 

＜２０１２年 ＮＨＫワールドＴＶ おもな新設番組の概要と視聴者意向の数値化の取り組

みについて＞ 

 
○ 自己評価を強化することは非常に良い。続けるべきだと思うが、厳しく評価された

場合には、そのモニターはどうやって選んだのかという疑問が出るだろう。選び方に

ついてきちんと説明できるようにしておく必要がある。ウェブでの調査もよい手段で

ある。 
 

（ＮＨＫ側） 数値やランキングが意味を持つには、サンプルが一定数以上あって、年

齢、性別、地域などが実際の視聴者の構成を反映していなければ、科学的

ではない。そのことに注意して調査をさらに発展させたいと考えている。 
 

（ＮＨＫ側） 今回の報告は、あくまで 100 人のモニターによるものである。他にも、

年に１回以上、地域ごとに視聴実態調査を行っており、そちらはウェブを

通じて無作為に1,000人ほどの規模で調査している。また、視聴者投票に

よる番組編成も実施しており、なるべく多様な評価システムを構築してい

きたいと考えている。 
 

○ モニターは、やはり日本に特別に関心を持っている人が応募してきて、依頼すると

いう形なのか。 
 

（ＮＨＫ側） 募集はワールドＴＶでのスポット放送や、ホームページでも周知してお

り、しっかりとリポートが書けそうな人にお願いしている。 
 

○ この調査の評価対象は何か。すべての番組なのか、限られた番組のみなのか。５段

階評価で点数をつけて、１または２という評価がつくことはあるのか。すべての番組

について評価されていて、すばらしいもののみが結果としてリストアップされている

のかということを尋ねたい。 
 
○ この調査の評価対象は、全番組ではなく、１００人のモニターがたまたま視聴した

番組に対して行われているということか。 
 

（ＮＨＫ側） １００人のモニターに対して、全番組を視聴するよう依頼しているわ

けではない。 
「渡辺謙 アメリカを行く」という番組に対するモニター報告が３０

件ということは、１００人のうち３０人以上が視聴し、そのうちの３０

人がリポートを書いてくれたということであり、出てきた数値は、その

３０人の評価の平均値である。 
 



 

 3

（ＮＨＫ側） 今回の調査は一つの例で、他にも例えば「どの番組がよく見られてい

るか」という、世界で十数の国と地域で行っている視聴実態調査もある。 

モニターからのリポートは、プレゼンテーションや長さ、ペースといっ

た演出に関わるものなので、必ず制作現場にフィードバックして番組改

善のための手段にしている。 
 

○ 国内の番組でも同様の調査を行っているのか。行っているのであれば、国内の母集

団のほうが圧倒的に大きいだろうから、番組構成はかなり結果が反映されていると考

えてよいか。 
 

（ＮＨＫ側） 国内でもモニター制度を設置している。北海道で何人、九州で何人と

いった地域的な配慮もしている。編成や制作の担当者がきめ細かく読み込

んで、この演出は良いとか悪いといったことをフィードバックしている。 
 

＜視聴番組「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」（ＮＨＫワールドＴＶ １月４日（水）9：00～、21：00～ 
について＞ 

 
○ ＮＨＫワールドＴＶのニュースは、英語ネイティブの人ばかりではなく、英語があ

まり分からない人が理解できるものでなければならないが、番組内の市況の説明など

は、ＣＮＮをまねた言い方で、これを本当に理解するのは、かなりのベテランでない

限り難しい。しかし、本当にＮＨＫワールドを視聴してほしいのは、そういうベテラ

ンばかりではない。より広い層の人々に伝えるなら、英語の話し方には、もう少し工

夫が要るのではないか。 
 

（ＮＨＫ側） ニュースは、基本的には全世界を対象に放送しており、ネイティブの人々

には当然理解されていると思う。ネイティブ以外で、英語をしっかりと理

解できるのはやはりビジネスエリートやその国あるいは地域の政策形成

や経済に影響力を持つ人たちであり、そうした人々をまずは対象に、日本

のことをしっかりと知ってもらう。あるいはＮＨＫが取材したアジアの情

報を伝えることで、日本も含めたアジアについて理解してもらうというの

がわれわれの考えである。 
 

○ 私は「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」は普通のニュース番組として視聴している。ルーチンのニュ

ース番組の信頼性は国際放送にとって も重要だと思う。ＢＢＣやＣＮＮと対抗しよう

という意図はないと思われるが、ＣＣＴＶやアルジャジーラ英語版のことはやはり意識

して取り組んでいると感じる。そういう意味では、全体としてはやはり英語が流ちょ

うな人を対象にするべきではないかと考えている。「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」は素人から見て

も質が高く安定していると思う。 
 
○ これまで英語の発音が悪いことが気になっていたが、今回の視聴番組は非常によく

分かる英語で、非常によかった。ただ早口過ぎるきらいはある。もともとテレビはラ
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ジオと異なり、映像で補足できるためそれほど話す分量が多くなくてもよいとされて

いたが、ＣＮＮが登場してから早くなった。ＢＢＣも以前は今のように早口ではなかった

と思う。私はキャスターに「あなたは何を伝えたいのか」と聞いてみたいと思う。「こ

れこれに関しては」といった区切りを適宜つけられるはずであるのに、そうはしてお

らず、たくさんの言葉を何分以内に言えるか試しているかのように感じられる。適切

な抑揚がないために何を伝えたいのか分からない。しかし、「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」の英語

は以前に比べてよい方向に変わった。内田 愛キャスターはとてもよい。経済ニュー

スの項目では、 後に為替が示されて分かりやすかった。画面の下部に字幕が流れて

いたのも、音声と比較して見るのに便利だった。 
番組のフォーマットは、見やすくなった。天気のコーナーで感じたのは、ヨーロッ

パのことまで取り上げる必要があるかということだ。 
 

○ 私は話すスピードはこれでも良いと思うが、区切りがないために分かりにくい。 
 
○ 専門が国際政治なので、ＣＮＮインターナショナルやＢＢＣワールドワイド、インド

のニュース番組、アルジャジーラなどをよく視聴するが、「ＮＥＷＬＩＮＥ」は国際的な

スタンダードで発信されているニュースであると非常に頼もしく思った。赤と白と黒

のＮＨＫワールドのロゴとデザインがかっこいいということから始まり、冒頭や、末

尾の番組告知に至るまで、見たいという気持ちをそそる構成になっていると思う。言

語については、やはり分かる英語でなければいけないと考えるが、非常によく分かる

英語であると思った。メインニュースではない項目、例えばマレーシアのＩＴ問題や

ミャンマーのニュース、タイの洪水やバンコクの帰省ラッシュなどが連続して紹介さ

れる際、時間が短いためにどこの国のことなのかとっさに分からない。画面にミャン

マーやマレーシアと国名を出せば分かりやすい。やはりＢＢＣやＣＮＮ、アルジャジ

ーラと違うという視点を出すためには、例えばアフガニスタンのニュースやギリシャ、

シリア、北朝鮮関連、あるいはアメリカの選挙といった項目を取り上げる際に、日本

はそのことに対してどういう関心があるのかという一言が入ったり、専門家がコメン

トするといった工夫がなされると、「ＮＨＫワールド」という感じがするのではないか。

留意するべきだと思ったのは、福島での除染の技術の紹介に関してのニュースで、本

当に除染できるのか、企業の宣伝にならないのかが気になった。ＮＨＫとしての評価

を付け加えるなどの工夫が必要ではないか。 
 

○  まずは日本のニュース、そして２番目にアジアのニュースを伝えるべきだと思う。

アメリカに滞在している際にテレビを見ていて、ＮＨＫワールドでアメリカのことを

報道されても何かピンとこない。アメリカの報道番組が同じ事件について圧倒的な情

報量で報道するので、そちらを見た方がよいと思う。ヨーロッパでもやはり同じであ

る。そういう意味では、こちらを見た方がはるかによく分かる、という状態にするに

は、日本とアジアや周辺のニュースに力を入れるのが基本だと思う。また、誰が見て

いるのかという点については、日本人もけっこう見ている。あとは日本に興味がある

人なのだろうが、そうであれば伝え方としては、もう少し背景を説明してもよいので

はないかと思う。 
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天気情報は長いと感じる。 
 

○ 天気情報には案外ファンが多い。それはそれでよいが、ＮＨＫの国際放送を見てい

る人は何を見たいかという点が重要である。 
 
○ 日本、アジアにずっと重点をおいて発信するのか、またはある種のグローバル・ス

タンダードの中に日本・アジア的な視点を入れ込んだ発信をするのかとでは、路線と

してはかなり違うような気がする。私は「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」をこの５，６年、好んで視

聴しているが、グローバル・スタンダードで安心して見ていられるようになってきて

いると思う。そこに日本が、アジアがという視点を入れるように変えていくと、中国

の英語放送や韓国のアリランＴＶに似てしまうのではないかと感じる。 
 

○ グローバルで非常に重要な出来事に関しては、ジャーナリズムとして日本ではその

出来事をこう見る人が多いということを伝えるのがよいと思う。欧米メディアと同じ

ように報道するのは違うと思う。 
 
○ 朝から晩まで、多くのニュースを見る時間はない。この番組１つを見れば、その日

はそれなりにバランスよく世界のニュースも知り得たという安心感がないと、なかな

かＮＨＫワールドは見られないのではないか。 
 

○ そういう安心感のあるニュース番組の中に、日本からの視点という色合いをうまく

入れられるかどうかということであるが、それは非常に難しい。 
 
○ そうなればよいとは思うが、他国でＮＨＫワールドＴＶだけをメインで視聴する人と

いうのは、残念ながらそう多くはいないと思う。 
 

○ 私は「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」のあり方は、グローバル・スタンダードを持ち、グローバル

に見て今日のニュースは何であるかを示すことだと考えている。どのようなかたちで

あれ、日本が世界をどう見ているかということについては、ＮＨＫの「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」

で見たい、という１つの基準を作るということが大事だと思う。そういうことを議論

する材料としては、今回の視聴番組は適当ではなかったのではないか。 
 
○ １月４日のＣＮＮには、アイオワ州党員集会のことしか取り上げられていなかった。

そのため、視聴番組を見て、やはりＮＨＫは違う視点なのだと感じ、おもしろかった。 
 
○ 視聴番組は「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」１月４日の朝９時と夜９時の回であったが、１２時間

でニュース項目が大きく変わっている。朝の出来栄えはそれほどよくなかったが、そ

れは前夜までの分で作っており素材がなかったからであろう。夜の分はバランスがよ

く、非常にスピーディーに、さっと入ってきた。あれは自信作であっただろうと感じ

た。 
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○ 視聴番組の画面がとてもきれいだった。ＮＨＫにはすごい技術があると思った。ニ

ュース番組で、あそこまでクリアな映像を入れながら番組を展開するのはすごい技術

だと改めて感じた。 
 

○ 私はグローバル・スタンダードに反対しているわけではない。アメリカに滞在する

機会が多いが、アメリカのニュースを見ているとアメリカのことしか取り上げていな

い。あれがグローバルなのかと言いたい。また、ＣＮＮに関しては、エリアごとに放

送を出しているので、それと同様に取り組むのであれば、ＮＨＫの国際放送を１０倍

にしないといけない。そうすれば、その地域に応じてきちんとグローバルな視点も加

味して、しかもＣＡＴＶを借りるのではなくてきちんと１波を確保して放送できる。そ

れができないのなら、私はやはりメリハリをつけて戦略を立てて、伝えることの優先

順位をつけなければならないと思う。グローバル展開を本当にするのであれば、予算

は１０倍にして、ＮＨＫ ＵＳとかＮＨＫ ＥＵとか、ＣＨＩＮＡとか、その地域ごとに、そこ

に向けてカスタマイズして出していかなければならない。 
 
○ 例えば、ＮＨＫの国内のニュースはこの１週間について言えば、アメリカ大統領選

の予備選の報道が多い。そのときに、日本との関係で大統領選にどう注目するかとい

うコメントは１つも出ていない。候補者のことに終始している。ＮＨＫワールドＴＶ

といっても、日本の放送のスタンダードを超えられていない。 
 

○ 国内でそういうことをやっていないのだとしたら、国際放送にそれを求めるのは無

理なのではないか。 
 
○ そうであれば、ＮＨＫワールドＴＶが一歩先に行くべきである。 

 
○ 沖縄の人々は、アメリカ軍普天間基地や移転先とされる辺野古の問題に関して、オ

バマ大統領の世界戦略、軍事戦略についてもいろいろ話題にしている。ニュース番組

の中に、日本の視点をどのように入れるか、どの程度入れるかについては工夫が必要

であるが、なしうることだと思う。 近の日本はどうなっているのかということにつ

いても入れてほしい。そのあたりが、国内向けの放送との違いで、必要なことだと思

う。 
 

（ＮＨＫ側） 示唆に富んだ議論だったが、残念ながら国際放送局は全員で190人とい

う人数で業務を行っており、なかなか自前で取材に行って作るということ

ができない。報道局の原稿を英語に訳して、そこから始めることが多いた

め、何かひと味つけるという工夫が今後必要になってくると思う。可能な

らば、報道局の取材に国際放送局からも記者を派遣して独自の取材をする

といった機会を増やしていきたいが、パワーが若干足りない部分もあり、

工夫を重ねていきたいと思う。グローバル・スタンダード、日本かアジア

かという視点については、やはり両方が必要だと考えている。 
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○ 天気予報の時間が長すぎるという指摘については、いかがか。 

 

（ＮＨＫ側） 気象情報はおおむね３分程度だが、解説の部分は魅力的にするために、

その時に入ってきた海外の映像を入れて、こんなに寒いということを映像

で見せるなど、工夫するようにしている。ファンも多い。さらに魅力的な

ものにしていきたいと思う。 
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平成２３年１２月国際放送番組審議会議事概要 
 

平成２３年１２月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第５７６回）は９日(金）ＮＨＫ放送セ

ンターで７人の委員が出席して開かれた。 
会議では、まず最近のＮＨＫの動きについて、続いて最近の国際放送の動きについて説

明があり、意見交換を行った。その後「平成２４年度国際放送番組編集の基本計画（案）」

の諮問にあたり説明があり、審議の結果、番組審議会として原案を可とする旨、答申する

ことを決定した。ひき続き、視聴番組「ＪＡＺＺ ｆｏｒ ＪＡＰＡＮ－ＢＯＢ ＪＡＭＥＳ ｖｉｓｉｔｓ ＩＷ

ＡＴＥ ａｆｔｅｒ ３．１１」について説明があり、意見交換を行った。最後に国際放送番組の放

送番組モニター報告と視聴者意向報告があり、会議を終了した。 
 

（出席委員） 
委 員 長 北村 俊昭 （国際石油開発帝石(株) 代表取締役社長） 

副委員長 今井  克 （(株)全国新聞ネット 代表取締役社長） 

委  員 内海 善雄 （前国際電気通信連合（ＩＴＵ）事務総局長） 

委  員 竹中 千春 （立教大学法学部法律学科 教授） 

委  員 中山 俊宏 （青山学院大学国際政治経済学部 教授） 

委  員 沼田 貞昭 （鹿島建設(株) 顧問、一般社団法人 日本英語交流連盟会長） 

委  員 萩原 敏孝 （(社)経済同友会 副代表幹事） 

 

 

（主な発言） 

 

＜最近のＮＨＫの動きについておよび最近の国際放送の動きについて＞ 

 
○  オリンパスの事件の報道について厳しい声があるということだが、報道量が少な

いという意味か、それとも表面的な取り上げ方だという意味か。 
外国人が解説しているようだが、他に何人か、オリンパス問題の解説に動員してい

る人はいるのか。 
 

（ＮＨＫ側）  オリンパスの事件の報道については、海外から、日本メディア全体に

対して、取り上げる分量と内容が薄いという指摘を受けた。 
 
（ＮＨＫ側）  解説については、担当の記者が状況の解説を行うことがある。今後の

課題、展開等について解説を加えている。 
 
○  １１月２６日（土）放送の「ＡＳＩＡＮ ＶＯＩＣＥＳ」で南シナ海について取り上げら

れていたが、出演者はサイモン・テイ氏、朱峰氏、アーロン・フリードバーグ氏と

いう面々であった。日本が当事者ではない問題なので、日本人の専門家には声をか

けていないのだろうが、日本が主体で制作している番組なのだから、やはり日本の

安全保障の専門家を入れて議論した方がよいと感じた。この番組は、司会者の道傳



 

 2

愛子解説委員のほかにゲストが３人というのが基本のフォーマットなのか。 

 

（ＮＨＫ側）  「ＡＳＩＡＮ ＶＯＩＣＥＳ」には日本の識者もたびたび出演してきた。一方

で、多国籍なボイスが交錯する感じをもう少し出すために、日本人はア

ンカー１人にして番組を進めるという考えもあり、模索している。 

  テーマ次第では、日本の識者の出演も当然必要だと考えている。 
 

（ＮＨＫ側）  これまでは日本人の専門家にご出演いただき、議論が交錯したりした

ときなどに押さえ役として機能していただいていた。しかしどうしても

その人に頼り気味になり、甘くなるきらいがある。新たな取り組みとし

て日本人の出演なしで番組を進めてみた。 
 

＜「平成２４年度国際放送番組編集の基本計画（案）」について＞ 

 

