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平成２４年３月ＮＨＫ四国地方放送番組審議会（議事概要） 

 

 ３月のＮＨＫ四国地方放送番組審議会は、１９日（月）、ＮＨＫ松山放送局において、

８名の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、前回の審議会での答申を受け「平成２４年度四国地方向け地域放送

番組編集計画」を決定したこと、およびこれに基づいて策定した「平成２４年度四国地

方向け地域放送番組編成計画」について、説明があった。続いて、４月の番組編成、放

送番組モニター報告および視聴者意向についてそれぞれ説明があった。次に、四国羅針

盤スペシャル「巨大地震 備えはどこまで進んだか」と放送番組一般について活発に意

見の交換を行い、会議を終了した。 

 

 

（出席委員） 

 

委 員 長   竹田 美喜（松山市立子規記念博物館館長） 

委  員   今川 弥生（（株）ヘルシープラネット代表取締役） 

植田  貴世子（（株）クラッシー代表取締役） 

笠木 寛治（高松赤十字病院院長） 

加藤 令史（愛媛新聞社編集局長） 

村上 仁士（徳島大学名誉教授） 

森 映一 （ＪＡ松山市代表理事組合長） 

渡部 淳 （（財）土佐山内家宝物資料館館長） 

 

 

（主な発言） 

 

＜四国羅針盤スペシャル「巨大地震 備えはどこまで進んだか」 

（３月２日(金)総合 後 7:30～8:43）について＞ 

 

○  東日本大震災から１年を迎えるにあたり、震災が残した教訓の一つである「いかに

命を守るのか」ということに焦点をしぼった番組で、目配りがよく説得力のある内容

だった。四国のさまざまな地域が取り上げられており、行政をはじめとして、企業や

学校など、それぞれの機関で考えなければならない問題、あるいは子どもや高齢者と

いった弱者の問題、「率先避難」、「津波避難ビル」といった新たな動きなど、いろ

いろな視点からの対策と課題が生の声で紹介され、一辺倒の理屈では解決できない現

実がよく見えてきた。そして、取材にあたった記者による解説や専門家によるコメン
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トが付加されて、より分かりやすい番組になっていた。特に、高知大学の岡村眞教授

が、「夜に起きる地震や津波への備え」、「助けに行って被害に遭うことがないため

にも、学校と親との信頼関係が必要」といったことを指摘していたのは、地震や津波

への備えを考えるうえでのポイントを示唆するものとして、大変有益であったと思う。

沿岸部の津波の問題に注意する一方で、四国の山間部における家屋背後の崖崩れにも

警戒するなど、地震が引き起こす可能性のあるさまざまな被害をさらに紹介していっ

てもらいたい。今後も、地震や津波がもたらす危険や防災・減災の方法と種類、そし

て課題とそれを解決するヒントなどを個別に取り上げていきながら、より広域で共有

できるような番組制作を進めてもらいたい。 

 

○  多岐にわたる課題とそれへの解決方法をしっかりと教示していて、有意義で内容が

濃い番組となってはいるのだが、７３分間を一度見ただけで、それほど印象に残るも

のではなく、ひとりひとりの住民が今すぐに行動を起こすことにはつながらなかった

のではないか。この種の問題の解決には、必ず住民、行政、そしてマスコミそれぞれ

がいろいろな角度から知恵やヒントを出し合って、情報共有しながら行動に移すこと

が必要である。そのためにも、この番組を単に再放送するだけでなく、防災に向けた

教材として編集し、一定期間繰り返し放送するといったことはできないものだろうか。

これらの課題の解決には、「備える」というこれまでの姿勢ではなく、「立ち向かい、

迎え撃つ」という姿勢、そして防災訓練の参加を繰り返すことが重要になってきてい

ると思う。また、番組では２度ほど南海トラフにおける巨大地震の想定震源域を地図

で示していたが、慶長年間に発生した大津波など、この震源域よりもさらに南方で発

生する地震でも大きな津波が引き起こされるという研究もあり、そのことに触れてい

なかったのは不満である。 

 
○  東北で起きたあの大惨事から１年がたった今でも、ＮＨＫは継続的に被災地や被災

者の様子を報道しており、この番組も真剣に視聴することができた。津波と地震とで

話題を分けて構成されていて、理解しやすかった。救助する消防団の安全確保の問題、

避難場所確保の問題、要援護者の受け入れの問題など、急いで解決しなければならな

いことがたくさんあり、焦燥感を覚えた。自治体に対して行ったアンケート調査は、

もう少し具体的なところに踏み込んだ内容で、たとえば知っていそうで知らなかった

防災の実態が鮮明になるようなものにしてほしかった。岡村教授と、関西学院大学の

室崎益輝教授のコメントも、ＶＴＲの内容に即した的確なものだった。岡村教授が、

日中に起こる災害を前提に行われている防災・減災活動について、「津波がもし夜に

起こったら」という視点で発言していたのには、重大な死角を突きつけられた気がし

て恐怖感を覚えたと同時に、こうした要素も想定して備えていくべきだと思った。

「率先避難」や「２度逃げ」、「津波避難ビル」や「ひとつの路地に一軒の避難所」
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を置く取り組みなどは参考になった。室崎教授が、ひとりひとりの自主的な防災・減

災への参加の重要性を指摘していたが、この番組を見てわたしたち自らが、どうした

ら失敗するのかという情報をインプットして、その場その場で適切に“応災”をして

いくことが重要だと感じた。今後も、継続的に具体的な調査に踏み込んで、失敗した

経験や危険を感じた体験を紹介しながら、わたしたちの“応災”への動機付けを高め

ていってもらいたい。 

 
○  巨大地震への準備がどこまで進んでいて、未解決の問題は何なのかということを非

常に分かりやすく解説した、教育的な意味でもたいへんよい番組だった。「率先避難」

は、イラストで分かりやすく説明していて、説得力があった。また「２度逃げ」とい

う考え方は、高齢者に特に有効だと思った。これらは、住民たちが学ぶべきよい教訓

だと思う。 も考えさせられたのは、高知県香南町の消防団の苦悩である。東日本大

震災で、中国人労働者を救うために津波の犠牲になった日本人経営者の話を象徴的に

知っているだけに、自分たちの避難を優先させるか、それとも高齢者や要介護者の救

助を優先させるかについて団員たちが話し合っている様子には、思わず引き込まれて

しまった。 

 
○  震災から１年を経過したことを受け、これまでの取材をきちんとまとめた番組とな

っていて、興味深く見た。アンケートも盛り込まれていて、構成は決して悪いもので

はなかったが、津波だけでなく“揺れ”の問題にももう少し時間を割いてほしかった。

ボランティアである消防団が、「避難か救助か」という自分たちの位置づけを明確に

することのつらさについて取り上げたのは、着眼点として大変よいと思った。一方、

災害への備えを取り上げる番組についていつも感じることは、災害を生き延びた人が、

その後どうやって生きていくのか、ということである。避難所の生活における不安な

どについて教訓とともに示すような番組も、今後制作してもらいたい。 

 
○  四国各地の地震・津波対策の現状を多角的に取材し、課題をよく洗い出していて、

防災に力を入れているＮＨＫならではの有意義な番組だった。消防がどこまで救助で

きるかという命題をはじめ、献身的な自主防災組織によるいち早い避難所の整備、そ

して県独自の津波想定をした徳島県など、他県の取り組みが大変参考になった。また、

出演した専門家のコメントが、非常に的確で分かりやすく、学ぶ点が非常に多かった。

住民が自分自身の命を守るために、行政に頼るだけではなく、自ら防災に関心を高め

ることが大切であると結論づけていたことは、視聴者の防災意識の向上にも役立った

と思う。また、マスコミの側も、行政の出す情報が正しく伝わったかということばか

りにこだわってきたという反省も記者の口から語られており、この点は視聴者にも謙

虚さが伝わったのではないだろうか。 
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○  教育的な情報番組であるとすれば、３０分くらいでテーマをしぼって制作した方が、

見やすかったのではないかと思うが、防災計画の見直しや、市町村の取り組みがこの

１年で変化してきたことを的確にとらえた、よい番組だったと思う。人の命の大切さ

をあらためて認識して、その命を救うことについてそれぞれの自治体が考えるよい機

会になる番組だった。なお、東日本大震災では、東北地方の沿岸の農地が津波によっ

て被害を受けたので、四国の太平洋岸の農家における対策を取り上げてほしかった。 

 
○  具体例をたくさん見せることにより、どういう逃げ方をしたらいいのかについて啓

発する番組として、有効だったのではないか。「率先避難者」というのは、言葉のイ

メージとしても、自らが逃げながら避難を呼びかけるという態度としても、「逃げる」

という言葉のマイナスなイメージをプラスに変えるよい言葉だと感心した。「２度逃

げ」というのも、一気に逃げることができない高齢者などの弱者に向けたやさしい言

葉だと思った。徳島県美波町の阿部地区の自主防災会が、自ら作った避難道にロープ

を張ったり杖を準備したりしたというのが、高齢者自身による発想であることを表し

ていて、誰もが自分も逃げようという気持ちになれるよい手本となるような取り組み

だった。消防団員たちがまず逃げることを選択したこと、介護施設において、入所者

を避難させるのに苦労していることなどを映像で見て、視聴者自身も自分たちはどう

したらよいのか考えて知恵を出すことができると思った。たとえば、これら各県の取

り組みの具体例を１０～１５分程度の短い番組にして継続的に放送していけば、われ

われが学ぶことが多いのではないかと思っている。 

 

（ＮＨＫ側） 

         この番組を作るうえでのベースは、震災が発生して１年、四国各県

のＮＨＫが防災をテーマにさまざまな取材をしてさまざまなリポート

をその都度作ってきていたことである。それぞれの時点で、課題と考

えられたことを取材しリポートしてきたが、この１年間のＮＨＫの集

大成として、これらをひとつの大きな番組にまとめる、というのがこ

の番組のコンセプトである。個々のテーマは、「四国羅針盤」という

番組でもしっかりと検証していくべきテーマだと思っており、来年度

も継続して防災をテーマに、各局それぞれが独自の視点で取り組んで

いることをうまく連携させていきたいと考えている。 

         自治体へのアンケートの内容が、番組の構成上どうしても総花的な

形になってしまっており、例えば「逃げる」とか「避難救助」だけに

限ってアンケートをすれば違った結果を得られたかもしれず、もう少

し踏み込んだ内容のアンケートができるかどうかは、次回以降への課

題である。 
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         ため池の決壊や、山間部の家屋の倒壊や崖崩れといった“揺れ”が

もたらす危険についてはまだ深く取材ができていないので、今後機会

を設けて検証していきたい。また、災害時の医療の問題は、四国でも

少しずつ取り組みが進んでいるが、不足しているところもあると思う

ので、取材していきたいと感じている。 

         消防団の苦渋の決断を取り上げることで伝えたいと思っていたのは、

実はむしろ消防団が助けに行かなくてもいいような態勢をとることが

望ましく、そしてそれこそが住民ひとりひとりに課せられた重い決断

であった、ということである。 

         避難した後、どうやって生き延びていくのかということについては、

まだ議論できる土壌ができていないと感じており、次回以降のテーマ

として、留意したいと考えている。 

         こうした防災の番組を制作するときに、われわれは「行政に不備が

あった」ということをつい声高に叫びがちであるが、その姿勢によっ

て実は住民がずっと受け身になってしまうとも思っている。番組では、

報道機関としての自戒という形で記者の口から話してもらった。 

         「防災」ということを繰り返し言っているが、すべてを防ぎきるこ

とはできないので、何から優先して考えていくのかという視点で伝え

ていかなくてはならないと思っている。この「減災」という考え方は、

報道する側の姿勢としてしっかりと持っておきたい。 

 

○  この番組を制作する上での柱となるのが「逃げる」という言葉だと思うので、例え

ば“逃げようキャンペーン”といった形で、逃げなければならないことを明確に打ち

出して、逃げる方法を次々と提示していくのはどうだろうか。 

 

○  「逃げる」ということは確かによいことだが、避難の鉄則は「早く近くの高いとこ

ろへ」である。実際は、すぐ近くに逃げられる場所がなかったり、家の中や近所が危

険な状況で逃げることすらできなかったりする。地震で大きな被害が出たときは、特

に「早く近く高いところへ」ということを心得ておくべきである。 

 
○  「早く・近く・高く」というのがまるで“合言葉”になるようなキャンペーンを展

開してほしい。 

 

○  この番組では、津波想定の見直しによる浸水地域の拡大に始まり、避難場所や方法、

代替防災拠点、自治体や消防の避難か救助かをめぐる苦悩、自主防災組織の役割、介

護施設の対策、木造建築の倒壊、ため池の決壊など、地震の揺れや津波に関する課題
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と対策の進展状況をまとめたものであり、住民に対する危機感を醸成したり、自治

体・防災組織・個人ごとの対策・準備の必要性を喚起させるうえで、有益な内容が多

かった。ただ、「巨大地震 備えはどこまで進んだか」とタイトルをつけながら、津

波に関する部分が大半で、地震の揺れに関する部分の取り上げ方があまりに小さく、

揺れの影響を過小評価しているようで、残念に思った。また、番組から、危機感の醸

成や「常日頃から人とのつながりを大切にして地震に備える」ことが大事であること

はよく理解できたが、やや精神論的で抽象的な説明に偏っていたように感じた。番組

の 後に、テロップを使って、揺れや津波に関する課題の項目、ならびに自治体、防

災組織、個人にそれぞれ求められている対策を具体的かつ体系的に例示したうえ、ゲ

ストの方から説明すれば、いろいろな立場の方にどのような備えが必要で、自分たち

の備えがどこまでできているかをより理解しやすくなり、タイトルの「巨大地震 備

えはどこまで進んだか」に沿ったものになったのではないか。 

 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ２月１日(水)から４週連続で放送された「１００分ｄｅ名著 新渡戸稲造“武士

道”」は、東日本大震災が発生したときに日本人が見せた美徳が海外で評価されてい

ることもあって、その精神性がどこからきているのかということに興味をもって見た。

司会の瀧口友里奈さんのリアクションが抜群で、堀尾正明さんとともに、非常によい

司会だった。番組を見ていて、今の日本に元気がないとされるのは、武士の魂を捨て

てあまりにも個人的になったのではないか、そして戦後の教育が「平等」を追求する

あまり、エリート意識を持たない小さな幸せを求める一市民ばかりが生み出されてい

るとさえ思った。一方で、東日本大震災における日本人の“武士道”に満ちた行動に

ついて考えてみると、日本人が自信を持って古きよき日本を取り戻してほしいと思い、

勇気づけられた気がした。ＢＳ１でも、「ＣＯＯＬ ＪＡＰＡＮ～発掘！かっこいい

ニッポン」のような番組が放送されているが、このような日本のよさを紹介する番組

をどんどん制作してもらいたい。 

 