○ 基本の方針は「基本計画（案）」でよいと思うが、基本計画にのっとって、具体的

にどのように番組制作を進めていくかということが大事だと思う。編成方針について

話し合う機会があるならば、大いに議論しなければならないと考える。 
 

○  「基本計画（案）」について確認したい。「アジアを代表する公共放送」という記

載があるが、こういう言い方は注意深く検討していかないと、どこかからクレームが

出される可能性がないか。また、「日本、アジア、そして世界の情報を広く世界に発

信する」という表記があり、日本、アジア、世界の情報が並列的に並んでいる。ＮＨ

Ｋの国際放送は、日本を中心に、日本のことにもっと重点を置いてやっていくべきで

はないか。言葉の使い方、表現の問題かと思うので、「基本計画（案）」はそれを改

めれば済むと思う。しかし編集方針、基本的な考え方についてはもっと議論が必要で

あり、その議論の中からどういう番組に重点を置いて作るべきだという話が出てくる

のではないか。年間を通じての重点事項を知ることと、個々のモニター番組を視聴し

ながら毎月一回意見を言っていくことは、もともと次元が違うのではないか。個別の

番組に意見を言うことも大事で、その中からいろいろな方向性が出てくると思うが、

それだけでよいのだろうかと思う。 

 

（ＮＨＫ側）  基本方針と個別の番組をつなぐ部分については、まさにこの番組審議

会を毎月開催して意見をいただくことで対応させていただいている。 
「アジアを代表する公共放送」という表記は、意気込みである。日本に立

脚点を置き、日本的感覚で日本のことを伝え、アジアを見て、世界を斬

るというスタンスが大前提であると認識している。アジアの中で公共放

送として民主主義の理念のもと、ジャーナリズムの精神で、日本的視点

と日本発信という特徴をもって情報を伝えていくことが重要である。そ

のことが結果的に日本の信頼につながっていくと考える。ソフトパワー

という考え方は、そういうことではないか。 
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○ 「正しい情報の発信」という表現についてだが、ほかの箇所では「正確な」とか、

「信頼に足る」とか「多角的な」という言葉が使われているが、ここだけ「正しい」

という言葉が使われている。「正確な」、「信頼に足る」、「適切な」といった表現

のほうがよいのではないか。もう１点、「外国人向け放送」というカテゴリーと「在

外邦人向け放送」というカテゴリーがあるが、この語句の選択はよいのだろうか。「外

国人向け」も「在外邦人向け」も、基準は国籍である。この語句は決まっているもの

なのか。２１世紀のグローバリゼーション、ないしは国際政治学の見地から考えると、

若干引っかかってくる言葉づかいで、検討した方がよい言葉のように思う。 
 

（ＮＨＫ側）  放送法で、「外国人向け国際放送」と「邦人向け国際放送」は明確に

分けるよう定められている。 
 
○  「アジアを代表する」という表現が意図しているのが、ｔｈｅ ｏｎｌｙではなく、ｌｅａｄｉｎｇとい

う意味であるなら、「アジアの代表的な」とか「アジアの主要な」という表現でよい

のではないか。「正しい」についてはどうするか。 
 

○  「正確な」、「信用に足る」、「適切な」、「適正な」といったあたりでどうか。 
 

○  語句の選択について、「正しい」を直すこと、「アジアを代表する」という部分

を直すことに賛成である。その次の部分、「日本、アジアそして世界の情報を広く

世界に発信すること」について、もう少し意味するところをはっきりさせたい。日

本のＮＨＫだから日本のことをやっていればいいという話ではなく、世界中のニュ

ースを世界中に向けてやっていく。日本を代表する公共放送がやるということにつ

いて、これは日本人が見た世界なのだ、ＮＨＫが見た世界なのだ、ということが大

事なことだと思っている。そこを考慮してほしい。日本の目、立場、観点というこ

とを表してほしい。 
 
○  「日本の視点を踏まえて」という感じかと思う。日本から、広く見ているという

ことを言いたいのだと思う。「日本の観点から」という表現がよいだろうか。 
 
○  これまでの議論で意見が出た、全体的な方針と個々の番組をつなぐ部分について

は、確かに個々の番組への意見を受け止め、それを踏まえて反映する努力はしてい

ると思う。しかし、それは番組に対応して意見を言っているわけなので、もう少し

全体に展開できるように、フリーディスカッションになるかもしれないが、多少議

論する試みをお願いしたい。 
「基本計画（案）」には答申を求められている。先ほど具体的な言葉づかいも

含めてある程度の修正をするべきではないかということでコンセンサスに達して

いると思う。きょうの意見の範囲内で、誤解を生まないよう表現をしっかり整理す

るということを前提で、条件付きではあるがこの「基本計画（案）」を可とすると

いうことで決定したいと思うが、よろしいか。 
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○  異議なし。 
 
○  それでは、仕上がった文章を別途、皆さんにお配りすることとする。 
 
（ＮＨＫ側） 答申をいただき御礼申し上げる。ご指摘の点は修正をし、またお目にか

ける。この「基本計画（案）」については、年明け１月１７日（火）に開

催される経営委員会に提出し、議決する。それに基づき、具体的な番組編

成を作り、２月１０日の番組審議会に提示する。その際、平成２４年度の

「編成計画」について改めてご説明する。 
 

＜視聴番組「ＪＡＺＺ ｆｏｒ ＪＡＰＡＮ－ＢＯＢ ＪＡＭＥＳ ｖｉｓｉｔｓ ＩＷＡＴＥ ａｆｔｅｒ ３．１１」（ＮＨＫ

ワールドＴＶ １０月２８日（金）８：３０ほか）」について＞ 

 
○  席上資料の中にあった、各国のモニターからの番組の感想文の中に「“共感する”

という人間ならではの感情を体現していた」という言葉があったが、そのとおりだ

と思う。非常にいい番組だと思った。また、英語の字幕がよくできていた。例えば

「枯れ木にも花が咲く」というのは非常に名訳である。「枯れ木」と「がれき」を

かけているのは非常にうまい訳であった。 
 
○  ３０分尺でなければならなかったのか。音楽番組として成立していない。すごく

もったいなかった。ボブ・ジェームスさんがどういう人物か、知らない人にはおそ

らく全く分からない。７０年代に日本にも３０回以上来ているとのことなので、何

となく伝わってくるものもあったが、どういう人物なのかということはほとんど見

えてこなかった。また、日本とジャズの関係もあまり説明されていなかった。それ

があればもう少し番組にふくらみを持たせることができたのではないか。３０分で

は難しいだろうから、６０分くらいにしてそういう要素も盛り込めば音楽番組とし

ても震災の番組としても成立したのではないかという感想を持った。 
 

○  これはメーキングなのか、音楽を伝えたいのか、その中間くらいの番組なので、

音楽を聞きたい人にとっては途中で切れたような感じだった。演奏者がきれいで、

すごいと思ったところで切れてしまうので、もっと聞きたかった。メーキングとし

ては、なぜ岩手なのか、なぜジャズがこの土地で盛んなのか、ボブ・ジェームスさ

んが日本とどうリンクしているのかということについてはもう少し知りたかった。

また、誰がこれを企画し、どういう人たちが努力したからこの大きなコンサートホ

ールで演奏できたのかというところが、感動的だと思うがそのあたりがあまり紹介

されない。楽器についても、どうやって震災後にこの人たちは再び手にすることが

できたのか、ボブ・ジェームスさんは自分でお金を出したのかなど、そういう点に

ついても語られると、力強い復興に向けて皆が努力しているということが出るとい

う気がした。最後はボブ・ジェームスさんが泣いたところで一緒に泣いてしまった。

曲もすごく良くて、発売したらどうかと思った。 
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○  ボブ・ジェームスさんという人がどういう人物か詳しくないが、この人によって

救われているような部分がずいぶんあった。肩に力がはいっておらず自然にスッと

感情移入できる感じで、とても感じ良く視聴した。これに注釈を付けて、経費は誰

が出している、これはこうだ、とはっきり作ってしまうと、今度は逆にこれだけの

やわらかな感動が出てきただろうかという意味で、これが限界ではないかと思った。

たいへん楽しく、よい番組として視聴した。 
 

○  可能性、ポテンシャルをもった番組だと思った。自分はジャズもボブ・ジェーム

スさんも知らないが、知らなくても感動を十分に受け取った。これまでいろいろな

番組を視聴してきたが、ベストの一つではないかと感動、感激した。津波で全財産

を流されたリード・トランペットの人が、「全部流されたけれどけが人も死んだ人

もいなくて、練習用のプレハブ小屋も流されなかった、これは音楽をやれというこ

となんだなと感じた」と語るシーンは、ものすごくいい言葉をインタビューできて

いたと思う。今後もこのような作品を期待している。 
 

○   音楽やジャズはさっぱり分からないが、非常によかった。その理由は、ボブ・

ジェームスさんの語り口である。もう少し語りの部分が長くてもよいのではないか。

音楽よりも、この人の語りでいろいろなことをやった方がいいのではないかという

気がした。外国人の目を通して見るということの、非常によい成功例だと思うが、

先月視聴した番組も外国人の目を通して見たもので、登場人物の深みとキャラクタ

ー、やはり中身のある方を選ぶべきだと感じた。 
 

○  非常に美しい物語だと思った。 
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平成２３年１１月国際放送番組審議会議事概要 
 

平成２３年１１月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第５７５回）は１１日(金）ＮＨＫ放送

センターで６人の委員が出席して開かれた。 
会議では、まず 近のＮＨＫの動きについて、続いて 近の国際放送の動きおよび「Ｎ

ＨＫワールドＴＶ」２０１１年度第１四半期 認知・視聴状況調査結果」について説明が

あり、意見交換を行った。ひき続き、視聴番組「ｊｏｕｎｅｙｓ ｉｎ ｊａｐａｎ－Ｄｉｓｃｏｖｅｒｉｎｇ ａ ｌａ

ｎｄ ｏｆ ｌｅｇｅｎｄｓ」について説明があり、意見交換を行った。 後に国際放送番組の放送番

組モニター報告と視聴者意向報告があり、会議を終了した。 
 

（出席委員） 
委 員 長 北村 俊昭 （国際石油開発帝石(株) 代表取締役社長） 

委  員 内海 善雄 （前国際電気通信連合（ＩＴＵ）事務総局長） 

委  員 坂村  健 （東京大学大学院情報学環 教授） 

委  員 中山 俊宏 （青山学院大学国際政治経済学部 教授） 

委  員 沼田 貞昭 （鹿島建設(株) 顧問、一般社団法人 日本英語交流連盟会長） 

委  員 萩原 敏孝 （(社)経済同友会 副代表幹事） 

 

（主な発言） 

 

＜ 近のＮＨＫの動きについて＞ 

 
○ 「平成２４～２６年度 ＮＨＫ経営計画」の中に、「国際展開によるＮＨＫのブラン

ド力の向上」とあるが、もう少しかみ砕いて説明してほしい。 
 

（ＮＨＫ側） 東日本大震災の報道でＮＨＫワールドＴＶの知名度は上がったが、まだま

だ知られていない部分もある。ＮＨＫは日本の放送であること、ＮＨＫワ

ールドＴＶを見ると日本のことがわかるということを伝え、日本のステー

タス向上にもつなげていく。 
 
○  年度の予算で着実に必要な増額を確保し、国際放送の質の向上をしっかりお願い

したい。 
 

○  年末に震災特集を放送するとのことだが、震災で大変であるという面ばかりでな

く、新幹線や高速道路がすぐ復旧したといった、日本が世界に誇るべきリカバリー

力についての番組が必要ではないか。 
 

（ＮＨＫ側） １２月には、ウィークリーで放送している「ＪＡＰＡＮ ７ ＤＡＹＳ」など

の番組で、今年１年を総括する内容のもの、今どうなっているかというこ

とがしっかりわかるものを作っていく。 
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＜「ＮＨＫワールドＴＶ」 ２０１１年度 第１四半期 認知・視聴状況調査結果」につい

て＞ 

 
○  韓国のＫＢＳはいつごろから国際放送を実施しているのか。 

 
（ＮＨＫ側） ２００３年から放送している。今回調査したいずれの地域もＮＨＫが

後発である。 
 
○  目標としている放送局はあるのか。 

 

（ＮＨＫ側）  例えば、カタールのアルジャジーラ・イングリッシュ、フランスの

フランス２４、中国のＣＣＴV など、英語が母国語ではない国が行ってい

る国際放送の中でトップになることが当面の目標である。 

 
○  資料によると、認知度が上位なのは「Ｎｅｗｓ」とついているサービスである。こ

の１か月ほどヨーロッパに滞在しており、その地域のニュースを知りたいと思った

ときにＣＮＮやＢＢＣをつけるといつもニュースが放送されていた。なるべくＮＨＫ

ワールドＴＶを見るようにしていたが、ＮＨＫはニュースだけではなく、いろいろな

番組を放送しており、必ずしもニュースではなかった。大きな編成に関わることだ

と思うが、いろいろな番組が放送されているラインナップでニュースチャンネルと

闘うのは大変ではないか。 

 
○  ＫＢＳではニュースはどのように放送されているのか。 

 
（ＮＨＫ側）  ＫＢＳではニュースは１日に数回しか放送されておらず、ドラマや韓

国のさまざまなものが放送によって紹介されている。毎正時にニュー

スが放送されるのは、ＢＢＣ、ＣＮＮ、アルジャジーラ、フランス２４、

ＣＣＴＶである。 

 
○  地域にもよると思うが、アジアではもっと日本のニュースを知りたいというニー

ズがある。ヨーロッパで日本のニュースを毎日見たいというニーズより多いのは当

然である。やはりアジアの中でナンバーワンになるという戦略が自然であると思う。

今、世界は緊迫している。ギリシャの財政危機に端を発する世界的信用不安がどう

なるかということをほかのメディアで放送しているときにＮＨＫではほんわかした

番組が放送されていて、世界とずれているという感じを受ける。ＮＨＫはチャンネ

ルが足りないのではないか。海外に在住している邦人もいれば、日本文化を知りた

い外国人もいる。今起こっていることをリアルタイムで伝えることを重視すると、

やはりニュースを主体にせざるを得ない。ＮＨＫは、一つのメディアですべてをま

かなおうとしており、難しいのではないか。 
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（ＮＨＫ側）  地域ごとにチャンネルの好みは違っていて、香港ではＣＮＮではな

く、ＣＣＴＶが上位に来ている。「ｊｏｕｒｎｅｙｓ ｉｎ ｊａｐａｎ」は日本の地方

の旅を紹介する番組だが、アジア地域では人気が高く、世界的に見て

も「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」と並んで人気が高い。「ＴＯＫＹＯ ＥＹＥ」で紹介

された場所には、１週間後に訪問客がやってくるなど、近隣のアジア

でＮＨＫワールドＴＶを見て、番組から日本の情報を得ている人々は確

実に存在している。番組のファンを固定客としてつかみながらニュー

スの拡充を図っていきたい。 

 
（ＮＨＫ側）  現時点では日本時間の深夜になると１５分しかニュースを放送で

きていないが、２４年度以降、ＮＨＫワールドＴＶのニュースは世界中

どこで何時に見ても、毎正時に３０分間ニュースを放送し、残りの３

０分で情報系の番組を入れていくというイメージを持ちつつ、模索し

ながら進んでいる。予算を効果的に活用し、ニュースへの需要に応え

ていきたい。 

 
○  文化系の番組と、経済解説のような番組と、どのような視聴率になっているのか。 

 

（ＮＨＫ側） この４年くらいの間に、対象地域を増やして１３か国で調査してい

る。トップに来るのは「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」であるが、一日の半分近く放

送しているので当然である。次いで多いのは、「ＴＯＫＹＯ ＥＹＥ」、「ｊ

ｏｕｒｎｅｙｓ ｉｎ ｊａｐａｎ」といった観光情報や旅番組である。他には「Ｎ

ＨＫスペシャル」や「クローズアップ現代」が人気である。「ＡＳＩＡ ７ 

ＤＡＹＳ」や「ＡＳＩＡ ＢＩＺ ＦＯＲＥＣＡＳＴ」といったアジアの経済番組

の知名度も上がっている。ＢＢＣのように毎日、あるいは１日数回、香

港などと中継を結んでデイリーの経済番組を放送したいが、マンパワ

ーに課題がある。一般番組は外部のプロダクションにある程度任せる

ことができるが、フロー系の情報番組はＮＨＫがコントロールしなが

ら強化する必要があるため、放送時間を安易に拡大することはできな

い。 

 