○  ２月１６日(木)の「おはようえひめ」で、「窃盗の疑い 愛媛大学教授逮捕」とい

う誤った字幕が放送されたのは、スタッフの習熟訓練用に作成された字幕が誤って送

出されたことが原因ということだった。しかし、特定の人が特定の不祥事を起こした

という例文を作成すること自体が、もしも間違って放送されたらという可能性を考え

ない傲慢な姿勢の表れではないだろうか。東海テレビが平成２３年８月４日(木)に不

適切な字幕を放送して大きな非難を浴びたが、あの時と同じように、スタッフがその
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ような例文を作って楽しんでいるかのような印象を与えるので、二度とこのようなこ

とを起こさないように戒めてもらいたい。 

 
（ＮＨＫ側） 

２月１６日(木)の「おはようえひめ」で誤った字幕が放送されたの

は、大変申し訳ないことである。問題の字幕はスタッフどうしの引

き継ぎのために訓練で作成したもので、年に数回ごくまれに作業し

たものが放送されたということであり、私たちの管理ができていな

かったことを反省している。この字幕は、緊急で起きる事件を想定

して“窃盗”や“逮捕”という文言を使用したということで、それ

を作ったスタッフ自身は、非常にまじめに練習していたことは確か

である。ただ結果として、東海テレビの一件があったにもかかわら

ず、このような起きてはならないことがまた起きてしまったのは恥

ずかしい限りであり、今後二度とないように努めていきたい。 
 

○  ２月１９日(日)のＥＴＶ特集「見狼記～神獣ニホンオオカミ」は、絶滅したといわ

れているニホンオオカミを信仰する習慣が今なお残っていることについて取り上げ

ていて、大変おもしろかった。民俗的なものや習慣や祭りというのは、やはり観光と

結び付けられることで目立つものだけが取り上げられると感じているが、一方で誰も

気にはしないけれどもただひたすら継承されている民俗も記録していくことが必要

だと思った。高知放送局は仁淀川、松山放送局は石鎚の取材に力を入れているようだ

が、これらの取材にあたっても、このような一見目立たないものについてぜひ記録し

てもらいたいと思う。 

 

○  ２月２３日(木)と２４日(金)の「こだわり男とマルサの女」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 10:00

～10:59）は、伊丹十三さんの異才ぶりが鮮やかに伝えられていて、興味深く視聴し

た。 

 

○  ２月２４日(金)に出張先の九州で、きん☆すた「九州熱中学園 牛が命の大切さを

教えてくれた」を視聴した。宮崎県の高鍋農業高校農業クラブで、ウシと向き合う生

徒たちの様子を紹介していた。口てい疫で大きな被害を受けた宮崎の畜産を盛り立て

ていこうと、ウシを一頭でも多く増やしたいと奮闘する生徒たちの思いに感動した。

四国でも、たとえば不況の影響で技術者が少なくなった造船の分野で、技術を引き継

ごうと努力する高校生など、将来の地域の産業の担い手となる学校や生徒たちを取り

上げる番組を作ってもらいたい。 
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○  ３月９日(金)のしこく８「昔のまんま・ありのまま～桃源郷・祖谷のとりくみ～」

では、徳島県三好市の祖谷にある急斜面に立つ小さな集落で、素朴な山の暮らしや古

いかやぶきの家を再生させようとする取り組みが紹介されていた。この取り組みの中

心的な存在となっている、東洋文化研究家のアレックス・カーさんの思い切りのよさ

に感心した。ただ、無駄な公共事業が問題視されている中で、あのような急な傾斜の

危険な地域に資金を投入するのがよいのかどうかという疑問と同時に、過疎と高齢化

が進んで「限界集落」となってしまう現実を前にして、息づいてきたその土地の文化

はやはり残さねばならないものだという思いもあり、ジレンマを感じた。四国の中山

間地では、このように、努力して残した方がよいか、放置して消えてなくなってしま

うままにしておいた方がよいかの分岐点にある土地や風土が多いと思われる。そして

こうした問題を、日本人ではなくアメリカ人のアレックスさんが手がけていることに

も、複雑な思いを抱いた。 

 
○  ３月１１日(日)の「特集 明日へ 支えあおう～東日本大震災から１年～」は、被

災者への共感や応援の涙、そして支援者への感動の涙を流しながら、朝からずっと見

続けた。被災したつらい体験や、復興に向けて頑張っている人、そして各地からの美

しい支援について、多方面からよく探し出して取り上げていて、被災地を走り回って

いる取材者の姿を想像しながら、その努力に感服した。 

 
○  ３月１２日(月)の鶴瓶の家族に乾杯「高橋尚子 岩手県大槌町・陸前高田市」（後

編）では、陸前高田市竹駒町の仮設住宅の近くに止めていたバスの中で、勉強してい

る小学生の背中越しに、笑福亭鶴瓶さんが「お父さんとお母さんは？」とたずね、そ

れに対して「お父さんは津波に流された」と答えるシーンが放送された。そしてその

ＶＴＲが流れた後、スタジオで、鶴瓶さんが、自らの心ない言動を悔いたうえで、こ

のシーンを放送していいかどうかを母親に確認してから放送した、と涙ながらに弁解

する場面もあった。たしかに、この番組のよさは、鶴瓶さんが事前の準備なく“ぶっ

つけ本番”で各地を訪ねていき、地元の方の善意に支えられて、ほのぼのとした心温

まる番組になっていることにあるが、このシーンに関しては、さすがに無防備すぎで

はないかという気がした。このような被災地に行くにあたっては、ふだんのロケでは

行わないような準備が必要だったのではないだろうか。被災者にとって、まるで非日

常のような時間が止めることもできずに流れている現実がある中で、決して彼らの善

意に頼ってはいけない場面であり、鶴瓶さんのしてしまったことは許せないと思った。 

 
○  鶴瓶の家族に乾杯「高橋尚子 岩手県大槌町・陸前高田市」（後編）における、鶴

瓶さんが陸前高田市竹駒町で小学生と交わしたやり取りでは、被災地の子どもに対し

て「一人っ子？」ときつい言い方で聞く鶴瓶さんの無神経さが耳についた。その直後
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に鶴瓶さんが津波で父を亡くした小学生に対して「お父さんは？」と聞いてしまった

シーンについては、小野文恵アナウンサーが「お母さんにも放送していいか問い合わ

せたところ、放送してくださいとのことでした」と言っていた。たしかに、それでこ

の場面を放送することの言い訳としては成り立つのかもしれないが、放送することの

責任をその子になすりつけているような気がして後味は悪かった。被災地に行って家

族と会うのであれば、言ってはいけない言葉くらいは前もって検討しておくべきであ

る。あのような無神経な問いかけで子どもを追い詰めてしまった鶴瓶さんからは油断

や甘さが見てとれるし、とても事前の打ち合わせがあったとは思えない。このような

放送のあり方からは、スタッフが鶴瓶さんをかばおうとしているようにしか感じられ

なかった。 

 
○  ３月１３日(火)のドラマ１０ 大地のファンファーレ（前編）「出走！」は、転職

した若者が帯広のばんえい競馬の騎手になるという物語で、興味深く見た。地域の放

送局が作ったドラマをよく見るが、本部で制作されたドラマに比べ、新鮮な印象があ

る。 

 
○  「アンジェラ・アキのＳＯＮＧ ＢＯＯＫ ｉｎ Ｅｎｇｌｉｓｈ」は、洋楽の歌

詞を分析しそれをもとに自分なりの日本語のカバーを作り、アンジェラ・アキさんと

一緒に歌うという、おもしろい番組である。アンジェラさんの人柄のよさが伝わって

くるのと、自分の若い頃の曲がテーマになっているのが魅力的である。 

 
○  「アンジェラ・アキのＳＯＮＧ ＢＯＯＫ ｉｎ Ｅｎｇｌｉｓｈ」を毎週楽しん

で見ている。アンジェラさんが講師になり、大学生のゼミ生と一緒に、洋楽の名曲の

歌詞を翻訳、理解し、その曲の日本語カバ－に挑戦する番組で、選曲や番組の構成が

よく、英語監修やＭＣの人選が適切で、アンジェラさんの解説に涙がでるような懐か

しさを味わいながら、名曲の魅力を再認識したり、音楽と英語への関心と理解度を高

めることができる。これまでに取り上げられたビリー・ジョエルの「オネスティ」を

はじめ５曲を、私は２０代後半から３０代にかけてよく聴いていた。とくに、「ウィ・

アー・オール・アローン」はその頃 も好きで一番よく聴いていた曲で、「ウィ・ア

ー・オール・アローン」の意味が、「人はみな孤独」なのか、「二人の世界」なのか議

論し、結論が出なかったことを思い出し、この番組でその意味を取り上げ、答えを出

してくれたのに感激した。アンジェラさんの講師ぶりが絶品で、洋楽を解説したり、

日本語カバーを弾き語りしたりするだけでなく、ざっくばらんな雰囲気やポジティブ

な性格、頭の回転が早く、臨機応変な受け答えが上手なことを生かして、ゼミ生の翻

訳の間違いや日本語カバーの歌詞をさりげなく適切に直すところがとても素敵であ

る。アンジェラさんの産後休暇が明けたら、ぜひ続きを制作してほしい。 
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○  近のＮＨＫの報道のあり方には、釈然としないところが多い。平成２２年１１月

２８日(日)の龍馬伝「龍の魂」（総合 後 8:00～9:13）で、 終回のクライマックス

と言える龍馬暗殺のシーンで、「愛媛県知事選挙」の当選確実を伝える速報スーパー

が出て、龍馬の目のところにかかってしまったことや、平成２３年３月１２日(土)

に東京電力福島第一原子力発電所の爆発事故があった際に、事故発生後しばらく事故

前後の建屋の比較写真しか放送していなかったことなど、危急のときに重要な情報が

遅れ、危急でないときにそれほど重要でない情報が出ることについて、物事の軽重の

判断が私たちのそれとはずれているような気がする。 

 
○  徳島放送局のホームページに、連続テレビ小説「ウェルかめ」のスピンオフ小説が

掲載されているが、放送と連携したコンテンツとして、とてもおもしろいと思ってい

る。このスピンオフ小説も、続編という形で、ドラマ化してはどうだろうか。 

 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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平成２４年２月ＮＨＫ四国地方放送番組審議会（議事概要） 

 

 ２月のＮＨＫ四国地方放送番組審議会は、２０日（月）、ＮＨＫ松山放送局において、

１１名の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「平成２４年度国内放送番組編集の基本計画」および「編成計画」

について説明があった。引き続き、「平成２４年度四国地方向け地域放送番組編集計画

（案）」の諮問にあたって、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、３月の番組編成、放送番組モニター報告およ

び視聴者意向についてそれぞれ説明があった。次に、四国羅針盤「ふるさとは生きてい

る～末期がんの写真家 最後の記録～」について活発に意見の交換を行い、会議を終了

した。 

 

 

（出席委員） 

 

委 員 長   竹田 美喜（松山市立子規記念博物館館長） 

副委員長   柳澤 康信（国立大学法人愛媛大学学長） 

委  員   新井 裕史（四国電力（株）常務取締役） 

今川 弥生（（株）ヘルシープラネット代表取締役） 

植田  貴世子（（株）クラッシー代表取締役） 

笠木 寛治（高松赤十字病院院長） 

加藤 令史（愛媛新聞社編集局長） 

早川 賢治（帯屋町筋商店街次世代委員会代表） 

村上 仁士（徳島大学名誉教授） 

森 映一 （ＪＡ松山市代表理事組合長） 

渡部 淳 （（財）土佐山内家宝物資料館館長） 

 

 

 

（主な発言） 

 

＜「平成２４年度国内放送番組編集の基本計画」および「編成計画」について＞ 

 

○  平成２３年度の編成についてどのようなところがマイナス面であるととらえ、それ

を２４年度の編成においてはどう変えたのか。 
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（ＮＨＫ側） 

         平成２４年度の編成において大きく変わったところは、東日本大震

災からの復興を編成のテーマにしていることである。「東北発☆未来

塾」や、「ＮＨＫスペシャル 日本新生」などの番組に代表されるよ

うに、震災を受け、われわれがこれからどうしていくべきかについて

考える番組に力を入れている。また２３年度の編成で意図したものの、

若い視聴者層へのアピールについては必ずしも成果を十分に上げられ

なかった反省がある。２４年度は、総合テレビだけでなくＥテレやラ

ジオ第１も含めて、ブラッシュアップして、若年層へ向けた番組をよ

り前面に押し出して展開していくのが目標のひとつである。 

 

○  部門（種別）ごとの放送時間の比率においては、民放のほうがＮＨＫより娯楽が多

いような印象がある。 

 

（ＮＨＫ側） 

         たとえばどの番組を娯楽とみて、どの番組を教養と位置づけるかと

いったことは、放送局によって多少基準が異なることもあるが、どの

放送局も調和のとれた放送になっており、ＮＨＫと民放でその比率に

大きな差はない。ただし、Ｅテレには娯楽番組がないので、ほかの放

送局とはかなり色合いの違った編成となっている。 

 

○  若者をいかにひきつけるかという点については、ＮＨＫにはなかなかこれといった

切り札がないように思われる。全国放送でも地域放送でもこれは共通の課題になって

いるのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

         若年層の接触を高めるということは、一朝一夕にできるものではな

い。若者にすり寄るのではなく、関心を持ってもらえる番組を開発す

るという努力を継続的に行っていくことが大切だと考えている。放送

と通信の連携という点では、昨年１２月３１日(土)の「第６２回ＮＨ

Ｋ紅白歌合戦」（総合 後 7:15～11:45）では視聴者投票が 100 万票を

数えたように、若年層をひきつけるためのさまざまな手法を駆使し、

組み合わせながら番組開発を続けていきたい。 

 

○  インターネットの業務とＮＨＫの受信料との関係はどうなっているのか。 
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（ＮＨＫ側） 

         ＮＨＫのインターネットサービスには、受信料の範囲内で実施する

ものと、ＮＨＫオンデマンドのような、受信料を使わずに有料で実施

するサービスがある。これらのサービスは、総務大臣から認可を受け

たインターネットサービスの実施基準に基づいて行われており、受信

料の範囲内で既放送番組などを提供するサービスは、年間予算４０億

円以内を限度とすることになっている。これはラジオの放送とほぼ同

じ規模の設定になっているが、２４年度は３０億円弱の予算を見込ん

でいて、その限度には達していない。インターネットサービスは、若

年層の接触機会を増やすのに効果的であることに加えて、たとえばＮ

ＨＫのニュースをネット上で文字で読みたいといった要望もあること

を十分に踏まえながら、民業圧迫にならないように、視聴者の期待に

しっかりと応えていけるよう模索を続けているところである。 

 

○  「平成２４年度国内放送番組編集の基本計画」の「編集の重点事項」において、「全

国の放送局間で取材した映像を自由に交換できるシステムの検討」をしているという

ことだが、地方の姿がこのシステムを通じて、全国に認知されるというのはとても有

効だと期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

         このシステムはもう試行段階に入っていて、地域放送局同士で映像

を自由にやりとりできるよう、より簡便な仕組みを作ろうと試行を続

けている。 

 

 

 

＜「平成２４年度四国地方向け地域放送番組編集計画（案）」について＞ 

 

○  四国各局ともに、地域活性化という視点でスポーツについての取り組みに力を入れ

ている印象があるが、教養面においても、地域の特性を生かした形で番組を制作して

もらいたい。 

 

○  「各局の重点事項」では、スポーツや自然について取り上げるという局が多いが、

四国であれば遍路をテーマにするなど、歴史や民俗といったものを掘り下げていって

もらいたいと思う。 
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（ＮＨＫ側） 

         松山放送局の重点事項で記した「石鎚山」については、自然のだい

ご味とともに、山とともに生き続けてきた人々の暮らしや「山に祈る

心」を探る番組にしたいと考えている。また「ブラタモリ」のような

“歴史教養散歩”というスタイルで、より地域の歴史に踏み込んだ番

組を開発するほか、かつてその地域で功績を残した地域の偉人に注目

する番組も作っていきたいと思っている。 

         高知放送局では、「重点事項」にあったように、「森」の神秘に迫

る番組を全国発信するほか、「森」をとりまく文化的で歴史的な要素

を取り入れた番組を重層的に展開する予定である。 

 

○  「四国の底力キャンペーン」においては、２３年度に新たに放送を始めたしこく８

「四県対抗！ふるさと自慢」という番組をどのように総括した上で、２４年度には新

たな試みをどのような形で行うのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

         しこく８「四県対抗！ふるさと自慢」は、今年度４回放送したが、

特に１月２０日(金)に「ご当地ビジネス」をテーマに各県の知られざ

る技術力を取り上げ、まさに地域の自慢に結びついたという点が好評

をいただいた。また「四県のビジネスが結びつけば新たなビジネスが

生まれるのでは」というまさしく四国の底力を目指した趣旨にかなう

感想もあった。一方で、各県の取り組みを一通り紹介するのに時間が

かかってしまうという番組構成上の問題もあった。新年度は、クイズ

形式で、“四県四様”の個性を持ったチームが参加し各県の話題を同

時進行で楽しめるスタイルで、四国の魅力を再発見できる番組にした

い。 

 

○  地域の底力を発見するというテーマは、四国のどの局も共通なのであるから、各局

が県域番組でそれぞれ個別に取り組むのではなく、各局が互いにコラボレーションを

しながら取り組む企画があってもよいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

         地域によって、身近で興味関心のあるテーマは多少異なるという点

はあると思うが、しこく８「四県対抗！ふるさと自慢」の後継番組の

ほかにも、震災関連をはじめ、社会的な問題について四県という単位

で考えていくことはある。また、「四国のいいぶん」という番組でも、
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四国に共通する課題を随時取り上げている。 

         新年度は、やはり防災・減災の取り組みについて、四国各局が同様

に課題としてとらえているので、その点はできるだけ連携しながらや

っていきたいと思っている。 

 

○  「四国の底力キャンペーン」は、埋もれている“ふるさとの宝”を探すことだと理

解しているが、それぞれの地域にはすでに“宝”があるのだから、「探す」のもいい

がそれらを「磨く」という視点も持ってもらいたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

         地域の人たちにとっては、身近であまり新鮮な情報でなくても、全

国的に見るととてもすばらしくてすてきなものに見えることがあるの

で、さまざまな形でそうした地域の情報を全国発信していきたい。 

 

○  東海・東南海・南海の三連動地震による地盤沈下や津波の影響で、高知市の市街地

が浸水すると報道されているが、高知放送局は大丈夫なのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

         水没することも想定しているが、仮に水没して電源が失われ放送局

としての機能が損なわれたとしても、高知の人々に災害の情報を提供

できるような手段を考えている。四国各局では、昨年の夏から定期的

に会合を持って、放送機能の強化も含めて、こうした問題について検

討している。 

 

○  三連動地震への対策を、四国各局が考えていくのはとてもよいことだと考えている。

東日本大震災のようなマグニチュード９のクラスの地震では、津波の被害が及ぶ範囲

や、強い揺れが発生する範囲がより大きくなるが、瀬戸内海に面する愛媛と香川では、

まだそうした災害への意識が十分でないと思われるので、各局でもう少し取り上げて

もらいたいと思う。 

 

○  災害時において、停電や停波により、テレビなどの放送が見られなくなってしまっ

た人々に対して、必要な情報を届けるためにどのような方法を想定しているのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

         停電した場合に稼働させる放送局の自家発電装置は、燃料が足りな

ければ動かなくなってしまうので、高知や高松の放送会館に加え、中
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継局などにおいて、燃料タンクを大きくするための準備を進めている。

自家発電装置ではなくバッテリーによって動かしている設備について

は、バッテリーの容量の強化を、優先順位をつけながら検討している。

さらに長期的に言えば、太陽光発電を使った電源の供給もより一般的

になると思われる。視聴者の側から見ると、ワンセグやラジオが重要

な情報源となるはずなので、よりそうしたメディアを活用してもらえ

るような環境を整備するべく準備を進めているところである。 

         バッテリー切れには、乾電池による充電が有効だが、携帯電話会社

でも、たとえば避難所などで充電ができるような仕組みを設置しよう

としている試みもあるようだ。また日本では、従来の携帯電話だけで

なくスマートフォンにもワンセグが搭載されているので、停電でテレ

ビが見られなくなっても、ワンセグで放送を確認することができるの

で、防災情報や生活情報の内容充実に取り組んでいきたい。 

 

○  「放送と通信の融合」について、テレビ番組に付随したデジタルコンテンツだけで

はなく、たとえば地域の身近なニュースを、放送ではなく通信を使ってより狭い範囲

の人々に届けるといったことは、ＮＨＫとして可能なのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

         地域の情報発信という点では、映像があるテレビニュースでは伝え

切れないきめの細かい情報を、データ放送やインターネットを活用し

て提供することができる。たとえば、「３．１１」に和歌山県内の一

部の市町村に出された避難指示や避難勧告は、２～３分後に細かい町

名まですべてデータ放送で伝えることができたという実績がある。こ

うした放送本線では紹介できない細かい情報を伝える試みや努力は、

これからもしっかりと取り組んでいきたい。一方で、ＮＨＫのインタ

ーネットサービスは、既放送番組を中心に実施することになっており、

放送とはまったく関係ないことを展開することはできない。ただし、

たとえばロンドンオリンピックでは、総務大臣の認可を受けた上で、

放送で中継しない競技の映像もインターネットで活用する方向で検討

しており、このように一定の限度の中ではあるが、放送によらない取

り組みも強化しつつある。 

         四国各局のデジタルコンテンツとしては、まずは防災面からアプロ

ーチしていきたいと思っている。国土交通省四国地方整備局の提供す

る雨量や水質といった情報を、データ放送で提供する仕組みを作ろう

としている。また、２３年度から放送している「つぶや句５７５」と
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いうラジオ番組では、ツイッターを使った句の募集や番組の実況中継

といった試みを実施してきたが、あらためてラジオを普及させていく

ことを意識して、ラジオとインターネットを融合させたコンテンツの

開発を継続して考えていきたいと思っている。 

 

○  「俳句王国」が年間１０回の特集番組として継続するのはよいことである。各地で

公開収録をするということだが、松尾芭蕉や与謝蕪村、尾崎放哉、種田山頭火などの

俳人を輩出した土地やゆかりの場所は、俳句の活動が盛んなので、何度でも訪ねるこ

とができると思う。また、各地の俳人の生誕や没後の節目となるタイミングで訪ねる

と、地元のイベントともタイアップすることができるのではないか。 

 

○  諮問された「平成２４年度四国地方向け地域放送番組編集計画（案）」については、

委員から出された意見の趣旨が具体的な番組編成のうえで生かされることを前提に、

番組審議会として原案を可とする答申をしたい。 

 

○  異議なし。 

 

（ＮＨＫ側） 

         答申を受け、このあと具体的な地域放送番組編成計画について決定し、

３月の審議会で編成計画についてご説明したい。 

 

 

＜四国羅針盤「ふるさとは生きている～末期がんの写真家 最後の記録～」 

(１月２７日(金)総合 後 7:30～7:55)について＞ 

 

○  荒井賢治さんががんに侵されながらも限界集落を回って風景や人々を撮り続けた

熱意や努力は本当にすばらしく、また限界集落の人々のあたたかさや笑顔はすてきだ

った。荒井さんの写真はとても魅力的で、全体としては感動する番組だった。ただ、

荒井さんがなぜ徳島にとどまって写真を撮り続けるのかという問いから出発した番

組の展開には違和感を覚えた。過疎化や高齢化により限界集落が増え、厳しい生活を

強いられているという面は否定できないが、体が元気である限り誰しも生まれ故郷に

住み続けたいというのは当然のことだと思う。田舎はどこでも不便で不安な生活をし

ているかのような、画一的な先入観が制作者の中にあるように思われて、納得できな

かった。 

 

○  亡くなった人を回顧的に記録して編集したのではなく、病状がこれからだんだんと
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悪化する人を前方視的に取材したという意味では、めずらしい貴重な番組だと思う。

しかも末期がんの人に、取材に協力してもらうのはたいへん難しいと思い、制作者の

努力を感じた。特に徳島県佐那河内村の秋祭りを撮影する荒井さんの様子は、よろめ

いたり息切れしたりしていてあまりにも痛々しく、つらそうでまともに見ていられな

かった。荒井さんは、最後まで生きることに前向きで、今までの自分の人生に何も悔

いを残していないからこそ、このように取材に応じてくれたのではないか。荒井さん

は「心の中に自分を受け入れてくれるふるさとがあるのがうれしい」と言っていたが、

死を目前にしてあのような心構えでいられることはうらやましいと思った。人は誰で

も、死後も自分が生きた証しを世に残したいと思うはずだが、実際、彼が撮った写真

は永久に残るだろう。精一杯生きてきた人が、むしろ逆に持っている心のゆとりのよ

うなものを感じさせる番組で、非常に感激した。 

 

○  このような重いテーマを２５分で表現するのはなかなか難しいのではないかと思

う。荒井さんの写真家としてのこれまでの作品や、彼の生活の背後にあるものは、お

そらく描く時間がなかったのではないだろうか。たとえば、荒井さんがアマチュアカ

メラマンに指導する場面があったが、それがどのような活動なのかといったことも分

からず、少し不満を感じた。 

 

○  この番組には、荒井さん自身のことと、限界集落と、２つのテーマがあったが、限

界集落の側面は切り落としてもよかったのではないか。結局どちらのテーマも心に響

くことがなかった。ただ、「いつ来ても、同じ場所だけど表情が違う」とか「写真は

一期一会」という荒井さんの言葉はとてもよかった。また、荒井さんが自分が衰弱し

たことを悟って悔しがる顔や、荒井さんが生まれ育った家の屋根に生えていた雑草の

映像は、ドキュメンタリーとしてとてもよい場面であり、それらをもっと掘り下げて

見せてくれればよかったと思う。 

 

○  末期がんと闘いながら、ライフワークとした限界集落の撮影を続ける姿は非常に壮

絶で、見る者の心を揺さぶるドキュメンタリーだったと思う。「死」と「限界集落」

という２つの重いテーマを、抑え気味のナレーションで展開し、その一方で山村に暮

らす人々の生き生きとした表情を、モノトーンで写した作品が効果的に配置されてい

て、余韻の残る番組だった。このように死に向かって懸命に生きていく人の心のひだ

を赤裸々に紹介できたのは、制作者が取材対象との間に深い信頼関係を築き上げた成

果だったと思う。妻の由子さんが荒井さんに介添えする場面も、夫婦の絆の強さを物

語っていて印象的だった。 

 

○  荒井さんの残したものとして、限界集落でも元気な高齢者の表情を写していたのが
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とてもよかった。余命１年と宣告されても、力の続く限り頑張った荒井さんの写真家

としての執念を感じたよい番組だった。また、このような限界集落は農業が主体の地

域だが、農業は取材してみると奥が深いので、今後も四国各地でその土地に根づいた

農業を取り上げていってもらいたい。 

 

○  ２５分の短い番組だったが、さまざまな場面とテーマが散りばめられ、少々欲張っ

た感じはあるが見応えのある番組だった。人間のふるさとへの思いや仕事への執念が、

山間部に生きる人々の生活の場面と相まって、いろんなことを考えさせられた。６０

代で亡くなった写真家の作品展に、被写体となった９０歳の老人が訪れる場面は、番

組のエンディングとしてたいへん印象深かった。２点ほど注文をつけるとすれば、１

つは荒井さんがどのような仕事をこれまでにしてきたか、そして地元や写真家の中で

どのような位置づけにあるのかについての情報がほとんどなく、主人公をどう捉えて

よいか分からなかったことである。もう１点は、「限界集落」という概念についてで

ある。最近、「田舎がすべて限界集落」という感覚が一人歩きしているような気がし

ている。特に、佐那河内村のように、祭りがまだ行われているのは決して「限界」と

いう状態ではなく、限界集落と表現すると現実とは違うイメージを与えることになる

のではないか。この地域のことを、もう少し別の言い方で表してもらいたかった。 

 
○  荒井さんの最後の生き方について、取材がしきれていないような印象である。死期

が近いと悟りながら写真を撮るということは、荒井さんにとってはまさに生きること

なのであるから、もう少し深く捉えて見せてほしかった。例えば荒井さんが昔撮った

一枚の写真など、彼がこれまで生きてきた証しを一瞬でも見せることで、彼が生きよ

うとしていることにより深い次元で気づくことができたのではないか。死ぬというこ

とをどう番組でとらえるかはたいへん難しい問題であり、取材する側が本人と苦しみ

を共有しないと、亡くなった方の最期の瞬間に対する“礼儀”を欠いてしまうような

気がする。最後に、被写体として登場した多田さんが、荒井さんの死後開かれた写真

展で、自分の写真を目にして涙ぐむシーンについては、彼女がどうやって限界集落で

生きていくのかということを考えさせられ、とても感動しながら見た。 

 
○  末期がんと分かりながら、人はこれほどまで壮絶に生きられるのかと感じ、プロと

は本当にやりたいことを最後までやる人のことだと思い、また同時に、そのことがで

きる荒井さんの人間としての強さが伝わってきた。そしてこうしたことを表現した撮

影者とディレクターに感動した。ベッドでひとりでは起き上がれないほどの肉体的苦

痛の中、最後までやり遂げたいという荒井さんの強さが映像から伝わってきた。佐那

河内村の祭りを撮ろうと、一段高いところに上がろうとしてつまずいた荒井さんが持

っていたカメラのレンズのフレームに、転倒した際にカメラに付着した土が残ってい
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るのを、荒井さんの体力の限界と写真家としてのプロ根性を示すものとして、ナレー