（ＮＨＫ側）  ＣＮＮはアトランタと香港、ロンドン、中東にもスタジオを作って

いる。ＢＢＣも同様に世界中に拠点を持っている。われわれもバンコク

や北京など、各地の総支局を使って現地発の情報を増やすほか、ニュ

ーヨークのスタジオを強化することを計画している。一気にはできな

いが、日本に関する情報をできるだけ多く出していきたい。 

 

＜視聴番組「ｊｏｕｎｅｙｓ ｉｎ ｊａｐａｎ－Ｄｉｓｃｏｖｅｒｉｎｇ ａ ｌａｎｄｏｆ ｌｅｇｅｎｄｓ」（ＮＨＫワールドＴＶ 

１０月２５日（火）９：３０ほか）について＞ 
 

○  おもしろく見たが、日本の田舎の暮らしを伝えたい番組なのか、もっと積極的に観光
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に来てほしいという番組なのかよく分からないところがあった。また、遠野という独特

の文化の風土はあまり伝わってこなかった。この番組を見て、わざわざ外国から遠野に

来たいと思うかどうか疑問を感じた。そのあたりはどのような狙いで制作したのか。自

転車に乗っていたら馬がいた、というのはそれほど魅力的な話ではない。日本の田舎の

暮らしを伝えるだけなら、それもあるのだろうが。 

 

○  震災にあった岩手県釜石市や山田町のあたりは、遠野から直線距離で行くと約４０キ

ロだが、数か月前には大変な被害を受け、世界中に報道されていた。そこから山を越え

て遠野に来るとこのような感じであるという旅物語を、このタイミングで放送する意味

はいったいどんなものなのかと思った。今の被災地の復興は、本当に端緒にもついてい

ない状況である。そんな中で、東北地域を取り上げた番組を６本制作して、大災害で観

光業が大きなダメージを受けたことに対して側面から支援するために放送するという説

明だが、本当に放送によって支援につながっていくのだろうかという感じを受けた。 

『遠野物語』は日本人にとっても難しく、２０数分の番組の中で若いリポーターが本

当に何を伝えられるのか疑問である。 

 

（ＮＨＫ側）  海外の人々から見れば、同じ岩手県でも遠野はこうで、釜石はまだ

大変だということはなかなか理解できず、ひとからげになってしまう

ゆえに、風評被害はさまざまな分野で出ていると思う。同じ東北地方

であってもこういう場所があるということを伝える一方で、大変な地

域があることも別の番組で伝えている。被災地が通常に戻るまで待っ

ていたら、少し時間がかかる。さまざまな側面を伝えたい中で、今回

は旅番組という演出形態の番組で、東北地方でも普通の暮らしが見ら

れる場所として山形県や奥日光などを並べて編成した。 

 

○  遠野は非常に良さそうで、行ってみたいと思った。しかし自転車で走り回るのはきつ

いと感じた。番組にはバックパッカーが出てきたが、本当に対象としているのは誰なの

かと感じた。番組に引きつけようとしている対象は誰なのか。出演者のイギリス人青年

はミュージシャンで、気軽に旅をする感じの人は魅力を感じるかもしれないが、中高年

の観光客や日本に詳しくない人が魅力を感じるかどうか、疑問に思った。また、語り部

の女性の話し方には非常に魅力があるが、字幕にはそれが表現できていなかった。実に

きれいな、非常に温かみのある日本語を、こういう場面でどう表現したらよいだろうか

ということを感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 吹き替えは絶対にしたくないと考えていた。英訳されている『遠

野物語』を参考にして字幕などを作成したが、情感まで表現すること

は難しかった。 

 

○  日本人にとって「遠野」は、言葉自身の情感からも非常に懐かしい場所のような気が

する。里山とか民話、日本人のふるさとのような感情がわく。しかし、そういった日本

人独特の感情を外国人に本当に伝えられるのか疑問に思った。難しいチャレンジであっ
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たと思った。 

 

○  この番組だけを見るとしっかり制作されていると思うが、２４時間チャンネルの流れ

の中で見ているのとでは印象が全く違う。他国の国際放送をザッピングすると、どれも

緊張感が漂っている。ヨーロッパの会議に出席すると、原発の影響はどうなっているの

かといった質問をよくされる。そういう中で、自転車でゆっくり旅をするというのは、

何か少し違う世界であると感じてしまう。 

世界の人々が心配しているのは、震災のあと、今どうなっているか、影響はないのか

など、日本にいないと分からないような深い解説や、現実に起こっていることに付随す

るニュースがやはり求められている。ＢＢＣやＣＮＮのように、現場に行ってリポートする

など、テレビの強みを も生かせるリアルタイム性や、現場の緊迫感のようなものをよ

り強めた方が良いと思う。 

また、３０分という番組尺が長いように感じる。１５分を２本、続けてもよいのでは

ないか。 

 

（ＮＨＫ側） ３０分の番組尺は、毎正時のニュースが３０分であるため、それ

に合わせている。ＢＢＣやＣＮＮ、ＣＣＴＶも同様で、基本的には冒頭

３０分がニュースで、後半の番組の質がＮＨＫとは少し異なるスタ

イルになっている。 

 

○  国際放送における報道とはファクトを伝えると同時に、我が国はどうあるべきなのか、

どう考えているのかをしっかり伝えていくことも大事な点である。大震災のあと、経済

界は円高や為替の問題できりきり舞いしている。そんな中で復興をしていかなければな

らない。そういう観点から見ると、経済問題が全体の放送の中で非常に少ないと思う。 

 

○  遠野についてのこの番組は、よほど日本の民俗学や伝統、文化を勉強している人でな

いとわからない話をしており、違和感を抱いた。全く別の角度から言うと、外国人に来

てもらいたいということであれば、よく言われるのは食べ物、温泉、観光地、である。

今回の番組では、こうしたわかりやすい紹介がなく、非常に抽象的かつ深遠な意味のあ

るものしか出てこない。日本の文化になじみのない外国の人々が理解できるのかという

意味で、番組の目標設定が違うように感じた。 

 

○  遠野の魅力を伝えるのであれば、世界で知られている日本というものを使って説明す

るのが良いと思う。やはりここは宮崎駿監督であろう。『となりのトトロ』の世界の中

で生きているということをうまく説明すれば、入りやすくなる。そうであればリポータ

ーがこの男性でもよいだろう。森にある種の精霊みたいなものがいる、そういう空間が

まだ日本にもあるという文脈で伝えれば、もう少し分かりやすかったのではないかと感

じた。 

 

（ＮＨＫ側） 外国人が日本を訪ねるというフォーマットの中でできることを

考えた。リポーターがどこまで理解しているかという点に関してはい
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ろいろな見方があると思うが、一定の時間で外国に行き、その土地を

どこまで理解できるかというのは、われわれにとっても限界がある。 

  試行錯誤しながら、今回の番組が、震災から１年たたない中で旅

番組として何を出していくかを考えた。精神性を伝えることが旅番組

の中で必要なのかどうかなど、議論していきたい。 
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平成２３年１０月国際放送番組審議会議事概要 
 

平成２３年１０月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第５７４回）は１４日(金）ＮＨＫ放送

センターで７人の委員が出席して開かれた。 
会議では、まず 近のＮＨＫの動きについて、続いて 近の国際放送の動きについて説

明があり、意見交換を行った。ひき続き、視聴番組「 ＪＡＰＡＮ ７ ＤＡＹＳ 特集 東日本

大震災から６か月 」について説明があり、意見交換を行った。 後に国際放送番組の放送

番組モニター報告と視聴者意向報告があり、会議を終了した。 
 

（出席委員） 
委 員 長 北村 俊昭 （国際石油開発帝石(株) 代表取締役社長） 

副委員長 今井  克 （(株)全国新聞ネット 代表取締役社長） 

委  員 内海 善雄 （前国際電気通信連合（ＩＴＵ）事務総局長） 

委  員 坂村  健 （東京大学大学院情報学環 教授） 

委  員 竹中 千春 （立教大学法学部法律学科 教授） 

委  員 中山 俊宏 （青山学院大学国際政治経済学部 教授） 

委  員 萩原 敏孝 （(社)経済同友会 副代表幹事） 

 

 

（主な発言） 

 

＜ 近のＮＨＫの動きについておよび 近の国際放送の動きについて＞ 

 
○   インターネットによるストリーミングラジオのサービス「らじる★らじる」が始

まったが、日本国内限定で、海外では聞けないのか。制約があるのか。 
 

（ＮＨＫ側）  国内のラジオが聞こえにくい状況の改善に資するべく、総務大臣の認

可を受けて、国内限定のサービスとして実施している。 
 

○  新たな経営計画に、国際放送の環境整備、コンテンツの充実、あるいはインター

ネットの拡充を強化する方向性を盛り込んでいくことが、非常に重要なことだと考

える。国際放送番組審議会の委員は同様の認識を持っている。委員のコンセンサス

として、今後の次期経営計画の中でそれらを確実に確保していく努力をするよう、

強く求めたい。 
 

（ＮＨＫ側）  経営委員会で議決されるよう努力していく。 
 

○  ｉＰａｄやｉＰｈｏｎｅのアプリにあたるものについて、ＡｎｄｒｏｉｄやＭｉｃｒｏｓｏｆｔへの対応は

どうなっているのか。アプリが無いと視聴することができないので、経費をかけて

やるべきだと思う。委員長の総括を強く支持したい。 
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（ＮＨＫ側）   アプリの開発は当然行っていく。さらに９月から外部のストリーミン

グサイト、「ユーストリーム」と「ニコニコ動画アメリカ」にもＮＨＫ

ワールドＴＶのウィンドウを開設した。できるだけ多くの場所にＮＨＫワ

ールドＴＶを出していくよう努力している。高画質のハイビジョンサイ

ズで見てもらえる外部サイトやスマートテレビに出していく機会を逃さ

ないように、“いつでもどこでも見られるテレビ”を目指して新しい技

術を貪欲に取り入れ、できるだけ世界の多くの人に見ていただくように

したい。 

 

＜視聴番組「ＪＡＰＡＮ ７ ＤＡＹＳ 特集 東日本大震災から６か月」 

（ＮＨＫワールドＴＶ ９月１０日（金）２３：１０ほか）について＞ 
 

○  ニュースとしてナチュラルに工夫されていて、既に取材したところに再度行って

いるということもあるせいか、制作も慣れていて、自然に見られた。英語もとても

わかりやすかった。ただ、原発の問題では、解説の大阪大学大学院 山口彰教授の

話と、番組後半に出てくる住民たちの感じとはかなりずれているような気がした。

むしろ東京電力や政府と協力している人と、別の観点から見ている人を対比させる

と、住民たちの「帰れないのではないか」という思いに迫れるのではないか。海外

の人々には、日本が本当の話をしているのか、メディアも隠さずに情報を出してい

るのかという思いがあると思うので、気になった。除染のシーンについては、アス

ファルトやコンクリートでは水で除染できるが、一番の問題は田んぼや校庭などで

ある。番組では、除染のシーンはアスファルトばかりであり、田んぼや校庭はどう

なのか疑問を持った。 
 高雄美紀キャスターは取材時のフットワークがよく、すばらしい。スタジオで話

すだけのキャスターではなく、取材ができて英語が非常にわかりやすく、鋭くイン

タビューができるというところも含め、今後も活躍してほしい。 
 

○  ４９分間の番組の中で震災後６か月の情報をインパクトのあるかたちで伝えよ

うとするなら、全体を通して何を訴えたいのか、伝えたいのかが１つにつながる切

り口が必要ではないか。項目ごとに苦心して取材しているが、全部通して見ると、

どこに特徴があるのかよくわからない。除染と全く関係のない山口教授の話が出て

きたとき、われわれ日本人が聞くと関連する情報が周囲にあるため何を言われてい

るのかわかるが、海外の人々には、この解説が何を言いたいのか、本当に伝わるの

だろうかと感じた。もう１つは、あれだけ世界の製造業に影響を与えた東北の各工

場は、ものすごい勢いで復旧しており、相当なレベルまで戻っているが、それに比

べて行政や国がかかわっている復興がなぜ進んでいないのかという問題提起があ

ってもよいのではないか。 
 また、以前、原発から汚染水を流し、海と魚が汚染され、世界から批判された。

海の食の安全はその後誰が追求しているのだろうか。既に危ない領域からは脱して

いるだろうが、そういったことも含めて、全体としてこの４９分間に何を盛り込ん

でいくか、一貫した切り口は何か、というところが気になった。 
なお、番組のテーマや内容が本当に国益に沿うのか、誤解を招かないかというチ
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ェック機能を果たす部門はあるのか。 
 

 （ＮＨＫ側）  各番組に編集責任者を置いている。その機能がさらに果されるよう指

導していく。 

 
○  全体として非常によくできており、おもしろかった。いろいろな中身がおもしろ

かったので、楽しんで見られた。しかし、海外の人々が何を知りたいのかという観

点から見ると、サプライチェーンの回復はぜひ世界へ発信しなければならない情報

であった。日本の食料品などが大丈夫かどうかという情報も知りたいと思う。安全

であるが、日本の中でも本当の被害ではなく、風評被害が起きているという情報を

発信すると日本の国益にかなう、国際放送の意義を果たすのではないかと思いなが

ら視聴した。また、原発関連の情報については相当神経をとがらせるべきであるが、

視聴していて、何度も聞き直した箇所がある。「ｉｎ ａｄｄｉｔｉｏｎ，Ｔｏｋｙｏ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｐ

ｏｗｅｒ Ｃｏｍｐａｎｙ ｄｉｓｃｈａｒｇｅｄ ｔｅｎ ｔｈｏｕｓａｎｄ ｔｏｎｓ ｏｆ ｒａｄｉａｔｅｄ ｗａｔｅｒ．Ｎｅｉｇｈ

ｂｏｕｒｉｎｇ ｃｏｕｎｔｒｉｅｓ ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ Ｓｏｕｔｈ Ｋｏｒｅａ ａｎｄ Ｒｕｓｓｉａ ｃｏｍｐｌａｉｎｅｄ」（さら

に、東電は１万トンの汚染水を放出した。韓国やロシアといった近隣諸国が非難し

た）、これはほとんど間違いに近い。東電は低濃度汚染水を放出して、高濃度汚染

水を出さないように必死に対応した。だから、「Ｔｏｋｙｏ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｐｏｗｅｒ Ｃｏｍｐａ

ｎｙ ｗａｓ ｏｂｌｉｇｅｄ ｔｏ ｄｉｓｃｈａｒｇｅ ｌｏｗ ｒａｔｅ ｒａｄｉｏ ａｃｔｉｖｅ ｗａｔｅｒ」（東電は低濃度

汚染水を放出することを強いられた）などと言わないと、東電はとんでもないこと

をしたように聞こえる。微妙なところは正確な情報を伝えることに 大の注意を払

わなければならないのではないか。 

 この番組は何人くらいのチームで制作したのか。編集方針や、企画自体はどのよ

うに立てているのか。生活に密着したところへフォーカスを当てていこうという意

図で制作されているということか。 

 

（ＮＨＫ側）   東電の汚染水に関しては、毎週番組を放送している中で、サマライズ

して伝える形になった。今後は伝える時間が短い場合における言葉遣い

に、よりいっそうの配慮を心がけたい。 

 

（ＮＨＫ側）  「ＪＡＰＡＮ ７ ＤＡＹＳ」はチーフ・プロデューサー１名、ニュースデス

クが１名、キャスターが１名、それからディレクターが６名という体制

で取り組んでいる。 
 
（ＮＨＫ側）  ウィークリー番組は「ＪＡＰＡＮ ７ ＤＡＹＳ」のほかに「ＡＳＩＡ ７ ＤＡＹ

Ｓ」、「ＡＳＩＡ ＢＩＺ ＦＯＲＥＣＡＳＴ」を放送しており、毎週それぞれの編集

責任者が集まり、次にどういうものを取り上げるか検討している。毎日

放送している「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」ではこういった流れで作っているので、「Ｊ

ＡＰＡＮ ７ ＤＡＹＳ」ではこの部分を取り上げようといった話し合いをし

ている。全体を見ながらそれぞれの内容について議論を重ねている。 

 ミクロの部分だけでは全体の中でどうなっているのかわからないとい



 

 4

うことで、マクロ的な要素をどう付け加えるかということは、例えば「Ｎ

ＥＷＳＬＩＮＥ」の「Ｎuｃｌｅａｒ Ｗａｔｃｈ」や「Ｒｏａｄ Ａｈｅａｄ」の中で漁業全体の

復興はどうなっているのかということなどを取り上げるよう努力をして

いる。今回は定点観測という部分にこだわりを持って取り組んだ。 

 

（ＮＨＫ側）  国際放送局は職員が１９０名で、外部スタッフが４００から５００名

という構成である。４月末まで報道局、海外総支局を担当していたので、

報道局とプロジェクトを作り、英語ができる者は英語リポートを国際放

送局でどんどん出していくよう協力体制を構築した。国内放送のパワー

を合わせ、より一層国際放送の充実を図っていく。 
 
（ＮＨＫ側）  ７月に国際放送局と報道局で共同取材をするプロジェクトを立ち上げ、

すでに２４本のリポートが出ている。さらに地方局の記者たちのリポー

トが５本出ている。海外総支局も７７本のリポートをＮＨＫワールドＴＶ

に出している。 

   ＮＨＫワールドＴＶは開始後わずか２年半で、２００人に満たない、

極めて少ない人数で２４時間ニュースを放送し、まとめの番組を制作し、

そのほかにも文化や旅の番組などを制作している。取材体制、制作体制

のさらなる充実が課題であると考えている。 

 

○  国際会議に出ると、日本は秩序だって一緒に何かをすることが得意な国なので、

直接被害を受けた大きな傷跡とはまだ闘っているにしても、全体としてはもう乗り

越えているように見られていて、あまり話題にも出てこない。サプライチェーンが

復活しているといった情報は、意識の高い人たちの間では伝わっていて、むしろ行

政が動かずに忘れられた人々がいるということは知られていないので、このような

かたちで放送したことは非常によかったと思う。しかし、なぜ進んでいないのかと

いうことが伝わってこなかったので、もう少し踏み込めたのではないか。半年の区

切りなので、これだけの大きな震災が日本社会にどういうインパクトを持ったのか

という視点、マクロの視点で振り返って何が言えるのかということにもう少し踏み

込めれば良かった。もしかするとほかの、日本語で放送した番組を英訳して放送す

るといったかたちになるのかもしれないが、そういう情報を世界に発信してもよい

と感じた。 

 特集部分から普通のニュースに切り替わった際に流れていた音楽があまりにも

牧歌的で拍子抜けした。 

 

（ＮＨＫ側）  ５月と９月に２回現地取材したということだが、暮らしの問題や行政

の問題、産業界のサプライチェーンの問題や除染の問題などを継続的に

取材して記録し、映像あるいは音声で世界に向けて発信していくことは

ＮＨＫにしかできないことだと思う。今後ともそういうところに力を入

れてほしい。 

 



 

 5

○  海外の視聴者が６か月の節目で何を聞きたいのかを意識するべきである。われわ

れは日本で毎日、新聞やテレビでニュースを見ており、それらから取り残されてい

る部分、ミクロというか生活の現場での視点は非常に新鮮であるが、全体のニュー

スを知っているためサプライズは無い。その点から考えると、本当に海外の人々は

そういうところに関心があるのかと疑問を感じる。例えばこれはどのくらいの経済

的な損害だったのか、あるいはどのくらいの復興需要が見込まれるのか、日本政府

は予算をどう組もうとしているのか。海外の人々にはよく伝わっていないのではな

いか。さらに、原発事故のパートについては、別の番組になるのかもしれないが、

エネルギー政策は日本ではどうなっていくのかというマクロ的な観点というもの

があって、一方でミクロ的なものがあると非常に立体的な番組になっただろう。そ

れにしても、この大震災後もずっと追いかけて、さすがＮＨＫだと思った。 

 
（ＮＨＫ側） 海外の関心がマクロ的なものに移りつつあるということを感じる一方、

ミクロ的なものが忘れ去られてしまうことが気がかりである。世界の流れ

をしっかりと捉えながら、改めてきちんと伝えていくよう努めていきたい。 
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平成２３年９月国際放送番組審議会議事概要 
 

平成２３年９月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第５７３回）は９日（金）ＮＨＫ

放送センターで７人の委員が出席して開かれた。 
会議では、まず最近のＮＨＫの動きについて、続いて最近の国際放送の動きにつ

いて説明があり、意見交換を行った。引き続き、ＮＨＫワールドラジオ日本の最近

の動きについて説明があり、ラジオ日本夏期特集「今、世界のＧＥＮPATSU は」およ

びラジオジャパンフォーカス「再生可能エネルギー拡大へ 日本の課題」について説明が

あり、意見交換を行った。最後に国際放送番組の放送番組モニター報告と視聴者意向報

告があり、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長 北村 俊昭 （国際石油開発帝石(株) 代表取締役社長） 

副委員長 今井  克 （(株)全国新聞ネット 代表取締役社長） 

委  員 内海 善雄 （前国際電気通信連合（ＩＴＵ）事務総局長） 

委  員 坂村  健 （東京大学大学院情報学環 教授） 

委  員 塩見 和子 （(財)日本音楽財団 理事長） 

委  員 沼田 貞昭 （鹿島建設(株) 顧問、一般社団法人 日本英語交流連盟会長） 

委  員 萩原 敏孝 （(社)経済同友会 副代表幹事） 

 
 

（主な発言） 

 

＜最近のＮＨＫの動きについておよび最近の国際放送の動きについて＞ 

 
○  ウルドゥー語とヒンディー語は似ていると思うが、ＮＨＫワールドでは、

別々の言語として放送しているのか。 
 
（ＮＨＫ側）別々の言語として放送している。 

 
○  ＮＨＫはアナログ放送終了に際して、９万件の解約申し込みを受けたと聞

いているが、これは想定の範囲内の数字か。 
 
（ＮＨＫ側） ９万件とは、解約の実数ではなく、申し込みの件数で、これか

ら実際にデジタル放送が受信できるテレビやワンセグ機能付き携

帯電話をお持ちでないかなど、詳細を確認していく。その結果、解

約の件数は減るかもしれないが、年間４０万件の契約増加を目標に

している中で、１０万件近くが減るということなのでかなり大きな

影響を受ける。 
 
 

＜ＮＨＫワールドラジオ日本の最近の動きについて、聴取番組 ラジオ日本 夏期特集

「今、世界のＧＥＮＰＡＴＳＵは」（ＮＨＫワールドラジオ日本 ８月１０日（水）２１：０５ほか）お
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よび、ラジオジャパンフォーカス「再生可能エネルギー拡大へ 日本の課題」（ＮＨＫワール

ドラジオ日本 ８月１２日（金））について＞ 

 
○  内容は非常に豊富であったが、相当集中して聞かないと頭に入ってこなか

った。ラジオは内容が濃くなるということかもしれないが、相当な関心を持

った人物でなければきちんと聞いてくれない恐れがあると感じた。また、チ

ェルノブイリやスリーマイル島の影響についてはごくわずかしか取り上げら

れなかった。なぜ脱原発なのか、なぜ反核なのかという根源についての解説

がもう少しあっても良かったのではないか。現在起きていることについては

詳しく取り上げられているが、根源の情報が少ないように感じた。「再生可能

エネルギー拡大へ 日本の課題」は分かりやすかった。これもかなり集中し

て聞かなければならなかったが、現在の日本で何が問題で、どういったチャ

レンジが考えられるかという解説としてはよいものであった。 
 また、英語の表現についてだが、ナレーションの中で、風力発電について“ｏ

ｕｔｐｕｔ ｖａｒｉｅｓ ｔｏｇｅｔｈｅｒ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｓｔｒｅｎｇｔｈ ｏｆ ｔｈｅ ｗｉｎｄ”という表現があ

ったが、“ｔｏｇｅｔｈｅｒ”は不要である。 
 

○  英語では番組が伝えたかったことがよく分からなかった。日本語のほうは

盛りだくさんで、ＮＨＫはいったい何を言いたいのかと疑問に思うくらいで

あった。あちこちの、いろいろな人物の意見を番組にして、結局視聴者が勝

手に判断してほしいというのか。たくさんの情報を提供するのは良いが、外

国で聞いている人は単に情報をたくさん並べてほしいのではなく、その中で

もこうではないかという意見がほしいのではないかという気がした。結論付

けることは非常に難しいことなので、そのあたりは大変かと思う。 
 

○  「今、世界のＧＥＮＰＡＴＳＵは」の日本語版の番組の放送時間は夜９時

５分からの５０分間で、誰が聞いたのだろうと思った。しかし中身は、やや

脱原発もしくはかなり疑問を持っている先進国と、産業発展のためには問題

はあるが原発やむなし、推進しようという国々が対比され、パッケージとし

てよくできた構成だった。ただ、日本語版は５０分尺で途上国と先進国との

対比を聞けるが、英語版は、１３分尺で第１回、第２回と分けて放送され、

２回続けて聞かれる保証がないため、別々に聞いた時にＮＨＫが伝えたいこ

とが本当に分かるのか疑問をもった。「再生可能エネルギー拡大へ 日本の課

題」については、１３分という短い番組尺の中に、これほど難しい日本の課

題をまとめようという点に無理を感じた。煎じ詰めて言えば、日本には新し

く電気を買うシステムができていないということ。また、送電網といったイ

ンフラが明確ではないことも特徴的である。根本的には、日本の最大の課題

は将来にわたってのエネルギー政策や戦略がいまだに無いことで、売電の仕

組みができなかったり、電力会社がバラバラに送電網を築いていたりという

点につながっているのではないか。現在、現象として表れている根本的な課

題は何かということが、もっと明確に浮かび上がってもよいのではないか。 
 

○  このようなテーマを取り上げることは良いと思った。先進国の中で大きな

原発の事故を起こしてしまった国として、原発関係のことは、今、日本が世

界に対して発信しなければならない必要なことだと思う。内容が難しいとい
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うことに関しては、どんどん番組を出していくしかない。今、このような情

報を数多く発信できるのは日本だと思うので、多数発信していくことによっ

て内容もこなれていくのではないか。原発問題は全世界的に関心を持たれて

いるが、情報の発信は世界的に見て少ないので、日本のことだけではなく、

世界の情報をどんどん出すのはよいことであると思う。また、長い間日本以

外の国にいて、自分の生まれた国がどうなっているのかを気にして、日本の

情報を必要とする人は多いので、日本語の放送は必要だと思う。今後も、こ

のような経験をした日本から、原発関連の番組を多数出していくと良い。 
 

○  ５０分という番組尺は長く、聞くのが大変であったが、情報の質量ともに

満足のいくものであった。アメリカやドイツの原発を巡る動きは比較的情報

として入ってくるが、今回はなかなかふだんは我々に届かないアラブ首長国

連邦とベトナムの情報を取材し、番組にしたことは非常に有意義であった。

特にあれほど石油があるアラブ首長国連邦が、なぜ原発を作らなければなら

ないのかについては、目からうろこの発見があった。さらに欲を言えば、福

島の原発事故に関連する内容が、もう少し深く、何らかの形であっても良か

ったのではないか。現在進行形で、取り上げ方が非常に難しいということは

理解できるが、やはりわれわれの関心は、日本の原子力政策がどういうもの

であったのか、福島で何が起き、それが世界の原発をめぐる動きにどのよう

なインパクトを与えているのかということであり、もう少し知りたかった。

例えば、トルコも地震国で福島と同様なことが起きるかもしれないというと

ころなどで、話が深く進まず終わってしまったところは、残念だった。 
 

○  「今、世界のＧＥＮＰＡＴＳＵは」は、非常に優れていた。現象のみなら

ず、歴史的な経緯や地政学的な分析など、真剣に聞くと非常に実りがある番

組であった。一方で、日本の課題や再生エネルギーの話は難解で、ほとんど

理解されないと思われる。理解されにくいのは、日本の独特なエネルギー事

情が基本にあるということ。日本には、再生利用資源も含めて資源が乏しい。

さらに、島国であって他国とつながっていない。そのうえ、狭い国土の中で、

電力が９つに分割されていて、それぞれが発送電を行っている。こういった

基礎知識が無いと、外国で聞いている人はなぜ日本がこのようなごちゃごち

ゃした状況にあるのか分からなかったかもしれない。冒頭に日本のエネルギ

ー政策なりエネルギー基本構造が説明されていると、内容が納得されやすか

ったであろう。それがあってこそ日本が今、努力していることが理解される

と思われるので、注文しておきたい。 
 

○  非常に内容が豊富で、バランスが取れた意見が取り上げられ、すばらしか

った。しかし、固有名詞や数字が多数出てくるため、神経を集中させて聞か

なければ理解できないほど難解であった。とにかく内容はすばらしかった。

番組を通じて、日本人にとっては諸外国の様子が非常によく理解できる内容

だと感じたが、外国に向けて放送されていると思うと、国際放送というのは

一体何のために行われているのだろうという疑問を持った。本当は番組で取

り上げた４か所にプラスして、日本の状況を強く出さないと比較にならない

のではないか。また、「再生可能エネルギー拡大へ 日本の課題」について疑

問に思った点がある。番組のテーマ自体は非常に良いし、ナレーションも分
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かりやすかったが、内容が偏っていると思った。風力発電は安定供給ができ

ないのは当然であるが、それに対して学者が、全国規模で実施すればある程

度安定供給が可能であると述べるのは、極めて怪しい意見である。送電コス

トのため、東京から北海道まで送ることはできない。電力は隣にしか送れな

い。分割していても、分割された電力会社同士ではやりとりをしており、全

国規模でできると主張している人もいるが、技術的には非常に怪しい。テー

マ自体は非常におもしろく捉え方も良いのだが、もう少し正確な情報を伝え

ないと外国人が誤解してしまう。本来、再生可能エネルギーはコストが問題

であり、コストが高いにもかかわらずやらざるを得ないのが現状であるが、

それを国民がどう負担するのかということが基本的な問題だと思う。 
 

（ＮＨＫ側） 送電網については、専門家によって考え方の分かれる問題であ

り、難しいところだが、番組としては、まず送電網が整備される

ことが普及するための必要条件であるという意味であるとフォロ

ーをした。また、コストが普及を妨げているという点についても、

さまざまな課題がある中で海外と比較したときに日本の課題は固

定価格買い取り制度がないという点がポイントだと判断した。 
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平成２３年７月国際放送番組審議会議事概要 
 

平成２３年７月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第５７２回）は８日(金）ＮＨＫ放送セン

ターで９人の委員が出席して開かれた。 
会議では、まず 近のＮＨＫの動きについて、続いて 近の国際放送の動きについて説

明があり、意見交換を行った。ひき続き、視聴番組「ＮＨＫ Ｓｐｅｃｉａｌ Ｍｅｇａ Ｔｓｕｎａｍｉ ～

Ｈｏｗ ｃａｎ ｌｉｖｅｓ ｂｅ ｓａｖｅｄ？」および、「ＮＥＷＳＬＩＮＥ Three Months On（震災から３か月） ①

～⑤」について説明があり、意見交換を行った。 後に国際放送番組の放送番組モニター

報告と視聴者意向報告があり、会議を終了した。 
 

（出席委員） 
委 員 長 北村 俊昭 （国際石油開発帝石(株) 代表取締役社長） 

副委員長 今井  克 （(株)全国新聞ネット 代表取締役社長） 

委  員 内海 善雄 （前国際電気通信連合（ＩＴＵ）事務総局長） 

委  員 坂村  健 （東京大学大学院情報学環 教授） 

委  員 塩見 和子 （(財)日本音楽財団 理事長） 

委  員 竹中 千春 （立教大学法学部法律学科 教授） 

委  員 中山 俊宏 （青山学院大学国際政治経済学部 教授） 

委  員 沼田 貞昭 （鹿島建設(株) 顧問、一般社団法人 日本英語交流連盟会長） 

委  員 萩原 敏孝 （(社)経済同友会 副代表幹事） 

 

 

（主な発言） 

 

＜ 近のＮＨＫの動きについておよび 近の国際放送の動きについて＞ 

 
○  スペースシャトル打ち上げを中継するとのことだが、アメリカの宇宙船のニュース

をなぜＮＨＫワールドが放送するのか。 
 

（ＮＨＫ側） 過去に７人の日本人の宇宙飛行士がスペースシャトルに搭乗したことが

あり、日本にも関係の深いものである。また、スペースシャトルは日本が

参加する国際宇宙ステーションの開発にもかかわっていて、その 後の打

ち上げは１つの宇宙開発の時代の終わりであるという観点からニュース

で扱うことにした。現地へは、地上波で放送するために取材班が多く入っ

ているので、そのリソースをうまく使うという意味合いもあり、数あるニ

ュース中の１つとして取り上げる。 
 
 
＜視聴番組「ＮＨＫ Ｓｐｅｃｉａｌ Mega Tsunami ～ How can lives be saved ?」（ＮＨＫワールド 
ＴＶ ５月１４日（土）１１：１０ほか）および、「ＮＥＷＳＬＩＮＥ Three Months On ①～⑤」

（ＮＨＫワールドＴＶ ６月６日（月）～２３日（木）ほか）について＞ 
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○  「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」の「保安院に問う原発事故」での原子力安全保安院の審議官への

インタビューは、もっと自然な感じで質問をしたら、さらによかったのではないか。

また、 初はベストシナリオだけを言っていたのではないか、だんだん厳しい事態が

明らかになってきたのではないかという趣旨の質問があったが、いちばん根幹の質問

だ。非常にコメントしにくい状況についてコメントするというのがスポークスマンで

あり、当事者としての政府の対応や立場を放送することは必要だったと思う。 
 また、「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」の「汚染水浄化の試み」で、水野倫之解説委員の解説を同時