ションで説明することなく映像だけで表現していたのはすばらしかった。荒井さんの

撮った写真に写る限界集落の人々の表情はいつも笑顔だが、実は限界集落とはさびれ

た集落であるとレッテルを貼るのは早計ではないか、という主張が聞こえてくるよう

な気がした。アイデアと技術とで町を活性化することを叫ぶ前に、もう一度「ふるさ

ととは何か」、「幸せとは何か」を考える機会を与えてくれる番組だったと思う。妻の

由子さんには、夫が極限状態でありながら、悲しみを表情に出さないでいる強さが伝

わってきた。荒井さんが生まれ育った家に行き、妻に「死んだらここに連れて帰って」

という言葉もすごくよかった。また、人間の強さ、やさしさ、愛情、プロの気迫、死

に瀕した人間の内面をここまでとらえた制作者の視点と力量に感動した。なお、サブ

タイトルは「ふるさとは生きている」よりも「末期がんの写真家 最後の記録 ふる

さとへの思い」と“ふるさと”を後ろの方につけたほうがよかったと思う。 

 
○  「ふるさと」がテーマなのか、「限界集落の実態」にフォーカスしたいのか、それ

とも荒井さんの生きざまが話題の中心なのか、病を押してでも撮り続ける写真の意味

を考えるべきなのか、いったい何を伝えたいのか、的が絞りきれていないという気が

した。たしかに映像もたいへん美しく、荒井さんの生き方と寄り添う妻の姿にも心打

たれ、死んだら佐那河内に帰りたいという荒井さんの思いや、不便でも不安でも自分

の村に住み続ける多田さんの姿もすてきだった。しかし、これらが果たして「ふるさ

とは生きている」というサブタイトルにつながるのか、納得できなかったのが残念だ

った。 

 
○  ２５分の時間だが、深みのある番組だった。１年以上前に、余命１年と宣告されて

いたからか、荒井さんと由子さんは、やがて来る日を前に、静かに淡々とするべきこ

とをしていて、その日々を、カメラが作ることなく追っているのが、好感がもてた。

荒井さんが撮り続けた写真の中では、笑顔の老人ばかりで、ふるさとの生まれ育った

村で生きている喜びは、不便や不安を越える力があるのだと、訴える写真を荒井さん

は撮っていると感じた。荒井さんの写真で、限界集落で生活している老人たちの、心

からの笑顔を見ることができて、心が和んだ。自然の営みに身を添わせて生きるよろ

こびを、現代の私たちはいつの間に失ってしまったのかと思う。心の奥底に眠ってい

た大切なものを、わたしたちに呼び起こさせてくれる写真の力を感じた。映像を見て

いて感じたのは、この番組のカメラマンの荒井さんに対する敬意の深さである。荒井

さんが訪れる集落の景色、ススキの野は、とても静かな美しい映像だった。最後の村

祭りの撮影の場で、荒井さんの姿をカメラマンは敬意をもって追っているのがよく分

かった。生家を前に語る夫婦の姿や、訥々（とつとつ）とした会話に、ここまでにた

どりついた夫婦の長い歴史が見えた。カメラの前で、このような会話ができるという
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のは、荒井さん夫婦が番組スタッフと心が通い合っていたからだろうと思った。なお、

「限界集落」という表現は、生きる望みのない、死に絶えるのが目前だと、そのよう

なイメージをさせる残酷な言葉である。人影もなく、そこにいるのは老人ばかりで、

その老人たちも近いうちに死んでいく。消滅するのを待っているだけの村、もう助か

る見込みのない村とイメージされる。そこに住んでいる人たちに、大変失礼な言葉で

ある。言葉に対する真摯な態度とともに、わたしたちの手本となるような言葉の使用

を期待する。 

 

（ＮＨＫ側） 

この番組のテーマが、終盤までぶれていたという指摘はその通り

であり、自分も制作しながら迷っていたのは確かである。「ふるさと

と限界集落」、「がんに侵された人の最期の生きざま」、「夫婦愛」、と

いう３つの要素は描くことができると思っていたが、最終的には、

サブタイトルが表しているように「ふるさとと限界集落」をメイン

テーマにしようと考えた。それは、荒井さんが写真を通して伝えよ

うとした思いがそこにあったからである。ただし、それが十分に描

ききれなかったというのも事実だと思う。それは、荒井さんの病状

の進行が早く、取材期間が１か月しかなかったことや、２０代の自

分が６３歳の荒井さんの考える「ふるさと」を完全に理解しきれて

いなかったことが影響していると考える。いずれにしても、テーマ

が散漫になっていることは、制作を終えた段階で自分もよく感じて

いることである。 
荒井さんには、取材やロケの途中で、取材・撮影を拒否されたこ

とがあったが、それでも最後まで協力してもらい、自分自身非常に

貴重な体験をさせていただいたと思っている。 
この番組では、限界集落と言われているが、そこに住む人は幸せ

に生きているというメッセージを伝えたかった。多田さんの存在を

通して、多少は伝わっているのではないか。 
また、この番組では紹介していないが、実際は、荒井さんが亡く

なるまでも撮影させてもらっている。２月１５日(水)の「とく６徳島」

では、妻の由子さんが、より厳しい状態になった荒井さんを支える

様子や、佐那河内村の生家で一生を終えたところも放送している。 
 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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平成２４年１月ＮＨＫ四国地方放送番組審議会（議事概要） 

 

 １月のＮＨＫ四国地方放送番組審議会は、１６日（月）、ＮＨＫ松山放送局において、

７名の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、２月の番組編成、放送番組モニター報告および視聴者意向について

それぞれ説明があった。次に、「つぶや句５７５～恋のシュラバンバ～」を含め、放送

番組一般について活発に意見の交換を行い、会議を終了した。 

 

 

（出席委員） 

 

委 員 長   竹田 美喜（松山市立子規記念博物館館長） 

委  員   新井 裕史（四国電力（株）常務取締役） 

今川 弥生（（株）ヘルシープラネット代表取締役） 

植田  貴世子（（株）クラッシー代表取締役） 

加藤 令史（愛媛新聞社編集局長） 

早川 賢治（帯屋町筋商店街次世代委員会代表） 

村上 仁士（徳島大学名誉教授） 

 

 

 

（主な発言） 

 

＜「つぶや句５７５～恋のシュラバンバ～」 

(１月３日(火) ラジオ第１ 後 7:20～9:30)について＞ 

 

○  冒頭で、ラジオ番組らしいざっくばらんとした会話を聴くことができ、学生の頃に

聴いていた深夜番組を思い出し、懐かしさを感じた。番組内容としては、投稿された

ものを紹介するという、リスナーとスタジオが深く結びついているのが特徴的で、テ

レビとは違う視聴者とのつながり方だと感じた。歌詞やリズムに５音や７音が含まれ

ている曲を流す「５７５ソングス」や、「つぶぎり」という“あいうえお俳句”のよ

うなコーナーを１０分程度に区切って展開し、リスナーに２時間１０分という放送時

間を飽きさせることなく過ごしてもらおうという意図も感じられ、まさに「ＤＪ俳句」

と称すべき番組だった。また、リスナーにインターネットで投票をさせて、その数分

後にはもう投票結果を出していくという演出は、はがきを送って放送で紹介されると

いうかつてのラジオ番組とは比べものにならないレスポンスの早さを感じた。ラジオ
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を聴きながらリスナーが瞬時に番組に参加できるようなところに、テレビを見るのと

は異なり、リスナーが番組を聴きながら同時に手を動かしてパソコンや携帯電話を使

って参加するというラジオの新しい可能性を感じ、革新的な取り組みがスタートして

いると思った。一方で、リスナーとスタジオがつながるというラジオの本質や、ざっ

くばらんな会話が繰り広げられているところなど、この番組には昔から聴いていたラ

ジオ番組と何ら変わらないスタイルも感じ取ることができた。この番組では、ツイッ

ターなどで誰もが気軽に言葉を発信できる時代に、こうした新しいコミュニケーショ

ンツールと、伝統的な俳句の文化がうまく絡み合い、そこに新たな魅力を生み出して

いる。内容はいたって気楽だが、この番組が取り組んでいることは、モニターやスピ

ーカーだけでつながっていた放送が、新たなメディアの時代においてどのような広が

りを見せていくべきかを示しており、私たちにとっても参考になる番組だったと思う。 

 

○  「つぶや句５７５」という命名の妙には感心したが、修羅場を「シュラバンバ」と

呼んだのはどのような意味か理解できなかった。５・７・５という短い言葉の中に心

の現象を表現させて、しかも季語などの俳句の決まりごとを無視することで一見誰に

でもできそうな、まさに機知に富んだセンスのよい遊びであると感じた。１７文字に

凝縮してまとめるという作業はやはり脳細胞を刺激するだけでなく、恋の修羅場をツ

イッターでつぶやくという現代性や適度な諧謔（かいぎゃく）性もあり、聴いていて

たいへんおもしろい番組だった。紹介されたつぶや句はそれぞれに意味深長で、人生

経験の長い人ほどその深い意味が理解できたのではないかと思う。ただ、作品がラジ

オで流れるように紹介されるだけで、その場限りの知的な遊びでリラックスすること

は確かだが、どれほどその作品に強い印象が残るのかどうかは疑問である。中には語

尾がしっかりと聞き取れない作品もあり、テレビのように句が文字で見られるわけで

はないので、その句そのものが分からなかったのは残念だった。また、番組が冗長に

感じられたことも否めない。これまでのように、２５分間の放送のほうが、長々とや

るよりも引き締まったよい番組になるのではないか。今後は、リスナーの年齢層を把

握した上で、それに基づいたテーマを設定してはどうだろうか。いずれにせよ、私た

ちの知的好奇心をうまく生かすような演出を心がけてもらいたい。 

 

○  いま広く浸透しつつあるツイッターの「つぶやく」という行為を生かした番組で、

題材としてはたいへんおもしろいという印象である。知名度のあるお笑い芸人などの

タレントが出てきて、リスナーからのはがきをもとに的の絞れないことを長々としゃ

べるだけのラジオ番組に比べれば、聴き応えがあるに違いないと思いながら聴いてい

たが、やはり放送時間が長すぎると感じた。ツイッターやネット投票の導入など、企

画・制作者による挑戦や努力の跡には心打たれるが、内容そのものはまだ荒削りで、

期待したほど質の高さは感じなかった。まず、１月３日に放送するテーマとして、「修
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羅場」というのは適切ではなかったと思う。それに、出演者どうしの会話のやりとり

がうまく流れていなかっただけでなく、その言葉が不鮮明で説明不足で、ラジオは音

声だけが頼りであるという意識が希薄だったのではないかという気がする。さらに、

この番組は大人向けの番組なのか俳句好きな人向けの番組なのか、番組を聴いた限り

では読み取ることができなかったところもある。番組の構成や進行にも不備があると

感じられた。「５７５ソングス」はそれなりにこの番組で流す意味があった曲なのか

もしれないが、説明不足でその価値が認識できなかったのが残念である。結局、この

番組は真面目な番組なのか不真面目な番組なのか、単純なバラエティーなのか「俳句

マーケティング」なのか、２時間以上聴いていてもそのねらいが不明瞭なままだった。

取り組みや題材はおもしろいのだが、時間が長すぎるのと、構成や演出にまだ磨き切

れていない部分があったのはもったいないという気がしている。ただし、「キングオ

ブつぶやきスト」や「ゴッドオブつぶやきスト」という発想はおもしろく、この番組

の軸となるキーワードになるのではないかと感じている。 

 

○  ２時間１０分という長時間だったこともあり、途中でぎこちないと感じる場面も多

かった。しかし、大胆な体験の告白やほほえましいエピソードの披露を５・７・５の

表現形式によって行うこと、音楽が流れている間に作品の選定や投票をすること、番

組の進行のテンポをよくするようなツールを使うこと、ＭＣやゲストがその個性を生

かしながら時にはまじめに時には話が脱線することで番組を盛り上げていること、こ

れらのリスナーを飽きさせないような工夫が功を奏していると思った。何かほかのこ

とをしながらこの番組を聴いていると、たとえ意味が分からなくても気楽に流すこと

ができるが、じっくり聴こうとすると退屈で物足りなくて、悪いことばかりが気にな

った。たしかに荒削りだと思う場面はたくさんあったが、番組の方向性としてはおも

しろいのではないかと思った。 

 

○  双方向化という点で言えば、そのほかのラジオ番組を聴いていても、ラジオの進化

を実感している。ラジオはテレビよりもずっと、リスナーと番組がつながっている感

覚がある。この番組も、構成こそよく分からなかったが、聴いていてテンポがよくお

もしろかった。インターネットとツイッター、そして投票システムを存分に使ってい

て、リスナーが番組の中に入り込んでいる気持ちにさせることに成功していると思う。

テーマとしては、まだ正月気分の残る１月３日に不倫の話や、夫の悪口を妻が電話で

しゃべるというのはいかがなものかと思った。また、「つぶぎり」のルールをゲスト

の尾木直樹さんが正しく理解していなかったのはおもしろかったが、ゲストにもしっ

かり説明できてないのにリスナーが理解できるわけがないと思って聴いていた。紹介

された作品にはいくつかおもしろいものがあって、やはり５・７・５で表現すること

の楽しさを感じた。今はツイッターでつぶやくというのが自己表現のやり方として確
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立していて、それをいち早く俳句と絡めて番組を制作しているのは興味深いと思った。

ラジオは音声だけのメディアだが、ツイッターなどを使って作品をパソコンで見せる

ことにより、一瞬にして文字でも表現することが可能になっていることを考えると、

こうしたラジオ番組に音声を文字化する技術を取り入れることで、よりおもしろいサ

ービスが実現できるのではないだろうか。 

 

○  番組冒頭で出演者たちが尾木さんの誕生日のことで盛り上がっており、このような

調子で２時間も会話が続くのではないかと心配しながら聴いていた。ただ、本題に入

ると尾木さんのコメントは納得できる内容で、紹介される「つぶや句」も思わず笑み

がこぼれる秀作が少なくなかったと思う。“ながら聴取”でラジオを聴いている人も

楽しめたのではないか。また、番組で流れる音楽についても、若い人になじみのある

曲から演歌にいたるまで、幅広い層のリスナーの存在を意識していることが分かった。

ラジオの生放送との連動で、ツイッターを中心にインターネット、携帯電話を活用し

てリスナーに投稿してもらったり、作品の評価を求めて即時に結果を紹介したりする

双方向の試みは成功していたと思う。俳句にこだわった松山放送局ならではのスタッ

フの心意気も伝わってきた。なお、「恋のシュラバンバ」というタイトルの由来は、

サザンオールスターズの「シュラバ☆ラ☆バンバ」という曲からきているのだと推測

した。 

 