通訳で伝えたのは早口ながらもわかりやすかった。国際放送局の記者がインタビュー

している特集があったが、このような記者は何人くらいいるのか。英語の発音などの

問題はあるかもしれないが、いろいろなかたちで訓練していくことはいいことだ。 
 

（ＮＨＫ側） 国際放送局ニュース制作部の記者、ディレクターなどの職員は全体で約

８０名いるが、現場で仕事をしているのは１０数名である。 
 

○ 海外へ行くと、「日本人はすばらしい。被害を受けながらも立派な対応をしてきた」

と非常にほめられる。しかし、被災者以外の日本人の心情はなかなか海外へ伝わって

ないのではないか。り災された方はもちろんのこと、そのまわりの日本人も、電力不

足で頑張って節電しているということなども伝えていかなければならない。 
 また、ｅｎｕｎｃｉａｔｉｏｎ（語り口）とｐｒｏｎｕｎｃｉａｔｉｏｎ（発音）の訓練は改善の余地があるので

はないかと思った。例えば“ｆｏｕｒｔｅｅｎ ｔｈｏｕｓａｎｄ”（１万４,０００）が、“ｆｏｒｔｙ ｔｈｏｕ

ｓａｎｄ”（４万）と聞こえた。また、「ＮＨＫ Ｓｐｅｃｉａｌ Ｍｅｇａ Ｔｓｕｎａｍｉ」では、全編が

同時通訳による吹き替えで、ナレーションとインタビューは話し方を変えるべきなの

に両者に違いが感じられず、聞き取りづらかった。せっかくすばらしい番組を作った

のだから、きちんとプレゼンテーションすることも重要ではないか。 
 

○ 「ＮＨＫ Ｓｐｅｃｉａｌ」は、インタビューする人とインタビューされる人を１人で同時通

訳していたので、同じ声でわかりにくかった。登場人物ごとに違う人が読むだけでも

改善できるのではないか。 
 

（ＮＨＫ側） 発音については、これまでもカナダのＣＢＣ ＴＶ等から専門のアドバイ

ザーを招へいし訓練してきたが、さらに強化していきたい。またプレゼン

テーションのしかたについても、海外の視聴者がより理解しやすい伝え方

について今まで以上に取り組み、改善に努めていきたい。 
 

○ ＮＨＫが国際放送でどういうアイテムをどういう切り口で放送していくのかという

ことについて、プライオリティも含めて議論するべきではないか。アジアや外国をテ

ーマにした番組をゼロにしろとは言わないが、ＮＨＫでなければ見られない、日本発

のものを期待されているのではないか。 
 「ＮＨＫ Ｓｐｅｃｉａｌ」の津波の映像は、すさまじい威力が伝わってくるものだった。

編集の中身とか、英語のナレーションは別にして、保存するに値する映像だと思う。
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学校の先生や、ある会社経営者のように、みんなを引き連れて多くの人たちを助けた

という事実も組み入れるとたいへんよかった。 
 「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」の「保安院に問う原発事故」のインタビューは、人選に議論の余

地があったのではないか。国際放送で何を聞き取ろうとしたのか、あるいは質問して

も回答がないということを言いたかったのか、意図がよくわからなかった。 
 震災後、日本から部品が来ないとか、日本の製造業が倒れているからたいへん迷惑

だと海外から言われている中で、回復のために日本が一生懸命努力してきているのだ

という姿もぜひ取り上げてほしい。 
 

（ＮＨＫ側） 視聴して頂いた「ＮＨＫ Ｓｐｅｃｉａｌ」は、国内で放送した１週間後にＮＨ

Ｋワールドで放送することを第１の目的に制作したため、ナレーションな

どにあまり時間をかけることができなかった。後に海外の放送局に放送し

てもらうために、男性と女性の声を別け、ナレーションをワンフレーズご

とにタイミングを合わせた保存版も制作している。 
 

○ すごくいい番組を作っているとたいへん感心したが、何を目的に制作したのか疑問

に思った。まず、「ＮＨＫ Ｓｐｅｃｉａｌ」は７３分で、こんなに長い番組をはたして外国人

が見るのかと思った。おそらく集中的に見てもらえるのは３０分だと思う。それぐら

いにエッセンスを放送しないと伝わらないのではないか。 
 「ＮＥＷＳＬＩＮＥ Ｔｈｒｅｅ Ｍｏｎｔｈｓ Ｏｎ ①～⑤」は、コンパクトでよかったが、地震

と原発の事故が起きてから３か月たって、被災者や日本の経済がどうなって、それに

対してどんな対策を打っているかという総まとめを、海外の人は知りたいのではない

か。ある特殊なテーマを選んでいたので、いったい何を外国に伝えたかったのかがわ

からなかった。とくに、「保安院に問う原発事故」は、保安院がどう答えるかという

ことより、どのような事故が起きて、放射能汚染はどこまで広がろうとしているか、

対策はどうなっているかということを、海外の人は知りたいのではないか。 
 「ＮＨＫ Ｓｐｅｃｉａｌ」で、「防災無線」のことを“ｗｉｒｅｌｅｓｓ ｂｒｏａｄｃａｓｔ ｓｙｓｔｅｍ”と直

訳していた。日本で「防災無線」と呼ばれるものは、実際は、街角の拡声器からの「音

声放送」であるから、“ｗｉｒｅｌｅｓｓ”と直訳すると意味が通じない。また、「ＮＥＷＳＬＩ

ＮＥ」の「輸出農産品 風評被害対策」では、“ｍｏｕｎｔａｉｎｓ ｏｆ ｒｉｃｅ”と言っていたが、

いろいろな倉庫にある米をまとめて２０トンということだった。おそらく「山積みの

米」という日本語をそのまま訳したのだと思う。間違いではないのだろうが、何とな

く感覚が違う。番組は非常におもしろかったが、ＮＨＫだけの、あるいは制作者だけ

の国際放送ではなく、日本の国際放送だという観点を常に持って番組を作るべきでは

ないか。 
 ＣＮＮやＢＢＣと比較すると、ＮＨＫワールドＴＶでは、日本人が多く登場してい

るという印象を持った。例えばＢＢＣのアナウンサー、キャスターはインド系、アフ

リカ系、アラブ系などいろいろな人種が出ている。日本人以外のキャスターが出てく

ると、ずいぶん雰囲気が変わってくるのではないか。 
 

（ＮＨＫ側） 現在、いわゆるアンカーパーソンが３０人ほどおり、日本人の比率はだ
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いたい３分の１ほどである。 
 「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」の特集は、国内のニュースの中から内容が海外向けに

ふさわしいものを再利用したり、国際放送局が独自に取材をしたりして制

作している。テーマとして統一性が取れていないというご指摘については、

報道局との連携をこれまで以上に強化し、取材の段階からかかわっていく

ことで改善を図っていく。今度、仙台局に取材クルーを派遣し、膨大な取

材素材の中から、どういうものを海外に発信していくかということを国際

放送の視点で考え、国際放送でまとまったかたちで取り上げられるように

していきたいと考えている。 
 

○ ＮＨＫが何のために国際放送をするのかという哲学を考える時期に来ているのでは

ないかと思う。いま国内で流している放送とは明らかに違うと思う。なぜ英語放送を

しているのか、なぜその必要があるのかというところをはっきりさせないと、いろい

ろと誤解を生むのではないか。期待されているのは、日本としてということなのに、

海外でＮＨＫの国際放送を見たときに、日本のことではないものを放送しているとも

のすごく不満になって、受信料を取っているのに、なぜ日本のことを放送しないのか、

など誤解をする人もいると思う。日本から英語放送を発信しているというコンセンサ

スを得るということを、ＮＨＫがどうプレゼンテーションしていくのかが重要だ。 
 「ＮＨＫ Ｓｐｅｃｉａｌ」は、先進国にこのような大きな津波が来たのはおそらく初めて

あり、その映像を日本が発信する試みとしては非常に重要で、必ずほかの国にも役に

立つ。海外の科学番組チャンネルのように、科学的事実や、津波の解説などの事実関

係だけにすればもっと長くてもいいと思った。日本の政府の対応などと一緒に放送し

ようとするととても難しいので、事実のみに焦点をあわせ「記録」ということにした

ほうが良かったのではないか。 
 

○ 「ＮＨＫ Ｓｐｅｃｉａｌ」の７３分という番組尺は長く感じた。海外に発信するために、全

体の位置づけについての説明を番組の前か後に入れるか、パート１、パート２と分け

てもよかったのではないか。英語については、改善点があるかと思うがワンシーンご

とにすごい迫力があった。 
 番組を見て、いまメディアが、大きな実験をしている過程にあるということがよく

わかった。放送局が取材対象を撮影する従来の報道から、取材対象である被災者が自

らカメラを持って撮影した映像をもとに報道する新しい形が「Ｍｅｇａ Ｔｓｕｎａｍｉ」で

は成立していた。どんどん実験をして、クリエイティブなことをしてほしい。日本の

政府、企業、官もよくわからない中で、ＮＨＫだけはしっかりしてほしいと思う。日

本の信用がかなりかかっている。まず、うそをつかない、しっかりしたｃｒｅｄｉｂｌｅ（確

かな）なデータを出す、バランスの取れた見方をするということだと思う。 
 国際放送には、日本国内でのメディアのニーズ、あるいはｒｅｓｐｏｎｓｉｂｉｌｉｔｙ（責任）

と少し違うものがあると思う。「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」の「放射能と心のケア」の特集は、

質問者も回答者も外国人で、国外のスペシャリストが入っていたのは良かったと思う。

「保安院に問う原発事故」のインタビューでは、もし聞き手が日本人でなくフランス

人とかアメリカ人だったら、保安院側も違う発言をしたのではないかと思った。 
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○ 国際放送の哲学については、日本が主語であるべきだと思うが、日本にとって好ま

しい情報だけを伝えることがＮＨＫの国際放送の使命ではないと思う。難しい状況な

らば難しい状況にあることを伝える。そのような観点から、「保安院に問う原発事故」

は、意味はあった。また「ＮＥＷＳＬＩＮＥ Three Months On ①～⑤」は、全体のスト

ラクチャーこそ見えなかったが、普通のニュース番組のコーナーとしてすごくよかっ

たのではないか。 
 また、「ＮＨＫ Ｓｐｅｃｉａｌ」は、日本語版を見て非常に心を動かされたことと比較する

と、やはり英語版は、１週間後にすぐ放送するために若干犠牲にしたものがあったと

いうことだが、非常にもったいないという感じがした。ＰＢＳ（アメリカの公共放送

サービス）が制作している「ＦＲＯＮＴＬＩＮＥ」は、そうとう重要なテーマでもコンパ

クトに１時間でまとめていて、非常に小気味よくナレーションが入っている。「ＮＨＫ 

Ｓｐｅｃｉａｌ」はそれが決定的に欠けていた。また、日本人からしてみると、ヒューマン

ドラマと津波をめぐる事実がうまくブレンドされていると思うが、外国人が知りたが

っている津波の情報は、ヒューマンドラマよりも、やはり津波の力学などの情報なの

ではないのかと思った。「ＮＨＫ Ｓｐｅｃｉａｌ」を若干作り変えて短くし、ネイティブスピ

ーカーのナレーションをつければ、だいぶ違った番組ができたのではないかという印

象を持った。 
 

○ 映像を見て、ＮＨＫは量においても、質においてもすばらしい記録を残していると

思った。ではこれを、どのように海外に向けて訴えていくかというところがテーマだ

ったと思う。人選の問題は別にして、海外に向けて、日本はいまこうなっているのだ

ということを、政府あるいは日本の専門家などにきちんと話してもらいたいと思う。

また、スペースシャトルのニュースについては、日本の公共放送としてＮＨＫが世界

のレベル、グローバルな報道をするということは必要なことだと思う。ただ、どうい

う視点、観点から放送するのかということがはっきりしてないと、無国籍なものにな

ってしまうのではないか。何をどう伝えるか、日本からどういう発信をしていくか、

グローバルな観点の中でどういう立ち位置を取るのかということについて深く議論

をして検討してほしいと思う。 
 

○ 政治はその国の国民のレベルを超えられないとよく言われる。ＮＨＫの報道するこ

ともおそらく日本の国のレベル、国民のレベルを超えられるわけはないと思う。ただ

そういう意味では、とくに海外に発信する時に、その中の光と影、いい点と悪い点を

バランス良く伝えていくということが重要ではないか。震災後３か月の中で、復興の

１つの光として海外から認められているのは、日本の製造業が海外から見ると想像を

絶するスピードで復興してきているということである。これは日本経済の強さの１つ

の秘密というか、力なのではないか。日本に対するこのような評価にきちんと光を当

て、３か月、あるいは半年という時に伝えていくことがやはり必要ではないかという

気がした。 
 「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」の「保安院に問う原発事故」では、日本政府の対応にいろいろな

批判はあるが、実際に日本国内ではあのように報道されているので、それなりに意味
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があるのだと思う。さらにそれをだれかが批判的にコメントすると、ある種の客観性

を与えることも可能だったのではないかという気がする。 
 

（ＮＨＫ側） 復興の速度については、日銀の支店長会議、総裁の会見があり、例えば

石油、供給のサプライチェーンの部分でも確かに復興の動きが出てきてい

るので、盛り込むことにしている。 
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平成２３年６月国際放送番組審議会議事概要 
 

平成２３年６月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第５７１回）は１０日(金）ＮＨＫ放送セ

ンターで９人の委員が出席して開かれた。 
会議では、まず最近のＮＨＫの動きについて、続いて最近の国際放送の動きについて説

明があり、意見交換を行った。引き続き、新放送法施行に伴う「国際番組基準」および「一

般放送事業者の協力を求める基準及び方法」の改正案についての諮問にあたり説明があり、

審議の結果、番組審議会として原案を可とする旨、答申することを決定した。続いて、視

聴番組ＮＨＫワールドＴＶ「Asia in View  Episode 1: Internet Livens up Vietnam」について説明

があり、意見交換を行った。最後に国際放送番組の放送番組モニター報告と視聴者意向報

告があり、会議を終了した。 
 
 

（出席委員） 
委 員 長 北村 俊昭 （国際石油開発帝石(株) 代表取締役社長） 

副委員長 今井  克 （(株)全国新聞ネット 代表取締役社長） 

委  員 大沢真知子 （日本女子大学人間社会学部現代社会学科 教授） 

委  員 坂村  健 （東京大学大学院情報学環 教授） 

委  員 塩見 和子 （(財)日本音楽財団 理事長） 

委  員 竹中 千春 （立教大学法学部法律学科 教授） 

委  員 中山 俊宏 （青山学院大学国際政治経済学部 教授） 

委  員 沼田 貞昭 （鹿島建設(株) 顧問、一般社団法人 日本英語交流連盟会長） 

委  員 萩原 敏孝 （(社)経済同友会 副代表幹事） 

 

 

（主な発言） 

 

 

＜最近のＮＨＫの動きについておよび最近の国際放送の動きについて＞ 

 
○  夏の電力事情が心配され、大口電力使用者の一つであるＮＨＫも２０％削減を目指

して取り組むということだが、今年の夏はピーク時の電力をどう下げるかがいちばん

大きな問題になるのではないかと思う。電力が不足して、今、非常に危ないところに

あるということがわかるように、例えばテロップのようなかたちで画面に出したらど

うかという意見を以前に述べたと思うが、最近Ｌ字型の天気予報のように画面に出始

めたのを見た。夏はぜひもっと放送したほうがいいと思う。また、日本に住んでいる

外国人にも情報をきちんと出してほしいと思うので、インターネットにも、ぜひ情報

を載せてほしい。また、テロップと似たようなことを画面上でも何か工夫して、情報

を発信してほしいと思う。 
 

（ＮＨＫ側）  朝と夕方のニュースなどで、東京電力管内の電力需要の見通しなどを
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「今日の電力予想」としてお伝えしている。また、電力使用量が増えて上