○  第一印象では、出演者たちの声がはじけるように明るくて、楽しそうな番組だと思

った。つぶや句の作品を紹介するにあたっては、できるだけ早いうちに佐藤文香さん、

つぶやきシローさん、尾木さんが作ったものがもう少し出てくるとおもしろかったと

思う。ツイッターなど、インターネット上で会話をしている若者が気軽に参加できる

番組で、スピード感や双方向性が非常に生きていると思った。出演者のキャラクター

では、つぶやきさんがぼけて佐藤さんがつっこみを入れるという役割を徹底させてい

くと、よいコンビになるとともに、番組におけるメリハリも出てくるのではないか。

また、これも佐藤さんのできる役だと思うが、紹介される作品をただほめるだけでは

なくて、時には意識的に皮肉を言ったり毒気のある言葉を発するなどの“憎まれ役”

がいると、リスナーとの双方向のやりとりがより活性化するのではないだろうか。季

語を気にしない５・７・５の「つぶや句」とはどのようなものかと思って聴いていた

が、紹介されているものは俳句や川柳のレベルに達しておらず、品がないだじゃれの

ようなものだった。これはまだ放送回数が浅いからなのかもしれないが、番組として

ひとつの手本のようなものを提示すると、求められる作品の方向性がある程度見えて

くると思う。あまりにその方向性を明確にしてしまうと逆におもしろくなくなるが、

やはり句のレベルを上げていくというのは全国放送の番組として必要なことではな

いだろうか。より踏み込んで言えば、日本文学の今と未来を見据えて、新しい時代の
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短詩形の「つぶや句」という文学形態をこの番組で作ってしまってはどうだろうか。

ツイッターを自由自在に使いこなす１０代や２０代の若者が、「俳句」とは関係のな

い「つぶや句」という句で競ってこの番組に参加するような方向性を設定すると、ま

た新しい展開を見せるのではないか。 

 

 

（ＮＨＫ側） 

テンポが速過ぎて語尾が不明瞭であるという点は、音声だけが頼

りの番組においては反省すべきところである。作品をリスナーに理

解してもらうのは大前提のことであるが、出演者どうしの会話の中

で、言い捨てられたり、言いかけて途中でやめるなどのやりとりが

あったので、改善していくべきだと思っている。 
聴いていて長く感じられる原因は、構成のしかたにあるのかもし

れない。２時間１０分まるまる聴いてないといけないという雰囲気

が伝わってきてしまい、リスナーが負担になってしまうこともあっ

たのではないだろうか。そういう意味では、たまたま途中から聴き

始めてもどのような番組かが自然と分かり、そのまま「おもしろそ

うだから聴き続けてみよう」と思えるように、そして “ながら聴取”

でも入っていけるような形を目指していくことが必要だと感じた。 
この番組は第５水曜日がある月に限ってその最終水曜日に放送し

ていて、その放送回数の少なさもあってどこまでリスナーに定着し

ているのかが測りにくいが、毎回聴いている人にとっては、この番

組の仕組みを説明するとかなり重荷になってしまうところがある。

一方で、初めて聴く人には説明不足だと感じさせてしまう面もある

ので、説明過多にならない程度にコンセプトや仕掛けを分かっても

らって中身を楽しんでもらう形も模索していきたい。たとえば「５

７５ソングス」というコーナーの趣旨についての説明が不足してい

るというご指摘も、初めて番組を聴く人たちへの配慮が欠けていた

ことを示しているかもしれない。 
この番組は３０～４０代の方々を主な対象にしている。ただし同

時に、ラジオを持っていない、さらに若い人々にもおもしろさを伝

えるため、ツイッター上で番組の内容をつぶやき続けるという「ツ

イッター実況」もすることで、ラジオを聴いていなくても番組の流

れが分かるだけでなく、ラジオがなくても投稿でき、それが番組で

どう評価されたかが分かるということを目標にスタートした。去年

の秋以降は、パソコンやスマートフォンでもラジオが聴けるように
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なったので、それらを使うことで番組を聴きながら、ツイッターで

より多くの情報を見てもらえるとアピールすることができるように

なった。一方で、ツイッターにあまり関わっていない人には、イン

ターネットやツイッターということをあまりにも声高に言いすぎる

ことで疎外感を与える可能性もあるので、ラジオを聴いているだけ

でも楽しめ、ネット環境があればより楽しめるというスタイルを作

っていきたいと思っている。 
これまで何度か放送していくにつれて、対象とする３０～４０代

のリスナーだけでなく、１０代や２０代の方々の中からも少しずつ

投稿が増えてきており、番組では、彼らの素朴な悩みなどが表現さ

れた作品も紹介していきたいと思っている。 
毎回この番組を聴くうちに、その積み重ねで投稿作品のおもしろ

みや深みがより出てくることを期待しているが、この番組はまだそ

こまで定着しているとは言えず、初心者が一度作品を送っても次回

以降はやめてしまうということもあるようだ。１７音で自分の気持

ちを表現することの楽しさが味わえるように、敷居を下げてまず「つ

ぶや句」として表現してみることを呼びかける段階から始めたいと

思っている。しかしながら、当然リスナーありきの放送なので、紹

介する作品のクオリティーを上げていかなくてはならず、これは今

後に向けた課題だと認識している。 
テーマを「修羅場」としたのは、“ながら聴取”で気楽にラジオを

聴いているリスナーの興味をひきつけたいということと、あえて新

年にこのテーマを設定するという意気込みをリスナーにぶつけてみ

たかったからである。 
企画やテーマ設定がリスナーだけでなく尾木さんにもきっちりと

伝わっていなかったという点はあるので、出演者はもちろんのこと、

リスナーにとって番組のことがより単純でわかりやすくなるように

工夫していきたい。 
この番組を放送した１月３日が尾木さんの誕生日だったというこ

とに放送前日に気がついて、ちょっとしたサプライズでバースデー

ケーキを用意した。あのような演出はあってもよいとは思うが、そ

のやりとりが長くなったことは確かであり、もう少し早く本題に入

ればよかったと反省している。 
番組のタイトルである「恋のシュラバンバ」というのは、サザン

オールスターズの「シュラバ☆ラ☆バンバ」という曲名をヒントに、

語呂をよくしようと工夫してつけた表現である。 
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○  若い人には人気のある番組なのかもしれないが、ラジオを災害時以外にはほとんど

聴くことのない自分にとっては、時間が長くて聴くのが苦痛だった。ただ、合間に流

れる音楽には癒やされた。ラジオのファンにとっては、この番組は新鮮に感じられた

のではないか。この番組を聴いたことをきっかけに、今後はラジオにも興味を持ちた

いと思っている。 

 
○  ５・７・５の表現形式を楽しむ“新しいことばバラエティー”というのが趣旨の番

組であるが、俳句でもなく川柳でもない５・７・５のことばあそびという、捉えよう

のない内容に戸惑った。そして結局、なにが“新しいことば”なのかも理解すること

ができなかった。主題の設定や「恋のシュラバンバ」という副題選定もいかがなもの

かと思ったが、投稿文も特に工夫がなされたり風刺を効かせたものでもなく、加えて

司会やゲストたちのコメントも、何が面白いのかわからないままに番組が終わり、一

種の疎外感さえ覚えた。第５水曜日に放送されている「つぶや句５７５」を聞いたこ

とはないが、今回の番組に限って言えば、私には番組の意図や楽しみ方そのものが理

解しがたいものであった。 

 
 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １２月２５日(日)のスペシャルドラマ 坂の上の雲「日本海海戦」（総合 後 7:30

～8:59）は、日露戦争が終わった後の秋山真之の苦悩のシーンや、余韻を残した終わ

り方など、含みをもたせたすばらしい最終回だと思った。 

 

○  １２月３１日(土)の「第６２回ＮＨＫ紅白歌合戦」（総合 後 7:15～11:45）はと

てもよい紅白歌合戦だったと思う。長渕剛さんによる「ひとつ」という曲とその歌う

姿、そして津波に襲われた宮城県の石巻市立門脇小学校というロケーションや照明の

演出に涙が止まらなかった。北島三郎さんの「帰ろかな」も聞き慣れた歌ではあった

が、涙を誘われた。歌合戦という要素以上に「歌の力」を感じ、一年の最後にふさわ

しい番組だった。 

 

○  「第６２回ＮＨＫ紅白歌合戦」は感動する場面が多かったが、出場歌手ひとりひと

りが自分の歌の力を発信しようとしたことが成功をもたらしたのではないだろうか。 

 
○  「グレーテルのかまど」は、スイーツを作る料理番組でありながら、それにまつわ

るストーリーを紹介する時間が長く、詳しいレシピの情報は番組のホームページに委
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ねているのがとてもおもしろい。１月７日(土)の「赤毛のアンの“チェリーパイ”」

では、「赤毛のアン」の作者・モンゴメリが実生活で作ったという「モックチェリー

パイ」を再現して作りながら、チェリーパイに秘められたモンゴメリの逸話を紹介し

ていた。食材の効果や効能に焦点をあてた料理番組が多い中で、食べるという行為の

原点や、食べ物と人の記憶や経験との結びつきを教えてくれるよい番組である。 

 
○  １月８日(日)の「２０１２年 ダマされてタマるか！」（総合 後 6:10～6:39）は、

振り込め詐欺の新しい手口や身を守る知恵などがふんだんに盛り込まれていて、しか

も女性が多数を占めたゲストのトークなどにより内容がかたくなりすぎないような

工夫もされており、教養バラエティー番組としてよくできていると感心した。 

 
○  １月９日(月)の「おやすみ日本 眠いいね！」（総合 (10 日)前 0:50～3:08）は、

「眠るための番組」という、今までにないすばらしい企画だった。内容はきわめて気

楽なものだったが、これまでのテレビのやり方を完全に否定したうえで、新しい番組

作りに取り組んでいるＮＨＫの姿勢に感心した。 

 
○  １月９日(月)の「ドーハは悲劇ではなかった～日本サッカー あの日からの１８年

～」（ＢＳ１ 後 10:00～10:49）は、ハンス・オフトさんがサッカー日本代表の監督

就任以来、戦力を冷静に分析し、成長に必要な施策を提言するとともに、さまざまな

関係者による組織的な取り組みによって、日本サッカーが強くなっていったことが浮

き彫りになった番組だった。また、オフトさんが日本で再会した人たちに対して、成

長を持続させていくために若手の育成・指導に不断の努力が求められることを訴えて

いるのを見て、いわゆる“悲劇”は１試合の引き分けではなく、成長に向けた努力を

怠って停滞に陥ってしまうことこそが悲劇だったことが分かり、たいへん示唆に富ん

だ番組であったと感じた。 

 
○  １月９日(月)のハイビジョン特集 山田洋次 ５０年の時が過ぎて「前編 夢を追

った時代からバブル崩壊まで」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 7:30～8:59）では、東日本大震災の

被災地に黄色いハンカチをたなびかせた人を取材していて、「幸せの黄色いハンカ

チ」という山田監督の映画が人々の心に残っていることを実感した。 

 
○  「あさイチ」は、番組自体がだいぶ定着してきているせいもあり、曜日ごとにテー

マや流れが読めるようになってきて、期待感をもって視聴できるようになってきた。

１月１０日(火)の「スゴ技Ｑ ねぎ」は、本来脇役の食材であるネギを主役に仕立て

て、埼玉県深谷市のネギ農家に取材に行ったり、東京・浅草のネギの卸業者にネギを

甘くする裏技を取材したりしていて、単純なことを深掘りしていておもしろかった。
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スタジオに調理科学の専門家が出演し科学的な裏付けとなる話もしていて、短時間の

うちに「たかがネギ、されどネギ」であると学ぶことができた。 

 

○  １月１１日(水)のクローズアップ現代「時代劇 危機一髪～伝承の技は守れるか

～」を見て、時代劇が減少していった結果、衣装や髪結い、美術に殺陣（たて）とい

った職人技が失われ、それが日本の伝統文化の衰退につながるという深刻さを感じた。

スタジオ出演していた山田洋次さんが、国のサポートで成長した韓国映画と同じよう

に、日本の時代劇も伝承されていくべき文化として国がバックアップしていかねばな

らないと言ったことが非常に心に残った。そして、もし時代劇が民放で残せないのだ

とすれば、ＮＨＫがその伝統を残していくことに貢献してもらいたいと感じた。 

 

○  １月１５日(日)の「ＮＨＫとっておきサンデー」枠内の「あなたの街のＮＨＫ」で、

山口放送局が制作した「スゴつぶ」という番組が紹介されていた。山口に生まれた種

田山頭火にちなんで「自由律句」を募集する番組だったが、山頭火の自由律句という

ひとつの方向性が定められていたたことで、投句する若者たちがそこに向けて挑戦し

ようと努力したせいか、集まってきた俳句のレベルがどれも高かった。 

 

○  大河ドラマ「平清盛」で印象に残っているのは、当時の貴族と武士の身分差を強調

していることである。また、白河法皇を演じる伊東四朗さんのさすがベテランという

演技や、源頼朝から見た清盛という設定でつけているナレーションにも驚いていて、

これからの放送も楽しみである。 

 
○  大河ドラマ「平清盛」では、法皇や上皇を中心とした人々を「王家」と呼んでいて

不思議に思って見ていたが、ドラマの時代考証に基づいた表現であることを知って、

たいへん勉強になった。 

 
○  大河ドラマ「平清盛」は、伊東四朗さんの存在感や中井貴一さんの安定感ある演技

に加え、松山ケンイチさんの迫力ある演技に心をつかまれた感じで、これからの放送

も楽しみである。 

 
○  大河ドラマ「平清盛」は、画面の色合いや雰囲気がおととし放送された大河ドラマ

「龍馬伝」に似ていると思った。ドラマの内容自体はおもしろいのだが、「龍馬伝」

で描かれたような青春群像のイメージで「平清盛」を見ていくことに少し戸惑いを感

じた。 

 
○  大河ドラマ「平清盛」では、１月８日(日)の「ふたりの父」（総合 後 8:00～9:14）
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における伊東四朗さんと中井貴一さんの演技に重厚さを感じた。また、荒涼としたス

スキの原や河原のシーンは、日本でまだこのような景色が残っていたのかと思わせる

くらいのすばらしい風景だった。都に舞っている砂煙についても、自分の子どもの頃

を思い出しながら懐かしく見た。さらに、清盛が白河法皇の落いんであるという説に

正面から取り組んだ設定も興味深かった。 

 
（ＮＨＫ側） 

大河ドラマ「平清盛」に対して、「画面が汚い」と兵庫県の井戸敏

三知事が評したということだが、撮影現場で砂ぼこりを表現するた

めにコーンスターチをたくさん使用して、画面を少し汚しているの

は確かである。このドラマが「龍馬伝」と似ていると映るのは、ド

ラマのテーマが影響しているのだと思う。「新・平家物語」や「草燃

える」などの大河ドラマが平安時代末期を源氏と平氏の戦いという

形で描いてきたのに対し、「平清盛」のストーリーは、虐げられた武

士たちが貴族を乗っ取っていく革命の物語として描こうとしている。

それはまさに「龍馬伝」が描いた、土佐の下士だった坂本龍馬がい

わゆる天下国家を変えていくのと似ている。そのようなドラマでは、

主人公の不遇の時代をあえて汚れた姿で描くことが多い。天下を手

中にしていくにつれて、その汚れが取れていくことになるわけだが、

そうすることで主人公が置かれている立場の落差を表現したいとい

うねらいがある。 
 

○  Ｅテレで放送している「Ｅテレ２３５５」は、肩の力が抜けたセンスのいい番組だ

と思って楽しんで見ている。 

 

○  「つぶや句５７５」では、ツイッター上でラジオの生放送を実況しながらリスナー

を増やしているということだが、これは「俳句王国」が新たな展開を目指すにあたっ

て、ヒントになる取り組みだと思う。 

 
 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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平成２３年１２月ＮＨＫ四国地方放送番組審議会（議事概要） 

 

 １２月のＮＨＫ四国地方放送番組審議会は、１９日（月）、ＮＨＫ松山放送局において、

１０名の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、１月の番組編成、放送番組モニター報告および視聴者意向について

それぞれ説明があった。次に、しこく８「バルチック艦隊の真実～日本海海戦への知ら

れざる航海～」を含め、放送番組一般について活発に意見の交換を行い、会議を終了し

た。 

 

 

（出席委員） 

 

委 員 長   竹田 美喜（松山市立子規記念博物館館長） 

副委員長   柳澤 康信（国立大学法人愛媛大学学長） 

委  員   新井 裕史（四国電力（株）常務取締役） 

今川 弥生（（株）ヘルシープラネット代表取締役） 

笠木 寛治（高松赤十字病院院長） 

加藤 令史（愛媛新聞社編集局長） 

早川 賢治（帯屋町筋商店街次世代委員会代表） 

村上 仁士（徳島大学名誉教授） 

森 映一 （ＪＡ松山市代表理事組合長） 

          渡部 淳 （（財）土佐山内家宝物資料館館長） 

 

 

（主な発言） 

 

＜しこく８「バルチック艦隊の真実～日本海海戦への知られざる航海～」 

(１２月９日(金) 総合 後 8:00～8:43 四国ブロック)について＞ 

 

○  この番組は、バルチック艦隊にさまざまな面から光を当てることで、日本では強大

と見られてきたバルチック艦隊が実は苦労していたということを明らかにしており、

「バルチック艦隊の真実」というタイトルに恥じない内容だった。番組の導入部分で

乗組員の子孫たちで作る「ツシマ会」の存在が取り上げられていたのは、興味をかき

たてられた。ロジェストヴェンスキー提督をはじめ、乗組員の手紙や手記などから艦

隊の内実を明らかにする手法は説得力があった。老朽艦の多い寄せ集めの艦隊だった

という事情や、乗組員の士気の低さや、アフリカでの過酷な気象条件、海図の不備と
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燃料確保の苦労、さらに現場の実情を理解しない本国の方針決定など、さまざまな要

因がバルチック艦隊を苦しめて提督を疲弊させていった経過がよく分かった。ロシア

側が日本軍の幻影におびえていた結果が北海での英国漁船の誤射につながり、艦隊を

追いつめる一因になったことも理解できた。また、番組では若いロシア人の乗組員を

みとった看護師の日記も紹介していたが、いつの時代も戦争が庶民を苦しめるという

現実を示していて、制作者がこのエピソードに込めた思いが感じられた。 

 

○  バルチック艦隊が日本に至るまでに、これほど大変な航海をしてきたということは

知らなかった。バルチック艦隊は強いというイメージしかなかったが、その内情を詳

しく取材していて、ロジェストヴェンスキー提督の苦悩をよく理解することができた。

「スペシャルドラマ 坂の上の雲」と対比して見てみたいと思うようになる番組で、

自分の知らなかった日露戦争の一面が分かったよい番組だった。 

 

○  この番組は、「スペシャルドラマ 坂の上の雲」と同様に、多くの人に衝撃を与え

たと思う。日本軍の強さが今でもなおこの日露戦争に象徴されるような歴史の評価が

ある中で、この番組は別の側面から歴史を見るよう、一石を投じたものではなかった

か。特に敵国ロシアのバルチック艦隊の実情を紹介しているのは大変意義のあること

で、装備や兵の問題など、日露両国の関係者の証言と史料を紹介していて、目配りの

利いた取材と落ち着いたナレーションとが相まって、近代戦争における日本海海戦の

位置づけをじっくりと考えさせる、見応えのある番組になっていた。司馬遼太郎の小

説やドラマとは一線を画して、あくまでも史実に基づいて番組を構成しようとする視

点にも大変好感を持った。「しこく８」は見応えのある番組が多いと感じているが、

この番組もまさに松山放送局の実力に感心させられるものであり、四国でよく触れら

れる日露戦争によるロシア人捕虜をどう考えるかという問題に大きな影響を与える

のではないだろうか。あえて注文をつけるならば、ウラジオストクに到達した３隻の

戦艦や、ロシアに帰国した提督の“その後”についてもう少し詳しく知りたいと思っ

た。 

 

○  「スペシャルドラマ 坂の上の雲」を見た視聴者にとっては、バルチック艦隊を取

り上げたこの番組に対する興味が大いにかきたてられると思う。そういう意味では、

ドラマの内容と連動してこの番組を放送するタイミングはすばらしいと感じる。バル

チック艦隊はものすごく強くて、日本はそれにたまたま勝てたというイメージしかな

かったが、数々のエピソードと、それを裏付ける史料と取材とで、歴史に隠されてい

た事実がはっきりと分かってきた。この番組を見ると、ドラマ自体が何十倍もおもし

ろく感じられ、最終回「日本海海戦」の放送が今からとても待ち遠しい。「ＮＨＫス

ペシャル」と遜色のない見応えのある番組で、これほどの番組を地域放送局が制作し
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たということに驚きを感じる。「スペシャルドラマ 坂の上の雲」は民放他局のドラ

マを圧倒する内容だが、この「しこく８」もドラマと同様にＮＨＫのすごさを知らし

める役割を担っていて、「スペシャルドラマ 坂の上の雲」が描く当時の日本人や日

本というものに興味を持たせてくれる番組に仕上がっていると思う。 

 

○  この番組を制作するには大変な困難や苦労もあったと思うが、新しい史料に基づい

てきめ細やかに、しかも史実を求めて海外にまで行く取材を展開していることにまず

拍手を送りたい。難しい戦争史を敗者の側から見ようとした視点は新鮮で、地域放送

局によるスケールの大きな番組として、全国に発信する力を十分に持ち合わせている

と感じる。「スペシャルドラマ 坂の上の雲」は当然ながら日本側からの視点で描か

れているので、ロシア側の事情を深く掘り下げたこの番組が同じ時期に放送されるこ

とで、視聴者にとっては日露戦争当時の状況がより鮮明にイメージできるという効果

があったのではないか。この番組を見ていて、あらためて情報の重要性が認知された。

ロシアの敗戦は、当時のロシアの専制君主制のもとで、指導者たちと現場の意識のず

れがもたらした悲劇であり、同時にロシアと日本の戦争に関する捉え方の違いが浮き

彫りになったと思う。これは現代社会にも通じる問題だが、いかに情報を重要視し、

生きた情報を現場と上層部が共有していくかということや、情報処理能力の高低が勝

敗の明暗を分けたのではないか。すなわち「情報の重要性」、「情報の共有」、「情報処

理能力」といった要素がテーマになっていることを意識した。対馬沖の海戦で漂流し

ているロシア兵を助けて人肌で温めた住民の話には、やはり戦争中といえども人間本

来の心の温かさが見えてきて、むしろ逆に戦争の無情さを感じさせるよい番組になっ

ていた。 

 

○  ロジェストヴェンスキー提督が家族にあてた手紙などを紹介しながら、バルチック

艦隊の編成から航路の選定や航海の苦労、乗組員の消耗疲弊と敗北、そして救助され

る様子までを丁寧に描写していたことに感心した。バルチック艦隊の敗北の要因は戦

略の失敗にあったが、まさにそれは戦略の失敗が戦術で補えないことを示した事例の

ひとつであると理解できた。いずれにせよ、艦隊が敗退していった真実を解き明かす

という、番組のねらいにあった内容構成になっていたと感じた。大変おもしろいドキ

ュメンタリーで、「スペシャルドラマ 坂の上の雲」を複眼的に見ることのできる番

組だったと感じている。 

 

○  「スペシャルドラマ 坂の上の雲」において、秋山真之がどのような手腕を発揮し

て天下無敵といわれたバルチック艦隊に勝利するのか楽しみにしていたが、この番組

を見て、まさかこのような不利な条件にバルチック艦隊が置かれているとは知らず、

非常に驚いた。ただ、秋山がどのような作戦を立てるかなど、このあとのドラマの展
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開に大いに期待していただけに、この番組はドラマの最終回が終わった後に放送して

ほしかった。番組としては全体的にすばらしい内容で、４３分間食い入るように視聴

し、ぜひ全国放送してもらいたいと思うが、これまでバルチック艦隊はともかく強大

なものだと思っていたので、歴史的事実としてどれほど強かったのかを説明してほし

かった。 

 

○  まさにタイトルの通りバルチック艦隊の真実を紹介していて、衝撃を受けた番組だ

った。「もうひとつの日露戦争 新発見・バルチック艦隊提督の手紙から」という書

籍があるが、それを映像化したような番組だと思う。バルチック艦隊がわざわざ喜望

峰を回って日本に向かったこと、マダガスカルのような暑い土地で足止めになったこ

と、そして長い航海の末、ウラジオストクに到着できずに日本との戦いに突入したこ

となどを知り、とてもかわいそうな運命にあったことを感じた。番組が「スペシャル

ドラマ 坂の上の雲」に照準を合わせて制作されていることはよく分かったが、その

ねらい通りに歴史的な理解に厚みを持たせてくれる番組だった。最もよかったのは、

案内役の藤本さんであり、「スペシャルドラマ 坂の上の雲」での好演のイメージ通

り、その雰囲気のよさを再認識することができた。 

 
○  藤本さんは、番組全体を引き立てる意味で、とても適役だったという印象である。

また、番組のエンディングが対馬沖の海底に沈むイルティッシュ号の映像になってい

るが、ロシアの敗戦を物語る演出になっていてよかったと思う。番組を見ると、“無

敵艦隊”だと思っていたバルチック艦隊に対して“張り子の虎”のようなイメージを

抱く視聴者も多いと思うが、客観的にバルチック艦隊がどの程度強かったのか、とい

うことについてもう少し詳しく説明してもらいたいと感じた。 

 
○  今年の春に「坂の上の雲ミュージアム」にスペチンスキーさんがいらっしゃって、

ロジェストヴェンスキー提督の手紙を公開したことには非常に驚いたが、その手紙か

ら提督が最初に持っていた出港時の危惧や疑念を解明したこの番組もまたすばらし

いと思った。大敗北を喫したことで、提督がロシア国内でどれほど非難され、その子

孫たちが世に出ることなく姿を隠していたことがよく分かった。そうした中で、スペ

チンスキーさんが手紙を公開し、そしてこの番組がその手紙や「ツシマ会」を取材し

たことは、結果として提督の子孫や乗組員の遺族たちが世間に出ることを後押しした

ような働きをしたのではないかと思われる。日露戦争における情報戦の側面は、大変

おもしろかった。特にバルチック艦隊がイギリスの漁船を誤って銃撃した事件につい

ては、英露関係を悪化させたことでイギリスが保有する石炭の補給ができなくなるな

ど、結果として艦隊の航海を苦しくさせたことにつながっていくので、もう少し突っ

込んで取り上げたほうがよかったと思う。全体としては、艦隊の実態と提督の苦悩が
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うかがえるすばらしい番組になっていて、制作スタッフの意気込みも伝わってきて、

ぜひ全国でも放送をしてもらいたいと思う。 

 

 
（ＮＨＫ側） 

松山放送局ではこれまでおよそ３年にわたって「スペシャルドラ

マ 坂の上の雲」関連のドキュメンタリーを制作してきており、こ

の番組はその集大成といえるもので、これまでの蓄積がなければな

かなか作ることができなかったと思う。 
この春には「坂の上の雲ミュージアム」でロジェストヴェンスキ

ー提督のひ孫にあたるジノーヴィー・スペチンスキーさんが講演を

した。日露戦争の敵国の側にいた人の末えいは、これまで肩身の狭

い思いをして生きてきた。しかし、今になって当時のロシアの実情

を明らかにし、その中で提督の手紙や手記が公開された。「ロシア側

から見た日露戦争」を伝えるべきタイミングだと考えた。 
制作にあたり、視聴者の方々に伝えたいと意識したテーマが２つ

ある。１つは、敵側から見た戦争の現場を感じ、戦争に巻き込まれ

た最前線の人々の苦悩を知ることで、戦争そのものについてあらた

めて考えてほしいという点である。もう１つは、情報戦の先駆けだ

った日露戦争を振り返ることで、現代のように情報があふれかえる

社会において、正体不明の情報がもたらす事態のおそろしさだ。 
また、ロシア側のストーリーでも興味を持って見てもらうため、

「スペシャルドラマ 坂の上の雲」でロシア駐在武官の広瀬武夫を

演じた藤本隆宏さんを案内役として起用した。彼に日本の当事者の

子孫の方や史料を実際に見てもらいながら話を進めることで、視聴

者の方にも身近な話として見てもらえるような工夫をした。 
番組を４３分にまとめるにあたり、当初のプランよりも情報戦の

要素を少しずつそぎ落とした経緯があり、それが物足りなさを感じ

る部分になってしまったのかもしれない。 
この番組は、１２月２１日(水)の「ろーかる直送便」で全国放送さ

れる予定である。 
この番組では、戦艦が暗がりの中で港に停泊しているシーンを、

松山放送局のスタジオに作ったプールに精巧なプラモデルを浮かべ

て撮影するといった、“手作り感のある”特殊な撮影も実施した。歴

史番組では、どうしても史実を描ききるだけの映像が豊富にないた

め、このような映像の工夫も行いながら番組を制作している。 
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○  歴史では学びながら、その実態や詳細にさほど関心は無かったが、「スペシャルド

ラマ 坂の上の雲」のおかげで、当時の時代背景や、日本人の心の推移などの情報が

あったため、この番組もとても興味深く視聴できた。何よりも「坂の上の雲」で広瀬

武夫を演じた藤本さんがナビゲーターであり、映像のナレーションだったことが相乗

効果を大いに発揮していたと思う。当時の軍人を演じていただけあって、ナレーショ

ンにも映像との一体感があり、一つ一つの言葉にも“語る力”を感じた。龍馬の時代

にさかのぼり日本海軍の始まりを思うにつけ、日本と海との強い結びつきを感じると

ころだが、それにしても圧倒的な国力の差がありながら、戦いに挑ませる“戦略”と

いうもののパワーには驚かされた日露戦争である。近年明らかになりつつあったバル

チック艦隊の実態を、ロジェストヴェンスキーの家族にあてた手紙を巧みにポイント

ポイントで活用し、彼が目の当たりにしていた現実を端的に説明できていたところな

ど実に“構成術”を感じた。ロシアには戦力がありながら三つの艦隊に分散していた

ことや、バルチック艦隊がたどった海路や、艦隊の抱える実情や燃料補給の難題など、

考えてみればありがちなことだが、あらためて戦争とは複雑な要素が絡み合うものだ

と学んだ。中でも、情報戦が有効に機能していた様が残っている記録を分析し紹介し

ていたところなど、背景、前提、条件も明確で納得に足るものだった。加えて、日露

戦争を語り継いでいる人々へのインタビューも実に効果的で、当時の映像と藤本さん

の力があるナレーションとはまた違った意味で、日露戦争の実態を説明する貴重な要

素となっていた。時間の関係もあったかと思うが、バルチック艦隊が “歴史の真実”