限に近づいてきた場合は、画面に逆Ｌ字で今このくらいの状況になってい

るので気をつけてほしいという情報を出せるように、現在システムを準備

しているところである。 
 

○  ＮＨＫが電力使用量を２０％カットするというのは、具体的にはどのように実施す

るのか。 
 

（ＮＨＫ側）  契約電力５００キロワット以上の大口需要施設の対象となっているの

は、放送センター、放送技術研究所、菖蒲久喜ラジオ放送所、千代田放送

会館の４か所だが、具体的には、番組制作を極力電力に余裕のある土日な

どへシフトしたり、放送センターの正面玄関の向かい側にある“ＮＨＫふ

れあいホール”での生放送を、スタジオにお客さまを入れない方法での放

送に変えたりする。また、無駄なところの消灯、自動販売機を一部停止す

る、夜間と昼間の機器の使い方を工夫するなど、空調系統や電気機器使用

におけるいっそうの節電を行う。 
 

○  放送時間の短縮ということは、考えているか。 
 

（ＮＨＫ側）  教育テレビとラジオ第２放送については、夜間は放送を休止している。

総合テレビの場合は緊急の情報が入って来る可能性があるためなかなか

止めにくいというところがある。ＢＳ放送はあまり電力を使わないが、３

波あった時は夜間一時停止していた。２波になってからは２４時間放送し

ている。 
 

 
＜新放送法施行に伴う「国際番組基準」の改正案および「一般放送事業者の協力を求める基

準及び方法」の改正案について＞（諮問・答申） 
 

○  新放送法施行に伴う「国際番組基準」の改正案および「一般放送事業者の協力を求

める基準及び方法」の改正についてだが、「一般放送事業者の協力を求める基準及び方

法」の改正案については、番組審議会が諮問を受けた場合、一般放送事業者の意見を

聞かなければならないと放送法に定められている。すでに民間放送連盟からは「今回

の改正は新放送法の施行に伴う用語の変更であり、内容の変更はないことから、改正

案に異存はありません」という回答をいただいている。この回答も踏まえ、また、各

委員から特段のご意見、異議がないということで、両改正案について当審議会として

原案を可とするという答申をしたい。 
 

○  異議なし。 
 

（ＮＨＫ側） 国際放送番組審議会の答申を得たので、このあと経営委員会に提出する。
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経営委員会の議決を経て「一般放送事業者の協力を求める基準及び方法」

については総務大臣に届出ることになる。 
 
 
＜番組視聴 『Asia in View  Episode 1: Internet Livens up Vietnam 』（ＮＨＫワールドＴＶ 
４月２２日（金）１１：３０ほか）について＞ 
 

○  番組では、日本のガールズファッションに強い影響を受けて起業したベトナムの女

性を取り上げていたが、女性がファッショナブルな装いで歩いて行った先に、壁が接

いである事務所を映し出すなど、ギャップを出していたのは単なるサクセスストーリ

ーにならず良かった。ただ、誰もが成功したいが、すべての人が成功できるわけでは

ないので、このまま全部うまくいくのか、とも思った。また、倒産しても頑張るとい

う場面では、まだ若い国なのだと感じた。先に進んでいる部分と、まだ時代に乗れな

い部分、新しい世代と古い世代の葛藤なども取り上げたら全体像がもう少しわかりや

すかったのではないか。 
 

○  日本のメディアが、ＮＨＫがこのようにベトナムの姿を紹介することの意味は何な

のだろうかと思いながら、非常に興味深く視聴した。制作で心がけたことが３点あっ

たということだが、１点目は最も熱いアジアを切り取る、２点目は個人の成功物語に

せず、できるだけ多角的にとらえ、あるいはその裏にある問題を紹介する、３点目は

アジアがどういうふうに変わりつつあるのかという背景を描く。これらの視点から番

組を考えるとき、そこには“日本が及ぼしている影響がある”というメッセージがあ

るのではないかと思った。活躍している女性の姿にも、“meticulousness（綿密な）”と

か、“ａｔｔｅｎｔｉｏｎ to ｄｅｔａｉｌ（細部に注意を払う）”などの彼女の言葉にもそのようなメ

ッセージを感じた。 
 

○  この番組審議会で、中国だけではなくアジアをもっと紹介したほうがいい、という

声もあったかもしれないが、ＮＨＫワールドＴＶは、もっと日本のことを世界にきち

んと発信していくべきなのではないかと思う。少子高齢化、一極集中で地方は疲弊し

ている、あるいは労働生産人口がどんどん減っている、社会保障の問題は迫ってきて

いるなど、日本が今さまざまな課題を抱えている中で、これらの課題をどう解決して

いくかということは、おそらくアジアやほかの人たちにとっても、一つのモデルにな

るのではないかと思う。アジアや中国のことを取り上げてはいけないとは言わないが、

もっと日本のことを中心に取り上げていくべきではないか。 
 この番組の中身については、たいへん興味を持った。最近のあまりやる気がないと

思われる日本の若者たちに、国内で見てほしい番組だった。アジアはこんなふうにみ

んな元気よくやっているよという日本人向けの番組なのではないか。海外に放送して

もよいが、もう少し日本を軸にした番組を世界に発信していくというところに比重が

置かれてもいいのではないかと思った。 
 

（ＮＨＫ側） これまで２４時間の英語放送をスタートして、アジアと日本を伝えると

いうことをテーマにやってきたが、東日本大震災が起こったこともあり、
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次はやはり日本からの情報発信ということが必要だと思っている。この番

組は、むしろ日本人に見てもらいたいので、国内放送のチャンネルで放送

できないか検討したいと思う。 
 

○  番組には、ベトナムと日本を関連づける仕掛けがしてあるという感じがした。ネッ

トショッピングの会社を立ち上げ人気を集める男性は、インターネットで商品を見な

がら、日本の製品は壊れないと言い、２番目の独自のファッションブランドを立ち上

げた女性は渋谷のガールズ系ファッションに影響を受けている。３番目の人は盆栽で

復活をねらっているということで、それなりに少し日本をからめて仕掛けてあるよう

な感じがした。けれども、インターネットの急速な普及で急増している“＠世代”と

呼ばれる若者の実態が見えてこなかったことは、もの足りなく感じた。古い世代との

対比も重要だと思うが、他方で新しい世代がどういう世代で、新しい技術を身につけ

たことによってどういう居場所を獲得し、どういう意識の変化があったのかというこ

とが見えてこなかった。そこにフォーカスしながら３人のストーリーを配置していっ

たほうが、より興味深いストーリーが出たのではないか。アジアにおける新しい現象

の展開というかたちで作れば、もう少し番組に深みが出たのではないかと感じた。 
 

○  非常に興味深く視聴した。アジアのダイナミズムということが今、非常に注目され

語られているが、光の部分が多く語られ、影の部分もある。グローバリゼーションと

いうのは光と影と両方があり、その影の部分をきちんと見ていくということが、重要

になってくると思う。日本、アメリカで貧困の若年化が起きている。グローバリゼー

ションの影、高齢者の貧困は今まで問題になってきたが、若年の人たちのホームレス

化とか、そういう問題に今対応しておかないと将来に大きな禍根を残す。そういう意

味で影の問題もぜひ番組で扱ってほしいと思う。光と影をうまく映し出すと、共通の

問題としてアジア全体でグローバリズムとは何かというようなことが語れるのではな

いかと思った。 
 

○  毎回番組を見るたびに、どういう立場で番組を見るか、誰に見せる番組なのかとい

うことが大切だと思う。この番組を日本人として見た場合は、おもしろく、自分の知

らないことがベトナムで起こっていると思うが、日本人ではない場合は、意見が分か

れてくるのではないかと思う。日本と全然関係ないということはないが、全般的に上

品すぎると感じた。もう少し強く、日本とベトナムの関係や、日本がベトナムに影響

を与えているのだと主張してもいいのではないかと思う。ただ、日本人として見た場

合には、謙虚なほうがいいということはあるかもしれない。 
 

○  アジアの今の姿を描いた番組は、これまでも何本か視聴したが、そのたびに日本人

に見せたい、日本人に見てもらいたいということを感じる。この番組はただ単に見せ

たいということではなく、ベトナムがこのように繁栄していること、部外者立ち入り

禁止の豪勢なマンションなど、日本人が見てもおもしろく、興味をそそられる話では

ないかと思う。ファッション業界の女性の起業家は、日本をアピールすることで商売

がうまくいって、日本が１つのモデルになっているというところでさりげなく、きち
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んとアピールしているし、これはこれでなかなかいいのではないかと思った。 
 

○  地域研究的な視点で見ると、たいへんおもしろかった。ベトナムのことは全然知ら

ないので、このようになっているのか、社会主義はどこにいったのかなどと思いなが

ら視聴した。１番目の人は、「本当は火の車だが、お給料を払わなければいけない」と

言った後に、「役所や警察にも払わなければいけない」と言っていたが、これは、社会

主義、ドイモイ、国家、汚職など、気になるところである。どこまで番組に出せるか

という問題はあるが、１番目の人はここの点が気になった。２番目の人は「インター

ネットはすごく便利だ」と言いながらいろいろな画面を出し、今年はこの色だなどと

言っていたが、いったいコピーライトはどうなるのだろうかということが気になった。

３番目の人は、土地取引、地上げはもうかるからなどと言っていたが、犯罪やマフィ

アにつながるような少し怪しい感じがした。本当に表の世界の人なのか、いつの間に

か裏へ行ってしまうのではないかというような危うさも感じた。この３点は掘り下げ

てもらいたいと思った。 
 

○  視聴者はある番組を見る時に、どういうタイプの番組かをわかった上で見るものだ

と思うが、この番組はシリアスなドキュメンタリーなのか、それとも娯楽色の強い、

軽いタッチで人の生活を描いたものなのか、よくわからなかった。明らかにシリアス

なところにまでは踏み込んでいないが、軽妙さだけでは終えていなくて、自分はどう

いう番組を見たのかがはっきりわからないようなところがあった。通常の番組の作り

方というのは、明確にジャンルをしぼって作るのか。逆に、あえてあいまいにしてい

るのか。そのあたりが何となく頭の中でもやもやとして、これは果たしてどういう姿

勢で作った番組だったのかと思った。 
 

（ＮＨＫ側） まだ走り出したばかりというところで、なかなかコンセプトが固まらな

いところはある。この番組は２本目だが、当初の意気込みとしてはハード

な路線で考えていた。いちばん熱いところを見せたい、ということだけに

こだわって作った。世界の番組というのはコンセプトがはっきりしたもの

を見せるということが非常に多いと思うが、この番組についてはもう少し

幅広くいろいろな可能性を探りながら、試行錯誤しながら進めていきたい

と思っている。 
 

○  番組の中で２番目に登場する女性の起業家は、そもそもなぜ日本に来て、渋谷であ

のようなものに遭遇しビジネスへと進んだのか、そのバックグラウンドをもう少し取

り上げたならば、日本との関わりがより鮮明に出てきたかもしれない。もう少しそこ

を知りたいと感じた。また、著作権のことについては、問題意識がこれだけ違う、と

いう意味ではおもしろいと思った。 
 海外の人は今日本で何が起こっているかを知りたいと非常に強く思っているのでは

ないかと思う。日本の産業の中の、特にグローバルに部品を供給している部分は、世

界から見ると驚異であり日本の底力なのだと、わかっている人は再評価していると思

う。そのあたりの実態はどうなのかということを知りたいのではないか。なぜ日本は
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日本の部品産業を維持しようとしているのかと言えば、クオリティということである

と思う。クオリティは日本の産業でしか今のところはできないとわかっている人たち、

世界の人たちも今日本のものを使おうという努力をしている。これが結局日本の強み

だと思う。そういうことを具体的に、何か番組として作って発信すべきだという感じ

がした。 
 

○  番組の質の問題もあるが、切り口でいろいろな番組が作れるのではないかと思う。

産業界だけではなく、自分の利益よりももう少し次元の高いところで動きまわってい

る日本人がいると思う。“こういう中で頑張っている日本人”のようなもの、まさにＮ

ＨＫの外国向け放送だからできるというものを、このタイミングで打ち出していくこ

とが「頑張れ、日本」にもつながってくるし、海外の人たちが本当に知りたい部分に

も焦点が当たるのではないか。ややハードな視点でこの番組を作ったとのことだが、

何年か前の上海がハノイやホーチミンになり、たぶん次はビエンチャンになり、ヤン

ゴンになり、華やかに、あるいは元気よくなってきましたというストーリーはできる

かもしれないが、だからどうしたのだというのが、私の率直な印象である。そのこと

が地域全体にどういう影響を与え、今後その先はどうなのかという、大きいストーリ

ーの中でやっているなら、１つのシリーズになるのかもしれない。「役所とか警察にも

払わなければいけない」という意味合いとか、資材の問題がどうというところまで、

制作した人たちはあまり深く考えてないのではないかという感じがした。日本を中心

にというのは、きれいごとばかりではなくて、ドロドロしている中で何とかしていか

なければならない努力の入り口に立っている。このことは、いずれやって来る時代に

一緒になって考えなければならない問題でもある、という視点が非常に大事なのでは

ないかと思った。 
 

○  地震、原発についての海外発信の問題点は何だったかというあるシンポジウムで、

ＰＲの専門家が「ひと言で言えば、政府、東電が２週間のうちにやらなければいけな

いことをやらなかったので日本のイメージが下がり、日本のブランドが下がった。回

復させるために、“グッドストーリーズ”で情報空間を埋めることを今一生懸命やらな

ければいけない。そのためには、例えば、サプライチェーンの回復、「ＴＩＭＥ」の１

００人に選ばれた南相馬市長と医師の話、地域のヒーローの話、あるいはボランティ

アが非常にいい仕事をしているなど、アピールする話をどんどん広めていく必要があ

る。」と言っていた。今までの話と一脈通じるのではないかという意味で、紹介してお

く。 
 

○  日本のイメージの回復のための報道として、日本の対応の“restraint（節度）”とい

うか、“discipline（規律正しさ）”について、例えば中国ではかなり報道されたという

こともあったので、日本をアピールする話を広めていく必要があるかもしれないと思

う。 
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平成２３年５月国際放送番組審議会議事概要 
 

平成２３年５月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第５７０回）は１３日(金）ＮＨＫ放送セ

ンターで１１人の委員が出席して開かれた。 
会議では、まず 近のＮＨＫの動きについて、続いて 近の国際放送の動きについて説

明があり、意見交換を行った。ひき続き、視聴番組「Ｂｏｏｋｅｄ ｆｏｒ Ｊａｐａｎ “Kengo  Kuma: 

harmony as the key to 21st century architecture”」について説明があり、意見交換を行った。

後に国際放送番組の放送番組モニター報告と視聴者意向報告があり、会議を終了した。 
 

（出席委員） 
 

委 員 長 平田 康夫 （(株)国際電気通信基礎技術研究所 代表取締役社長） 

副委員長 北村 俊昭 （国際石油開発帝石(株) 代表取締役社長） 

委 員 今井  克 （(株)全国新聞ネット 代表取締役社長） 

委  員 大沢真知子 （日本女子大学人間社会学部現代社会学科 教授） 

委  員 坂村  健 （東京大学大学院情報学環 教授） 

委  員 塩見 和子 （(財)日本音楽財団 理事長） 

委  員 竹中 千春 （立教大学法学部法律学科 教授） 

委  員 中山 俊宏 （青山学院大学国際政治経済学部 教授） 

委  員 沼田 貞昭 （鹿島建設(株) 顧問） 

委  員 萩原 敏孝 （(社)経済同友会 副代表幹事） 

委  員 長谷川祐子 （東京都現代美術館 チーフキュレーター） 

 

 

（主な発言） 

 

＜ 近のＮＨＫの動きについておよび 近の国際放送の動きについて＞ 

 
○  東日本大震災について、海外の報道のしかたに関心があったのでフォローアップし

ていたが、バランスの取れた報道ということの難しさを何よりも感じた。ＮＨＫの海

外モニターの反響に、例えばケニアから「東日本大震災に重点を置きすぎる報道は、

日本の多くの地域では地震や津波の被害はなかったにもかかわらず、日本全体が放射

性物質の脅威にさらされているという誤ったイメージを与えかねない」という意見が

あった。大震災に重点を置くことは当然としても、一方でバランスの取れた報道を行

うことの難しさを表しているコメントだと思う。ＣＮＮなどの報道で、日本全土が大

変な状況で外国人がこぞって逃げ出した、というようなことが言われた。なぜそのよ

うなことになるのかを考えると、政策がはっきりしないからということは大きいが、

今、何が起きていて、どの程度深刻で何をするべきなのかということを、広報やメデ

ィアがきちんと整理して伝えていくというバランスの問題もあると思った。数日前の

「Ｔｈｅ Ｊａｐａｎ Ｔｉｍｅｓ」に“Ｔｅｐｃｏ ｄｒｏｗｎｓ ｍｅｄｉａ ｉｎ ｄａｔａ ｔsｕｎａｍｉ”（東京電力はデ

ータの津波でメディアを溺れさせている）という見出しの記事が載っていた。非常に
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細かいことは延々説明するけれども、結局何が起きているかわからなくて、外国のメ