を語りかけているという結びの言葉において、もう少し内容のまとめを分厚くすると、

もっと番組が盛り上がったのではないかとの印象を受けたのは、そこまでにいたる番

組の内容が濃かったせいかもしれないが。総じて、とても質の高い番組で、私はＤＶ

Ｄでも見たが放送されていた日もキッチンで夕食の片づけものをしながら、８０歳の

父が番組に見入っているその背中ごしにも見た。父にとっても歴史の真実は、とても

興味深かった様子だった。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  「ＮＨＫみんなの手話」の司会にＳＰＥＥＤの今井絵理子さんが起用されているの

はとてもよいことである。６月１９日(日)の「感情の表現」の再放送（１２月１８日

(日)）では、写真家の盛山麻奈美さんから、今井さんの手話には華があると評されて

いたが、手話について「華のある」という形容のしかたもあるのだと思って感心した。 

 

○  ９月１日(木)の爆問学問「君もアンパンマンになれる！～漫画家・やなせたかし」

の再放送（１２月１日(木)）を見て、特に役に立ったと思えるのは、「正義とは何か」
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という話題で、やなせさんが「アンパンマン（正義）とばいきんまん（悪）はいつも

心の中にいて、片方がなくなってはだめ」と話していたことである。飢えた人々に食

糧を与えるのが「正義」であれば、戦争は「悪」ではなく「正義」のもとに行われた

という側面もある。子どもたちに戦争について教えるとき、単に「悪」として戦争に

携わった人々すべてを断罪するのではなく、それぞれの信念に基づいて戦争をせざる

を得なかったという側面もあることを、このアンパンマンのたとえを使って説明する

ことができ、ありがたいと思った。 

 

○  １１月２日(水)のＡｍａｚｉｎｇ Ｖｏｉｃｅ 驚異の歌声「２１世紀ホーミー」

は、モンゴルの伝統的な歌唱法“ホーミー”を紹介していたが、極端に低い声と同時

に笛のような高い声を出すという、信じられない歌声だった。 

 
○  １１月２４日(木)のＢＳ歴史館「キュリー夫人と放射能の時代～人は原子の力とど

う出会ったのか？～」で、原子エネルギーを発見したマリー・キュリーの功績は決し

て否定できないという一方で、戦争によって科学が進歩し、やがて悲劇をもたらすと

いう事実もあることについて議論されていたのがとてもおもしろかった。 

 
○  １１月２５日(金)の四国羅針盤「農業に経団連がやってきた」は、株式会社サンラ

イズファーム西条や西条市の取り組みと、地元農家の期待や不安について取り上げて

いたが、大変分かりやすい内容になっていた。ただ、東京大学大学院の川島博之准教

授の提言もそれ自体はもっともな意見だと思ったが、そのねらいの割には番組が話題

として取り上げた内容が小さすぎている気がした。特に、番組最後で「広い土地を必

要とする米と、狭い土地で栽培できる畜産や野菜では、農業政策を分けて考えるべき」

という意見を言っていたが、それまでの議論とはつながる話題ではなかったために、

唐突な印象が残り、全体として分かったような分からないような、消化不良の気分で

視聴し終わったような気がする。 

 
○  １２月９日(金)の四国羅針盤「薄氷の電力対策～伊方原発全基停止の波紋～」で、

原子力の発電コストが石油による火力発電のコストよりも格段に安いという７年前

の国の試算データが紹介されていたが、その試算に廃炉費用や立地対策費が勘案され

ていないことについて疑問視する意見も発表されているので、この数字を留保なく提

示していたのには疑問が残った。 

 
（ＮＨＫ側） 

四国羅針盤「薄氷の電力対策～伊方原発全基停止の波紋～」では、

芝浦工業大学非常勤講師の後藤政志さんが、発電コストについては
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再評価が今後行われることに言及している。ただし、四国電力がど

うやってこの冬の時期を乗り切ろうとしているのかを中心にした番

組で、放送時間が限られている中で、原発のコストだけを詳しく議

論することができなかったというのが実際のところである。 
 

○  １２月１０日(土)の土曜ドラマスペシャル「真珠湾からの帰還～軍神と捕虜第一号

～」は、「非国民」だと言われながら生き残って捕虜となった人々の心情を考えさせ

るよい番組だった。 

 
○  １２月１１日(日)の「第９回ＮＨＫミニミニ映像大賞グランプリ発表」で、「あき

らめた友へ」という作品がグランプリを獲得した。東京で挫折して田舎に帰る友人に

対して、「ユースケがんばれ」という横断幕を見せるという設定がとても興味深かっ

た。 

 
○  １２月１２日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「それでも、海を信じている

～カキ養殖・畠山重篤～」は、東日本大震災の津波で甚大な被害を受けた宮城県気仙

沼市でカキ養殖を営む畠山さんに、養殖カキの種付けから収穫までの期間、本当に復

活するかどうか先が見えない中で、丁寧に密着して取材していた。「それでも海を信

じる」とか、「どん底で希望を探す」といった、彼の生きざまに対するテーマの付け

方が非常に美しいだけでなく、「プロフェッショナルとは」という問いに畠山さんが

答えた「場面場面をくぐり抜けていくことだ」という言葉や、「カキには人が映る」

という表現はすばらしかった。 

 

○  １２月１６日(金)の四国羅針盤「若者は島へ向かう～瀬戸内・自立支援実習の３か

月～」は、個々のシーンはなかなか魅力的で、愛媛県新居浜市大島で行われている自

立支援学習自体は大変よい取り組みだと思うが、なぜ若者たちが引きこもりになった

のか、そして家族や社会として引きこもりに対してどのようなことをしていったらよ

いのかが伝わってこなかった。 

 

○  １２月１８日(日)のＮＨＫスペシャル シリーズ 原発危機「メルトダウン～福島

第一原発 あのとき何が～」では、東京電力福島第一原子力発電所で事故が発生した

直後、いったい何が起きていたのかという、皆が知りたいことを丹念に取材していた。

事故発生時、中央制御室にいた人も当事者として、危機が起きたときの人間の思い込

みや、それがもたらす錯誤についてよく証言していた。この事故については、今後国

家レベルで総合的な検証が行われると思うが、それに先駆けてＮＨＫがこうした番組

を制作することで、公共放送としての使命を果たしていることを実感した。 
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○  １２月１８日(日)のろうを生きる 難聴を生きる「イグ・ノーベル賞と聴覚障害者」

では、聴覚障害者に火災を知らせるために、わさびのにおいを使う研究が紹介されて

いた。「人を笑わせ、考えさせる」研究がイグ・ノーベル賞を受賞するのかと思って

いたが、この火災報知器はそれどころの研究ではなく、障害者の命を救うすばらしい

発明であることに感心し、非常に勉強になる番組だった。 

 
○  「スペシャルドラマ 坂の上の雲」の魅力として、ベテラン俳優陣のすばらしさを

感じる。児玉源太郎役の高橋英樹さんは、ほかの出演者に比べてひときわ大柄の体格

でしかも何かものを食べているシーンが多く、そのキャラクター設定のおもしろさを

感じるが、乃木希典役の柄本明さんとともに、その背中にただひたすら日本のことを

一生懸命に思っている様子が伝わってくる。これまでに放送された第１部と第２部で

は秋山好古、真之兄弟や正岡子規の若さが印象に残ったが、第３部は特にこの２人の

演技が際立っていると思う。また、１２月４日(日)の「旅順総攻撃」（総合 後 7:30

～8:59）における冒頭４分ほどの、渡辺謙さんによる落ち着いたいい声のナレーショ

ンに感服している。「明治という時代」に「痛々しいばかりの高揚」を持つ楽天家た

ちが前をのみ見つめて歩くということが、第３部になってこれまでよりもさらに伝わ

ってきて、この冒頭部分からだけでも本当にすばらしい番組だと思う。 

 
○  「スペシャルドラマ 坂の上の雲」は、戦場となった中国の人々がどのように描か

れているのかということにも興味があって視聴しているが、１２月１１日(日)の「二

○三高地」（総合 後 7:30～8:59）で、二○三高地を制圧した日本が旅順艦隊を砲撃

する場面で、中国人が逃げていくシーンがあった。また平成２１年放送の「日清開戦」

においても、日清戦争に正岡子規が従軍しているときに、戦争で破壊された集落の住

民たちの気持ちを表現している場面があったが、制作者もそうした点について意識し

ていることが分かった。 

 
○  「スペシャルドラマ 坂の上の雲」を見ていると、帝政ロシアの末期にあった国と、

明治維新後の日本との勢いの違いがそのまま戦闘意欲の差となって現れたのではな

いかと思う。バルチック艦隊を打ち破って最終的に勝利を呼び込んだ日本の軍人たち

や、旅順や二○三高地の戦場で亡くなった多くの兵士の愛国心に、頭が下がる思いが

する。疑問に感じるのは、旅順や奉天など、日露が激突した中国の人々は、このドラ

マを見たとしたらどんな感想を持つのだろうか、ということである。さらに、１２月

１８日(日)の「敵艦見ゆ」（総合 後 7:30～8:59）で、おそらくＣＧで表現されてい

るであろう、海の上に浮かぶ戦艦の映像が本当にすばらしく、技術力の高さに感心し

ている。 
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○  「スペシャルドラマ 坂の上の雲」で描かれる日露戦争の勝利は、やがて呪縛とな

ってその後の日本を苦しめるという側面がある。ＮＨＫの戦争関連の番組は近年、大

変充実した内容のものが多いが、少し長い時代のスパンで戦争を取り上げると、より

見えてくるものがあると思う。太平洋戦争または第二次世界大戦のようなある種ヒス

テリックな戦争と、日清・日露の両戦争は様相が違っており、地域の歴史における戦

争との関わり方も同様な違いがあるのではないか。四国を事例として、長いスパンで

国民と戦争を考える番組を企画してもらいたい。 

 
（ＮＨＫ側） 

しこく８「バルチック艦隊の真実～日本海海戦への知られざる航

海～」は、平成２０年度から松山放送局が制作してきた「スペシャ

ルドラマ 坂の上の雲」関連の番組としては総仕上げとなる。これ

までの番組の中で、とりわけ正岡子規を取り上げた番組が多いが、

そのどれを見ても、やはりあらためて子規の偉大さを感じる。 
 

○  ＢＳプレミアムの「にっぽん縦断 こころ旅」は、「連続テレビ小説」の直後に１

０分間の「朝版」を放送しているが、午後７時から放送しているものも、朝の時間帯

に再放送をしてもらいたい。 

 

○  節電の問題を取り上げたニュースの後で、イルミネーションのイベントに関するニ

ュースが放送されたのを見たが、この２つは内容的に相反するような気がしたので、

オーダーについて配慮をお願いしたい。 

 
○  平成２４年の大河ドラマ「平清盛」の主役を演じるのは松山ケンイチさんだが、今

年の「江～姫たちの戦国～」の主役の上野樹里さんと同様、“性格俳優”というイメ

ージだが、松山さんの起用にあたってどのような意図があるのだろうか。 

 
（ＮＨＫ側） 

松山さんは、たしかに“性格俳優”という演技が多いかもしれな

いが、映画「ノルウェイの森」で見せた感性や、民放で放送された

「９９年の愛～ＪＡＰＡＮＥＳＥ ＡＭＥＲＩＣＡＮＳ～」での野

太さを見せた演技から、私たちとしても大きな期待をかけている。

大河ドラマというと完成された非常にオーソドックスな俳優が主役

になるというイメージがあるのかもしれないが、昭和４０年の「太

閤記」主役の緒形拳さんや、昭和６２年の「独眼竜政宗」主役の渡

辺謙さんは、当時は決して有名な俳優ではなかった。大河ドラマの
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キャスティングは、これからの日本の映画界あるいはテレビ業界を

背負っていくとおぼしき若手を主役にして、その周囲は日本を代表

する役者陣で固めていくのが本来の姿であり、上野さんも松山さん

も、さらに平成２５年の大河ドラマで主役を務める綾瀬はるかさん

も、そうした流れをくんだ起用である。いずれにしても、奇をてら

ったキャスティングをしているのではなく、あくまでもその人の中

にある本格派の部分を引き出そうという思いで主役に抜てきしてい

るというのが実情である。 
 

○  先日松山市内で開催されている「大河ドラマ５０の歴史展」に行き、「江」の題字

のすばらしさに感じ入ったが、一方で「平清盛」の題字の勢いのよさにも驚きを感じ

た。この題字を書いたのは金澤翔子さんという２０代の書家でダウン症患者だという

ことを知って、さらに驚いた。金澤さんの今後の活躍が楽しみである。 

 

 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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平成２３年１１月ＮＨＫ四国地方放送番組審議会（議事概要） 

 

 １１月のＮＨＫ四国地方放送番組審議会は、２１日（月）、ＮＨＫ松山放送局において、

８名の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、１２月の番組編成、放送番組モニター報告および視聴者意向につい

てそれぞれ説明があった。次に、しこく８「ＢＯＮＳＡＩ～満喫！魅惑の小宇宙～」を

含め、放送番組一般について活発に意見の交換を行い、会議を終了した。 

 

 

（出席委員） 

 

委 員 長   竹田 美喜（松山市立子規記念博物館館長） 

副委員長   柳澤 康信（国立大学法人愛媛大学学長） 

委  員   今川 弥生（（株）ヘルシープラネット代表取締役） 

植田  貴世子（（株）クラッシー代表取締役） 

加藤 令史（愛媛新聞社編集局長） 

早川 賢治（帯屋町筋商店街次世代委員会代表） 

村上 仁士（徳島大学名誉教授） 

森 映一 （ＪＡ松山市代表理事組合長） 

 

 

 

（主な発言） 

 

＜しこく８「ＢＯＮＳＡＩ～満喫！魅惑の小宇宙～」 

(１１月４日(金) 総合 後 8:00～8:43 四国ブロック)について＞ 

 