ディアはフラストレーションを感じるというような内容だった。今、何が起きている

か、ということをどう解説していくかということがいちばん重要になってくるので、

そのような観点から検討してはどうかと思う。 
 

○  ＮＨＫが地震後すぐメディアミックスを行って、インターネットの動画サイトなど

に積極的に情報を出し始めたことは高く評価できると思う。ＮＨＫの国際放送をイン

ターネットに出したということは、もっと評価されてもいいのではないか。 
 ＮＨＫの役割として放送機能の維持ということも大事なことだと思う。一方で、大

災害が起きた時は、通常のやり方を一切変えて、知的所有権など関係なく、ＮＨＫと

してインターネットや使えるメディアに情報を出すことを決めて、実行すべきではな

いかと思う。また、ＮＨＫが子ども番組の放送を早い段階で一部再開したことも、大

事なことだと思った。メディアミックスをもっと強化して、震災時にＮＨＫに何がで

きるかという観点でもう少し考えてもらえるといいと思う。もう来ないことを祈るが、

さらに大きな地震が来るかもしれないし、災害が起こる可能性もあるので、今回の地

震の経験を生かしてさらにパワーアップしてもらいたいと思う。 
 

○  地震の時、ＮＨＫの国際放送があってよかったと思った。それまでは、海外で何千

万世帯が見られるようになったという報告を聞いてはいたが、日本では見られないし、

外国のホテルでもＮＨＫワールドのチャンネルがある所とない所があった。インター

ネットで見られるようになったということは素晴らしいことだと思う。ｉＰｈｏｎｅで見ら

れると聞いてアプリをダウンロードしたところ、先日、海外で見ることができた。た

だ、番組が見られない時間帯に「次の番組まであと何分です」という表示がないので、

じっと待っていなければならないことにいらだった。また、地震の直後、仙台空港か

ら非常に早い時点でヘリコプターを飛ばしたのは、ＮＨＫだけだったのではないかと

思う。単独の記録としても素晴らしい映像が撮れていたと思うので、もう少しそのこ

とを宣伝してもいいのではないか。 
 

○  一部の女性のキャスターやレポーターたちのｅｎｕｎｃｉａｔｉｏｎ（発音の仕方）について

だが、きちんと訓練を受けている人は少ないのではないかと感じる。ＣＮＮなどでは

話すスピードはたいへん速いが、正確に言葉を発しているので、内容を理解すること

ができる。声質は非常に良いのにｅｎｕｎｃｉａｔｉｏｎがきちんとしていないということは大

変に残念で、悔しい思いをすることがある。正式な発声法の先生に、マイクを通した

時のプロとしての話し方を訓練してもらう必要があるのではないか。彼らにとっても

プラスになると思う。今回の震災報道がきっかけとなりＮＨＫワールドＴＶを視聴す

る外国人が増えてきていると思うので、しっかりとｅｎｕｎｃｉａｔｉｏｎの教育をしてもらい

たい。 
 

（ＮＨＫ側） 国際放送では、国内放送のようにアナウンサーとして採用するのではな

く、記者やディレクターなど、英語を母国語とする人や海外に住んでいた

経験のある人などを、カナダの専門家にそのつど訓練してもらいながら実



 

 3

施しているのが現状である。日本語のアナウンサーの場合は、発声練習や

基礎からずっと積み上げて訓練をしているが、国際放送の場合は、まず英

語を話せる人ということから入るので、きちんと訓練ができていない部分

はあると思う。今後は訓練や研修を考えていく。 
 

○  ３月１１日（金）の東日本大震災発生からこれまでは、起きたことを伝えるという

フェーズだったと思うが、これからは単に伝えるだけではなくて、論評を加えて説明

していくということを積極的にやっていかなければならないと思う。これまで国際放

送に出演した識者や専門家は、ＮＨＫとしても適任者を見つけるという発想から選出

していると思う。他方で、英語を自由に駆使して日本のことを説明していくことので

きる人を一緒に育てていくという観点から、その層をどう厚くしていくかということ

なども、このような場で一緒に考えていけたらと思う。 
 

○  これからのＮＨＫワールドＴＶにとって、顔の見える人をしっかり育てていくとい

うのも、非常に重要なことではないかと思う。 
 ５月からイギリスのＢスカイＢのハイビジョンチャンネルに、ＮＨＫワールドＴＶ

を移し替えるということだが、何時間ぐらい放送されるのか。 
 

（ＮＨＫ側） ＢスカイＢのハイビジョンの放送時間については、これまで標準画質で

放送していたものをハイビジョンで放送するので内容は同じである。 
 

○  ＮＨＫが今回の震災時の対応を国内放送も国際放送もこれだけのことができた背景

には、ＮＨＫが公共放送という存在であるということがあったと思う。パブリックで

ある以上は、いろいろなことに備えて、ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ（余剰）も含めたきちんとした

リソースを持っていることの重要性が発揮されたのだと思う。パブリックな組織とい

うのはｒｅｄｕｎｄａｎｃｙを許さないというのが今の風潮になっているが、今回のように非

常に見事な報道を達成した背景には、そのようなリソースがあったということや、人

とお金の問題あるいは国民のサポートなどについて、折にふれて良い面は良いと言っ

た方がいいのではないかと思った。 
 

○  これまでの東日本大震災関連の報道は、本当に頼りになるＮＨＫという印象を持ち

ながら状況を見ていた。外国の放送では、エキセントリックな報道も含めて彼らがい

ったいどんな報道をしてきたのかということも十分に勘案しながら、これから先は、

震災の問題をどういう角度で取り上げて継続的に世界に発信していくのかということ

が非常に大事なのではないかと思う。誤解があるものはそれをきちんと解きながら、

地元の人たちや真剣に復興に向かっている人たちの状況を正確に伝えていくことは、

非常に大事なことだと思う。また、ＮＨＫはすばらしいという意見だけではなく、辛

口の意見もあると思う。それらもきちんとＮＨＫとして評価・分析し、対応していく

必要があるのではないかと考える。 
 また、あまり意見として出て来ないが、震災時の情報源としてのラジオ放送は、本

当に的確だったのかどうか、モニターの声などがあったら、別途聞かせてほしいと思
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う。テレビが見られない時には、ラジオからの情報は非常に大事だと思う。 
 

（ＮＨＫ側） ラジオ日本の短波放送は、放送時間が決まっているので、その時間にな

らないと電波が出せないが、インターネットではニューステキスト配信を

行なっている言語で震災の一報を配信した。その後は、１５分間をニュー

ス、１５分間を番組というふうに通常は放送しているところを、各言語が

随時３０分間全部で震災関連のニュースを放送した。ニュースに関しては、

リアルタイムであり、オンデマンドになっているので、放送後でもいつで

もニュースを聞くことができる。 
 

○  大学へも外国から来ている学生が１０人ぐらいいるが、震災後、一度は皆、帰国し

てしまった。日本に住んでいる外国人に対しての情報がうまく与えられていないから

だと思う。その時はＩｎｔｅｒ ＦＭを聴くように伝えた。Ｉｎｔｅｒ ＦＭは日本語と英語を中心

に、中国語、スペイン語、韓国語で放送している。英語を母国語としない学生もいる

ので、自分の国の言葉で聴くと安心するようだ。ＮＨＫの短波放送は国内にいると聴

けないため、インターネットを頼ることになるのだが、せっかく放送しているのだか

ら、それも全部インターネットで出せばいい。オンデマンドになっているのはあまり

知られてないのではないか。 
 

○  震災報道について、ＮＨＫは非常に頑張ったと思う。国際社会での日本の信用はか

なり落ちてしまって、ことに原発報道については、どこまで正確に早く、透明性を高

く出していくかが今後試されるのではないかと思う。国内はもちろん、国際的にも日

本の内側からしっかり情報を提供するということを続けてほしい。また、メディアと

大震災、大事故について、メディアの役割、行ったこと、反省点などを、どこかの時

点で総括するといいと思う。 
 

○  ここ数年間のＮＨＫの国際放送の仕組み、視聴可能地域の広がり、また日本国内で

も見られるようになったこと、あるいはｉＰａｄ、ｉＰｈｏｎｅ、スマートフォンなどで見られ

るようになったことなどは、東日本大震災のＮＨＫの報道が非常に大きな役割を果た

したということの裏付けにもなっていると思う。それらを踏まえて、これからの課題

の一つとなるのは、どのような観点で伝えていくのかということではないかと思う。

今までは日本やアジアで起きたニュースを海外向けに放送するということだったが、

中東、アジア、中国、朝鮮半島のニュースなどを日本が、日本人がどう見ているかと

いうことについて、しっかりと考えていかなければならないのではないかと思う。 
 

○  東日本大震災が起きた時、情報がまったく入ってこないインドのジャングルの中に

いた。何が起きたのかを知りたかったし、ＣＮＮは非常に過激にいつ大事故が起きる

か、今にもメルトダウンするというような放送をしていた。一方で、ＢＢＣや日本の

放送が別の角度から冷静な情報を伝えたことは非常に重要だと思った。日本に帰国後、

その話をしたら、原発については、今は非常に危機的な状況だというのが日本国内で

はあまり伝わってないと言われ不思議な気がした。日本の人たちがまさに知るべき情
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報だと思ったが、情報格差の原因の解明もこれから必要ではないかと思った。 
 

（ＮＨＫ側） ＣＮＮの報道とは少しとらえ方が違って、ＮＨＫでは正確な事実を冷静・

丁寧に伝えることを主体として、現地を元気づけていくような報道を行っ

た。子ども番組については、少しずつ調和を取りながら、意見を聞きなが

ら放送した。 
 外国でのとらえられ方については、 初に出た情報がずっと流れたので、

外国のメディアは放送局の姿勢をどう出すのかということが一つの課題

だと感じた。 
 またＮＨＫは公共放送として何ができるかという観点でと言うご意見

については、今回を踏まえてよく勉強し、準備をきちんと行って役割を果

たしていこうと思う。 
 ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙの問題も、役割をきちんと踏まえてやっていくということ

だと認識している。ものの見方をどう伝えるかということは、たいへん難

しいことだが、公共放送という枠を踏まえながら、どういうふうにきちん

とやっていくかということだと思う。 
 

 
＜視聴番組「Ｂｏｏｋｅｄ ｆｏｒ Ｊａｐａｎ “Kengo Kuma: harmony as the key to 21st century architecture”」 

（ＮＨＫワールドＴＶ ４月２４日（日）１０：１０ほか）について＞ 

 
○  非常に人選がいいと思った。今、世界的レベルで日本の技術や芸術の分野で代表と

なる人が薄いのではないかと考えていたが、そういう意味ではたいへんいい人を選ん

だと思う。 
 

○  人選がよかったと思う。ロバート・キャンベル東大教授が、建築家・隈研吾氏のか

なり深い部分を引き出していて、番組視聴後もいろいろなことを考えた。例えば、建

築において勝ち負けではなくて関係が大事である、とか、境界のコントロールとか、

キーワードがたくさんあり、このような番組は日本人に限らず、グローバルな社会を

生きる人にとっても、たくさんのメッセージがあったのではないかと思った。 
 

○  隈研吾氏は、長い間外国で建築活動をしているのに、番組の中では全部日本語だっ

たのが少し気になった。英語の吹き替えが続いて、そろそろもういいかなと思うころ

に、隈氏の建築の映像が出てきた。非常にうまいコンビネーションで出てきたので、

とてもよかった。キャンベル氏も隈氏の良い部分をとらえていると思った。たいへん

見甲斐があり、日本の今のコンテンポラリー建築と隈氏の日本人としての非常にぶれ

ないところがよく出ていたのではないかと思った。 
 

○ キャンベル氏と、特に隈氏の人選がよく、たいへん学ぶことが多い番組だった。そ

もそも吉田健一の本が座右の書として選ばれるのは珍しい。また、吉田茂の息子とい

う表現を“ｓｏｎ ｏｆ ｄｉｐｌｏｍａｔ”と言い、“Ｐｒｉｍｅ Ｍｉｎｉｓｔｅｒ”としなかったのは客観的な
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英語の表現として良かったと思う。 初の部分は英語の字幕で、あとは吹き替えにな

っていたが、どういう基準で整理したのか。後のほうの吹き替えは、なかなかスムー

ズだったと思う。また英訳も、よく考えてあると思った。例えば、日本人だけでやっ

ているとお互いによく知っているから煮詰まってしまうということを、“ｍｅｎｔａｌ ｂｌｏ

ｃｋ”と訳していたが、工夫のあとが見られた。また、地震の後、いかに“ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ”(建

築)というものは“ｉｍｐｏｔｅｎｔ”（無力）であるかということに気づき、これからはいろい

ろ考え直さなければいけない、という隈氏のメッセージは、今の時代の日本の、これ

だけ業績のある人のメッセージとして非常に重い言葉だと思った。 
 

（ＮＨＫ側） 初の部分を字幕にしたのは、隈氏がどういう声で話されるのか、その

人柄も伝えたいと思ったからである。しかし、ずっと字幕というのは、つ

らくなってくると思ったので途中から吹き替えにした。 
 

○  海外向けの放送だが、日本向けの放送として多くの日本人に知らせたい番組である

と感じた。番組中の会話も含めて非常に感心し学ぶべきところがずいぶんあった。た

だ、果たしてこれを見た外国人が私たちと同じ気分でこの番組を視聴したのかどうか

は、よく検証してみる必要があるのではないかと感じた。対話の部分は真剣に聞いて

いればたいへんおもしろいのだけれども、退屈だと言えば長くて退屈だった。また、

設計した建築物の映像が出てきたが、それぞれどういう意図で建てたのかということ

は、なかなか通じにくいのではないかと思った。外国人の評価を聞いてはどうか。今

後もこういういい番組をぜひ作ってほしい。 
 

○  ４４分間を２人でじっくり話す番組というのは、ほとんどほかにはないと思う。イ

ギリスの番組にあるようなやり取りのおもしろさが感じられた。また、隈氏の根底に

ある建築の神髄というものについて、日本の政治・経済の移り変わり、隈氏の１０代

や２０代の頃の考え方が変わっていったこと、そこに愛読書が出てくるという、重層

的に３つくらいのことがからみ合って出てきたので非常にわかりやすかった。このよ

うな思想で建築家は考えているということがわかって、たいへん参考になったし、そ

こがある意味でグローバルに通用することなのではないかと思った。 後にあえて大

震災のことを聞いていたが、すごく意味があることを言っているような気もするが、

すごく当たり前のことも言っていて、わざわざあの部分に時間をかける必要があった

のか、何となく中途半端という感じがした。彼のフィロソフィーとあまり関係のない

ことを言っていたような気がする。 
 

（ＮＨＫ側） 東日本大震災が起きたこの時期に、どう受け止めたのかということは、

建築家にじっくり話を聞いてみたい部分でもあった。 
 

○  永久保存版の映像として何度も見ることになると、つらいものがあるのではないか

という気がする。 
 

○  意見の分かれるところだと思うが、そんなに見事に自己完結しなくてもいいのでは
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ないかという感じがする。 
 

（ＮＨＫ側） 東日本大震災の部分について、隈氏に限らず、あれだけ建物がもろく崩

れ去ってしまったということは、建築家にとってかなり大きな衝撃だった

という。これからの建築家は基本的な考え方が問い直されるのではないか、

まだ具体的なものは見えていないが、そういう意識を持ち始めているとい

うことに触れておきたかった。また、場所の記憶を後世に残すために計画

されたという「ユダヤ博物館」の話があったが、まさに今回、震災を受け

た場所の記憶が、建物が全部流されたことによって消え去ってしまうとい

うことは、隈氏としても考えるところが大きかった。そのあたりのことも

うまく構成したいと思ったが、言葉が足りなかった部分があったかもしれ

ない。 
 

○  隈氏がなぜ建築の世界に入ったのかなど、いろいろ盛り込まれておりよかったと思

う。地震の後、隈氏がどう考えているかと言う部分については、入れてよかったと思

う。アートや建築に非常に興味があるという外国人の学生と、全く興味がないという

外国人の学生と一緒に視聴したが、総じてほめていた。特に日本の文化に興味がある

人は非常にいいと言っていた。 初は興味がなかった人も、隈氏の建築は、紙や、木、

古い町家など日本の文化のイメージからいろいろ作り上げていくというものなので、

日本の文化がよくわかり興味深かったと言っていた。また、 初、隈氏の声が聞こえ

て英語のテロップが出て、しばらくして吹き替えになったのは大変よいとも言ってい

た。映像が出てくるタイミングもよかったとほめていた。 
 

○  とてもすばらしい番組だった。留学生にも見せたいし、日本の学生にも見せたいと

思った。１つは、隈氏が日本と日本以外の文化を持つ国々の若い建築士との交流の中

で、さまざまなクリエイティブなものをつくり出してこられているということ、会社

自体もグローバルな人材でつくり出しているというのは、若い人たちのロールモデル

になると思う。また、隈氏の自伝的な部分も若い人たちが若い人なりに受け止めて成

長してくれるのではないかと感じた。 
 東日本大震災については、 初のナレーションで、インタビューが震災前に行われ

たのか、震災後に行われたのか触れてほしかったと思う。すでにあのように成功して

いる５６歳の隈氏が、ご自身の哲学をもういっぺんある意味でゼロに戻して考えよう

としているということに、大きなインパクトを受けた。非常に感動して、若手の研究

者にも見せたいと思ったし、勉強させてもらったという気持ちである。 
 

○  興味深く視聴した。内容が非常に高度だったので教育テレビでもこの番組を放送す

る価値は十分あると思った。ただ、相当限られた人にしか全部を見通すことはできな

いだろうと思う。国際放送でこの番組をどれほどの人がきちんとメッセージも消化し

ながら見られたのだろうかということについては、非常に興味がある。それほど内容

が高度だと思った。 
 震災の部分については、自然に入っていけたように思う。今の日本は、起きている
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ことに圧倒されていて思考する余裕がない、というようなイメージが世界中にばらま

かれていると思う。しかし、思考する余裕、空間はあって、日常も一方で進行しなが

ら、この危機に向き合っている人たちもいるのだということが自然に伝わってきた。

事前にアナウンスせず自然に震災に流れ込んでいった展開が逆によかったと思った。 
 

○  たいへんしっかり作られている番組だと思った。きめ細かく、適宜いろいろな建築

物を紹介し、かつその建築物の素材である木とか石とか、いろいろなものをきちんと

説明していたのは、非常によかった。その一方で、 後の震災についての部分は後か

ら編集したということだが、その流れは後で足したような印象を受けた。受け取り方

のそれぞれの違いで、いいとか悪いではなく、そういう印象を持った。このようなし

っかりした番組は、ぜひ国内でも放送してほしい。日本語で話されているものを、国

内で放送できるような機会があればいいと思う。年配の方中心でマンネリ化するとい

けないので若い人もぜひ入れてはどうかと思う。 
 

○  ｢Ｂｏｏｋｅｄ ｆｏｒ Ｊａｐａｎ｣というタイトルは、Ｂｏｏｋと言う言葉に、「本」という意味と、

乗り物などの手配をする、切符を発行する、など二重の意味をもたせていることはわ

かるが、あまりピンと来ない。今回は、キャンベル氏がインタビュアーとして非常に

よく、隈氏に理解と同情をもって進めていると思うが、異なるインタビュアーを検討

する考えはあるか。ＢＢＣの「ハード・トーク」とか、ＣＮＮの「ラリー・キング」

のような番組もおもしろいと思う。リスクは非常にあるが、将来の可能性として考え

たほうがいいし、そうなると誰にインタビューをさせるかということはたいへん重要

になる。将来のチャレンジとして考えてはどうか。 
 

○  このような番組を制作してほしいと、この審議会でリクエストを出していたが、ク

リエイティブな人たちを深く掘り下げて、思想的な背景も含めたクリエイティビティ

の秘密を明かすという番組で、本を切り口にしたのは非常にいいと思う。しかし、あ

れだけの紹介で吉田健一の著書をどれぐらいの人たちが内容を理解できるのかと思う。

情報をどう補足すれば、よりその本に対する、あるいはその思想に対する理解が深ま

るのだろうか、と思った。また、隈氏とキャンベル氏の顔が大写しでずっと出ていた

が、現場や、町を歩く隈氏などの映像があるとよかったと思う。震災についてのコメ

ントが入っていたのは思想的なこともあって、番組が締まっていると思った。 
 クリエイターが、１つのプロジェクトを仕上げていく時の展開のしかたや発想のし

かたには、典型的な一本通る筋があって、その周辺で素材について、歴史に対してな

どの考え方や、彼のモラル観などが枝葉のように派生してある、というような情報の

与え方をしてもおもしろかったのではないかと思う。 
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平成２３年４月国際放送番組審議会議事概要 
 

平成２３年４月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第５６９回）は８日(金）ＮＨＫ放送セン

ターで７人の委員が出席して開かれた。 
会議では、まず最近のＮＨＫの動きについて、続いて最近の国際放送の動きについて説

明があり、意見交換を行った。ひき続き、「ＮＨＫワールドＴＶのインターネット展開につい

て」、視聴番組「ＮＥＷＳＬＩＮＥ 東日本大震災報道」について説明があり、意見交換を行っ

た。最後に国際放送番組の放送番組モニター報告と視聴者意向報告があり、会議を終了し

た。 
 

（出席委員） 
委 員 長 平田 康夫 （(株)国際電気通信基礎技術研究所 代表取締役社長） 

副委員長 北村 俊昭 （国際石油開発帝石(株) 代表取締役社長） 

委 員 今井  克 （(株)全国新聞ネット 代表取締役社長） 

委 員 塩見 和子 （(財)日本音楽財団 理事長） 

委 員 竹中 千春 （立教大学法学部法律学科 教授） 

委 員 中山 俊宏 （青山学院大学国際政治経済学部 教授） 

委 員 沼田 貞昭 （鹿島建設(株)顧問） 

 

（主な発言） 

 

＜最近のＮＨＫの動きについておよび最近の国際放送の動きについて＞ 

 
○  ＮＨＫ交響楽団のアメリカ公演をＮＨＫワールドＴＶで放送するとのことだが、日

本でも視聴することはできるのか。 
 

（ＮＨＫ側） ＮＨＫ交響楽団のアメリカ公演については、残念ながらインターネット

の権利を確保できなかったため、海外放送版を国内で視聴いただくことは

できない。 
 

○  東日本大震災に際し、海外において、ＮＨＫワールドＴＶの報道で日本の状況を知

ることができたのは本当によかったと思う。阪神・淡路大震災の時にロンドンに滞在

していたが、当時はまだＮＨＫワールドＴＶはなかったので、日本で何が起こってい

るか、ほとんど状況が把握できないままＢＢＣなどのインタビューを受けることにな

ったが、容易なことではなかった。今回も、日本の大使がＣＮＮやＢＢＣのインタビ

ューを受けたが、ＮＨＫワールドＴＶからの情報があって非常に助かったのではない

かと思う。また、このような災害や事件が起きた時の専門の解説委員や記者の果たす

役割は大変大きいことだと感じた。 
 

○  地震関連の生放送のニュースを、地震発生時から素早い対応できちんと出し続けた

ということにたいへん驚いた。ＮＨＫは非常に早い段階でヘリコプターを出動させて
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現場の状況を取材し、その映像が即、国際放送から海外にも出て行った。日本にいる

外国人に早く逃げるようにと言っているようなＣＮＮの放送に比べ、ＮＨＫは落ち着

いて、淡々と放送していた。大勢の人から日本に対しての支援の申し出があったのも、

国際放送でニュースが出たからではないかと思う。ただ、津波以外の被害を受けてい

る地域、例えば、長野県や千葉県浦安市などの被災地についても、もう少し取り上げ

たらよかったのではないかと思う。また、これからまだ原子力発電所のニュースなど

は出ると思われるが、ほほえましい話や明るい素晴らしい話も、取り上げられること

があってもいいと思う。 
 ＮＨＫワールドＴＶで「ＮＨＫニュース７」などの国内番組を、英語同時通訳放送

していた時の「２か国語放送」の表記が日本語だったのが残念だった。 
 

（ＮＨＫ側） 当初は、日本語表記だけだったが、その後日/英の併記とし、番組中でも

案内を行うように改めた。 
 
 
＜ＮＨＫワールドＴＶのインターネット展開について＞ 
 

○  ＮＨＫワールドＴＶは、春からドコモやａｕのスマートフォンでも見られるように

なるのか。 
 

（ＮＨＫ側） 現状でもＡｎｄｒｏｉｄのスマートフォンについては、ＮＨＫワールドのホー

ムページから見ることはできるが、もっと見やすくするためにアプリケー

ションを作る。 
 

○  ＮＨＫワールドＴＶは、フェイスブックをどのように使うのか。放送とリンクさせ

るのではなく、主として意見の聴取に利用するのか。ほかの番組のフェイスブックの

ページを見ると、作りっぱなしのものが結構多い。絶えず更新していかないとやる気

がないような印象を持たれることが非常に多い。 
 

（ＮＨＫ側） フェイスブックは、主としてお客様の自由な意見を書き込んでいただく

場にし、広がりつつあるお客様の意見の集約ができればと考えている。ご

指摘のように、インターネットは、最初は盛り上がるけれど後はそのまま、

というケースも多いので、持続させるために、編成情報等を入れていくこ

とで、更新しているページ、生きているページという感じを出せればと思

う。 
 

○  ある程度画面の大きいテレビとインターネットが１つの画面でできるというコネク

テッドＴＶ配信は、どういうことができるようになるのか。 
 

（ＮＨＫ側） コネクテッドＴＶ配信は、テレビのリモコン１つで、インターネットに

も同時に乗り入れることができるようになる。ＮＨＫワールドＴＶの電波
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の届いている地域でテレビを受信している人が、流れているニュースの原

稿を見たいと思ったら、そのままその画面上からホームページに行って原

稿を見ることができる。また、電波の届いていない地域であれば、インタ

ーネットの配信だけで見ることもできる。テレビの３Ｄがいいのか、コネ

クテッドＴＶがいいのかという議論はあるが、技術が進んでいく中での対

応を考えていきたいと思っている。 
 

○  アメリカの公共放送などは、月に１回ぐらい視聴者からの意見を紹介し、それに対

して自分たちはこういう意図だった、あるいは間違いだったなどを説明する番組があ

るが、ＮＨＫワールドＴＶにもそのような番組はあるか。視聴者等の反響を見るとい

う話があったが、そのような番組を見ていると、このテレビ局はちゃんと視聴者の意

見をまともに受けて番組に反映させようとしているという非常にいい印象を持つ。 
 

（ＮＨＫ側） モニターだけではなく、ある程度自由な意見も含めてフェイスブックの

ような、だれでも書き込める環境をつくることで、さまざまな意見をいた

だけるようにしていきたいと思っている。 
 
 
＜視聴番組「ＮＥＷＳＬＩＮＥ 東日本大震災報道」について＞（３月１１日（金）ほか放送） 
 

○  ジーン・大谷キャスターが、日本語で入ってくる雑多な情報を的確に英語に翻訳し

て、アドリブで伝えていくという、綱渡り的な緊急報道をし続けたということだが、

どうすればそのように続けられるのだろうと、ひそかに尊敬の念を持ちながら視聴し

た。また、被災地からのリポートで、ニュージーランドの記者へのインタビューは、

記者も言葉を詰まらせ緊迫した感じが伝わってきて、非常に印象的だった。また、ど

の都市で何が起きているか、それらが相対的にどういう地理関係にあるかを言葉で伝

えることの難しさをつくづくと感じた。 
 原子力発電所の事故報道については、全般的に非常に細かいことはいろいろ伝えら

れたが、何がどうなっているのかという全体像がわからないために、情報が混同しパ

ニックを生み、外国人がどんどん日本から逃げてしまうということにもつながったの

ではないかと思う。これは国際放送というより、政府や東京電力のブリーフィングの

問題だろう。外国に伝える場合には、その時起きていることや東京からどのくらい離

れているかなど、バランス感覚を失わないように、伝える側にも工夫の余地があるよ

うに思った。 
 

○  地震の後すぐに海外に出向いたので、今回の震災報道を外から見る機会が多かった。

ＣＮＮなどと対比すると、ＮＨＫの報道は日本人の国民性が表れているようで、日本

人としての誇りを感じた。地震発生からこれまでの報道は、反射神経と体力がものを

いう部分が相当多かったと思うが、今後は、おそらく日本が世界に対してどういう責

任を負っているかという話ともつながっていく難しい局面に入ってくると思う。日本

はきちんと総括しなければならない。第一義的には政府の仕事だと思うが、ＮＨＫの
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国際放送もその重要な一翼を担っていると思う。これは主として原子力発電所の事故

の話になってくるかもしれないが、どこまでが天災で、どこからが人災なのか、この

地震が日本人の国民意識にどういう影響を及ぼしていったかなど、分析しなければな

らない段階がいずれ来ると思う。その時に、どういう人たちに英語でこの問題につい

て解説してもらうかということも、前もって調査していくべきではないかと思う。 
 

○  国際ということにかかわる人間として、日本にいる外国人、海外にいる日本語を話

す日本人、あるいはその橋渡しの役目をする人々などに対して、どういうスタンスで、

何を誰に向かってどういう言葉で表現していくか、ということは非常に難しい問題だ

と思った。ＣＮＮが非常にセンセーショナルな報道だったということはあるが、では

ＢＢＣや日本の放送は比べてどうなのかということが非常に試された時だったと思う。

ことに原子力発電所の情報については、日本にいても、いったい日本の報道がいいの

か、それともＢＢＣなどがいいのか、そのあたりは今後も問われてくるのではないか

と思う。今後どのように日本の信用を回復していくかは、メディアがきちんとした事

実をどう報道していくかということも含まれていると思う。 
 

○  キャスターが津波から逃げるように呼びかけていたが、画面にも文字情報を出して

もいいのではないかと思った。また、ＮＨＫの放送局の中で、物が落ちてきた映像が

あったが、報道を続けるためにもＮＨＫが安全でいてほしいので、耐震構造にしたほ

うがいいと思った。 
 現地取材チームの原英司アナウンサーと工藤祥記者はたいへん新鮮で英語も堪能だ

った。インド系のリポーター、ラジャ・プラダンさんも非常にしっかりと話していた。

原アナウンサーは、ニュージーランドの記者に対してもしっかりインタビューしてい

た。取材チームは即席で現地へ行ったという話だったが、実力があり頼もしく思った。 
 

○  千年に一度とも言えるこのような災害時に素早く反応し、中立・客観的で公正なニ

ュースを報道するという使命を、ＮＨＫの国際放送は立派に果たしたと思う。特に大

谷キャスターは、最初は恐らく情報や手持ちのメモもあまりなかったと思うが、入っ

てくる映像を見ながら沈着・冷静に、非常に的確で信頼感が持てる、経験則からくる

プレゼンテーションをしていたと思う。今は被災者や被災現場の状況と、原子力発電

所の問題が大きな課題だが、原子力発電所の問題については、今後もＮＨＫの国際放

送が日本発の大事な報道を海外に向けて行っていくという使命を持って、ますます重

要な役割を果たしていかなければならないと思う。引き続きがんばっていただきたい。 
 

○  海外では、事実とは異なる様々な報道がなされたようだが、例えばＣＮＮは東北地

方のことを、リタイアメント・リージョン（隠居地）であると言っていて非常に驚い

た。そうではなく過疎地であるということを、きちんと報道しなければならないと思

う。また、なぜヨーグルトや納豆はできないのか、あるいは日本の中小企業が製作し

ている物が世界の使用率の４０％を占めていることなど、日本人でもあまり知らずに

いたことがあると思うが、そのようなこともニュースでとりあげてもいいのではない

か。いろいろな国がいろいろな救援をしてくれている中で、単にこれだけの物資が来
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たという話だけではなく、東京の街が暗いのは節電のために電気を消しているからで

あるとか、アメリカの国務省がワシントンの桜を使って１分間ぐらいのとても素敵な

“日本、頑張れ”のビデオを流したとか、そういった内容のニュースもあっていいの

ではないか。日本が頑張っているということ、外国の方たちがこれだけ援助してくれ

ているということなども、今後はニュースに取り上げてもよいのではないかと思う。 
 

○  今回視聴した東日本大震災の初動から３時間の放送は、非常によく報道されていて、

本当に素晴らしかった。 
 原子力発電所の事故の問題については、ビジネスの対象として日本に投資するのに

あたり、実務的には問題ない案件が、決定段階で半年から１年待とうということにな

り始めている。しばらくはリスクの高い国ということで、これは原子力発電所の事故

が今後どう収束していくのかがわからないということや、東北地方がかなりの産業の

集積地で、復活が難しく日本の製造業自体も日本から出て行くのではないかと思われ

ているからである。日本経済は相当きつい時期を迎える可能性が高い。食い止めるの

はなかなか大変だが、その前提の原子力の事故をどう収束するのか、全く見当がつか

ないため、ワーストケースを頭に置いて考えざるを得ない。そこでメディアは、原子

力発電所がワーストケースでもこういうシナリオがあるということを、もう少しわか

りやすくて現実に想定できる範囲で伝えていくことが大事ではないかと思う。ＮＨＫ

ワールドＴＶというよりもＮＨＫ全体の問題かもしれない。また、日本の経済界のそ

れぞれのプレーヤーが、自分たちの産業はこうするのだということを生の声で伝えて

いくことも大事なことではないかと思う。特に海外に影響があるＮＨＫの国際放送は、

ぜひ、先べんをつけて国内の報道にもそういう方向で影響を与えてほしいと思う。 
 

○  冒頭の３時間、大谷キャスターの素晴らしい反応、冷静さ、そしてヘリコプターの

映像と、世界的にも歴史に残る生放送番組だったと思う。同時に、ＮＨＫの国際放送

は、日本の情報を素早く正確に、適切に、世界にもっと発信していかなければならな

い。ＮＨＫの役割というのはますますこれから大切になると思う。ぜひ、世界が注目

しているＮＨＫの国際放送という点を踏まえて、今後の日本の復興も含めて情報を発

信してほしい。 
 

○  今後の日本はどうなっていくのか、ということについてきちんとしたメッセージを

発信していく場合に、発信の媒体としてのＮＨＫの国際放送の役割はたいへん重要だ

が、もともと政策をきちんと固めてもらわないとどうしようもないという面がある。

政策を決めていく立場にある人に、きちんと知らせる必要があり、また、その政策を

どういう人に解説してもらうかということも非常に大事になってくると思う。 
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