○  非常に興味深い番組で、感動して驚いているうちに、あっという間に４３分を視聴

し終わった感じだった。盆栽は身近なものだが、実は深く関心を示す対象ではなかっ

たと気付かされた。導入部分で流れていた音楽は、盆栽のイメージによく合っていた

せいか、ひきつけられた。イタリア・ミラノでの盆栽ブームや、アーティストとして

盆栽に向き合う匠（たくみ）の人々の存在を見て、新鮮な驚きとともに、自らがそう

した日本の文化に関心がなさすぎたことへの反省を感じた。特に、岩手県山田町の大

町功さんが、津波ですべてを失ったにもかかわらず、アジア太平洋盆栽水石高松大会

（ＡＳＰＡＣ）に挑戦する姿や、それを支援する仲間の心には胸が熱くなった。「整

枝」や「舎利」といった盆栽の専門用語を映像とともに分かりやすく解説していたた
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め、床飾りの融合の妙がとても理解しやすかった。短時間で盆栽の世界を凝縮して映

像にした番組で、わび・さびに満ちていてしかも洗練されている日本文化を、非常に

誇りに思った。この番組のおかげで、まるで自分の中の盆栽への美意識にスイッチが

入ったような感じで、街中を歩きながら多くの盆栽を見て、愛好家がこれほどいるの

かと驚いている。また、鉢植えなどの、自然の美しさを鑑賞する園芸とは異なり、盆

栽が自然と人の感性と技術で作る“作品”そのものであることを認識し、その違いを

あらためて知ることができた。この番組は多くの作品を映像で紹介していたが、盆栽

の歴史や、日本の愛好家がどれくらいいてどんな活動をしているかなどの情報をもう

少し伝えてほしかった。また、番組自体が落ち着いた深みのある内容だっただけに、

「ＢＯＮＳＡＩ～満喫！魅惑の小宇宙～」というタイトルはその内容からすると軽い

感じがして、残念だった。 

 

○  盆栽にはあまり興味がなかったが、この番組はとてもおもしろく、自分が盆栽につ

いて知らないことがたくさんあったということがわかった。四国の元気と感動を与え

るのがねらいという「しこく８」の目的にぴったりと合っていた。盆栽とはどういう

ものかに始まり、盆栽を作る技、盆栽バーの存在、ミラノの盆栽ブーム、などたくさ

んの要素が盛り込まれていておもしろかっただけでなく、盆栽の匠といわれる人々の

姿には、盆栽という文化がこれまで続いてきた理由を見つけることができた。とりわ

けすばらしかったと思うのは、番組が高松市の栗林公園で収録していたことである。

栗林公園の雰囲気には趣があり、スタジオで盆栽を見せるよりもずっとよかったと思

う。少し気になったのは、番組前半で多用されていた効果音である。ＮＨＫの番組で

はあまり聞いたことがない音だったので、不自然な印象を覚えた。また、ゲストの藤

澤恵麻さんが、ＶＴＲのことを「Ｖ」と言っていたことも気になった。おそらく業界

用語のようなものなのだろうが、一般の人たちは何のことかわからないので、きちん

と「ＶＴＲ」と言ってもらいたかった。 

 

○  この番組は盆栽のよい“入門編”になっていたと思う。「整枝」と「舎利」という

技や、「床の間の目線」、「幹」、「古色」という盆栽を見る３つのポイント、代表

的な４つの幹の種類など、それぞれを丁寧に分類しながら説明していてとても分かり

やすかった。違和感を覚えた点としては、ゲストであるお笑い芸人の又吉直樹さんの

よさが表れていなかったことである。番組の内容や構成の上でも笑いをとる場面もな

く、彼の役割がないような感じだった。また、ミラノで盆栽を楽しむ少年を紹介して

いたが、逆に日本の若者は盆栽に無関心なのかどうか、それとも盆栽マニアがいるの

かどうかなどの情報がなかったのは気になった。また、番組の導入部分で流れた映像

は、カメラの振りや編集がきつく、見ていて目が疲れるような感じがした。盆栽がテ

ーマの落ち着きある番組なので、もう少し緩やかな映像にしてもよかったのではない
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だろうか。 

 

○  単に盆栽の教養番組ではなく、海外取材や東日本大震災で被災した盆栽職人を取り

上げていて、厚みのある番組に仕上がっていた。この番組が全国で放送されないとい

うのが何とももったいない気がする。「整枝」という技は木を生き物として見ると残

酷な気もしたが、職人の技の奥深さや美意識を感じた。ミラノでの盆栽の人気ぶりは

非常に勉強になるだけでなく、震災の話題も盛り込んでいたのはさすがだと思った。

お笑い芸人の又吉さんの起用は、番組が硬い雰囲気になりすぎるのをおさえる意味で、

人選としては成功しているのではないか。字幕の表記で気になった点が２つある。１

つは、高松市の盆栽職人の平松浩二さんが「盆栽やって定年がない」という発言をし

ているところに、「盆栽やって」の「や」をひらがなでテロップ表記していたが、「屋」

という漢字をあてるのが正しいのではないかということだ。また、「整枝」という技

について説明しているところで、「整姿」という用語が出てきたが、どっちが正しい

のか、戸惑ってしまった。 

 

○  全体としては、盆栽の魅力を紹介するよい番組だったと思う。これまで、盆栽はど

うしても縁台の上に置かれているというイメージで、年をとったらやってみようかと

思っていたが、そこまで興味を持つ対象ではなかった。番組で紹介していたとおり、

特にイタリアなど、ヨーロッパにも盆栽があるというのは知っていたので、ミラノだ

けでなくローマなどにも取材をしてもらいたかったが、大人から子どもにいたるまで

あれほど熱中しているとは思いもしなかった。東京にあるという盆栽バーの存在は知

らなかったが、そうした盆栽をめぐる新しい動きを取り上げたことや、盆栽を楽しむ

３つのポイント、それに被災した大町さんの舎利にかける技など、あらゆる角度から

盆栽を紹介したことで、ふだん何気なく見ていた盆栽について再考させられる番組だ

った。 

 

○  盆栽がテーマということでどんな番組なのかと思って見たら、番組冒頭で又吉さん

が盆栽をじっと見ているのがアップで映し出されていて、これはおもしろいかもしれ

ないと期待させる雰囲気が醸し出されていた。また、アップで見ると大木に見えるも

のが実は盆栽だという、盆栽の見方の真髄を見ることができ、興味を持ちながらすん

なりと番組を見続けることができた。近年、日本の伝統的なものが海外で人気が出る

ということがよくあるが、盆栽もその一つなのだということが確認できた。「整枝」

や「舎利」といった技が盆栽に組み込まれていることは知らなかったので、感心する

とともに、映像でその作られた美しさを実感することができた。この番組を見ている

か見ていないかで、盆栽の楽しみ方に１０倍くらい差が出るのではないかとさえ思う。

番組を見た後にＡＳＰＡＣに行けば、この番組の価値を感じることができるのではな
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いか。盆栽バーやミラノでの人気ぶりなど、いくつかのポイントで盆栽ブームについ

て紹介していたが、それらが全体としてどのような広がりになっているかを伝えても

らいたかった。ただ、ＡＳＰＡＣ実行委員長の小西幸彦さんの解説や、被災した大町

さんの取り組みなど、非常に分かりやすく盆栽の世界のさわりの部分を伝えていて、

まったく興味のない人間にも盆栽の芸術としてのすごさを感じさせる番組だった。日

本の伝統文化の技を映像で見せてくれたことで、日本文化のおもしろさを見直してみ

るきっかけになるような番組だったと思う。 

 

○  これまで、盆栽はいかにも人造のもので、人間の勝手な趣味で木を無理やりしばり

つけて変形させている感じがして、これの何がよいのかと思っていたが、この番組を

見てまるっきりその印象が覆された。感心したのは、海外に、盆栽そのものだけでは

なく、盆栽の文化が広がっているということである。さらに、大津波で被災した盆栽

界の若きホープと高松市の盆栽職人たちとの友情に、文化を継承していくことの重要

さを感じ、そういった文化をも破壊する大災害の恐怖を感じた。この番組のタイトル

である「魅惑の小宇宙」という言葉は、盆栽の世界を表現するのにぴったりの言い方

だと思う。次々に文化の広がりが見えてくるところはまるで“宇宙”である。それに

栗林公園の掬月亭の風景と盆栽の映像は大変きれいで、まさに“小宇宙”という感じ

だった。「整枝」や「舎利」によってきれいに整えられた人工美が、置く場所や光の

加減によってすばらしい芸術品になるのである。そして、そうした光の加減を撮影し

たセンスだけでなく、司会とゲストたちの会話はごくごく自然でしかもさわやかで、

非常に感心する番組だった。 

 

○  この番組を見て、高松の盆栽は今、世界に発信できるものであり、歴史的な重みや

時間の積み重ねのあるものだと感じる。一つの作品に、何代もかかっての匠の技が積

み上げられていて、他の追随を許すことがない。まさに松山といえば俳句、というの

と同じように、高松といえば盆栽である、と感じた。栗林公園の掬月亭から見る池の

美しさ、そして盆栽があってその向こうに見える庭に、庭づくりと盆栽づくりはまさ

に日本の伝統であることが見てとれた。盆栽の緑色と舎利の白さは日本の伝統美と配

色美であり、それが美しい映像に収められていた。又吉さんは、ふだん一人では番組

に出てこないと思うが、彼の服装や話しぶりには必死に頑張っている様子が出ていて

おもしろかった。藤澤さんの着物姿も、あの風景に溶け込んでいて、出しゃばってい

なかったのがとてもよかったと思う。今までは庭に棚があってそこで盆栽づくりをし

ている光景しか見たことがなかったが、床の間に盆栽を置いているのが美しく、あれ

だけで「美の壺」という番組になるのではないかと思った。盆栽、掛け軸、添配の三

角形の構図は、まさに一つの宇宙になっていて、あのような配置で盆栽を鑑賞するの

だということを初めて知った。津波ですべてを流されてしまった大町さんの再起を支
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援しようとした高松の盆栽職人・松田三男さんが、「レベルの高い人は常にトップラ

ンナーであってほしい」と言った言葉はほんとうにすばらしく、1,300 人を超える人

が大町さんの再生のための資金提供をしたことは非常に感動的だった。松田さんの言

葉やエピソードには、盆栽が時をこえてたくさんの人の手によって作られており、匠

が自らを犠牲にしてでも盆栽にすべてを託すという精神がこめられていることを示

しているのだと思う。この番組には品格の高さを感じたが、視聴者を無理にひきつけ

ようとすることなく、番組の品質や中身、そして制作者の誠意が伝われば、この番組

のような、見ていてあっという間に時間の過ぎてしまうものができるのではないだろ

うか。この番組が盆栽を「ＢＯＮＳＡＩ」と表記したのは、その配色の美しさや日本

らしさが世界に誇れるものであるからだと解釈したが、今後も高松放送局が、ＡＳＰ

ＡＣの実際の様子を取材するなど、「ＢＯＮＳＡＩ」を取り上げた番組をどんどん展

開していくことを期待する。 

 

 
（ＮＨＫ側） 

「盆栽やって定年がない」というところは、わたしたちとしては

「盆栽をやっていて定年はない」という意味合いととらえたが、た

しかに「盆栽屋」という意味にもとれるとも思うので、「整枝」と「整

姿」の点も含め、誤解のないようにすべきだったと感じている。 
盆栽については、全国放送の「クローズアップ現代」で、この番

組とは切り口を変えてビジネスの側面から紹介していく予定であり、

大会の様子についてもそこでお伝えすることができると思う。 
この番組は、決して盆栽をやっている人だけに見てもらおうとし

ているわけではないので、マニアックになりすぎないよう、一般の

人たちに盆栽の楽しさや奥深さをどうしたらわかってもらえるかを

考えて制作した。ご意見をうかがっていて、盆栽についてなるべく

分かりやすく、楽しく、おもしろく、深く伝えることができたので

はないかと理解している。 
又吉さんは、お笑い芸人だが実は太宰治の作品を読むのが好きな

文学青年で、朴とつな芸風が若い世代に受けている。盆栽という若

者には取っつきにくいテーマであるため、そうした世代にも見ても

らうことも考えて起用した。たしかに、本人が盆栽が好き過ぎて、

かえってまじめになってしまったというところもあるので、その点

は雰囲気作りをもっとうまくすればよかったと思っている。 
うまくいったと感じているのは、栗林公園をスタジオにして収録

したことである。ＡＳＰＡＣの会場のひとつである掬月亭を収録場
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所に選択してみたが、局のスタジオセットではあのような演出は難

しかったと思う。 
海外取材に関しては、ポイントだけの紹介にとどまり、盆栽の面

的な広がりを見せることができなかったと感じている。「クローズ

アップ現代」の制作に向けては、イタリアだけでなくフランスも取

材しているので、より多面的に伝えることができるのではないか。 
そのほかのテーマについても、盆栽を知らない一般の方に取っか

かりとして分かりやすく紹介しようという番組のねらいがあったた

め、一点集中的な取り上げ方を心がけていたが、その中でもより面

的な広がりを見せられる工夫ができたかもしれないと思っている。 
この番組で日本の文化のすばらしさを伝えることができたと思っ

ているが、海外の盆栽ブームを紹介したかった理由というのは、海

外の人が日本文化をよく理解していて、それを守ったり育てたりし

てくれていることをメッセージとしたかったからである。わたした

ちも番組を制作する前は盆栽について何も知らなかったが、日本人

よりもむしろ海外の人の方が、日本のことをよく知っているという

ことについて、日本人としてどう考えるべきかということも、この

番組のもう一つのテーマとして伝えられたのではないだろうか。 
 

 

○  この番組は、１１月１８日からアジア太平洋盆栽水石高松大会が開催されることか

ら、盆栽の製作技術や芸術性、鑑賞のポイント、楽しむ演出、同大会のデモンストレ

ーションに参加する匠の取り組みなどを紹介するもので、ゲストの話や専門家の解説

を含め、私のような盆栽初心者には大変分かりやすく、興味深いものだった。この番

組を見て、私も盆栽をやってみようかなと思った。ただ、栗林公園内をメイン会場と

して使うのはよいアイデアだったが、その栗林公園を生かす工夫があまりなかったこ

と、また、魅力的な盆栽や水石の紹介が少なかったことなどの影響なのか、盆栽の魅

力を紹介する番組としてはやや平板で盛り上がりに欠けていたような、何か物足らな

いような感じがした。 

 

○  盆栽の業の事例としての整枝や舎利、盆栽の基本的見方としての「床の間で見る」、

「幹の個性を味わう」、「古色を感じる」、盆栽の基本形である直幹、懸崖、文人木な

ど、盆栽の基本知識の紹介によって、盆栽が身近なものに感じられた。一方、海外の

盆栽ブームを取り上げ、外国人が気付いた盆栽に込められた意味、例えば「自然のミ

ニチュア」とか「木に対する尊敬の念」などという言葉を紹介したことによって、盆

栽の世界や日本人の自然観と趣味についても、理解しやすいものになったと思う。震
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災被害との関係も、盆栽全滅と復興という単純なドラマではなく、一級の職人技術に

対する仲間からの敬意の問題としてとらえられていたのでよかったと思う。ただ、お

もむろに盆栽そのものの説明から入るより、床飾りを含めた盆栽鑑賞の全体を紹介し

てから、盆栽自体の解説に入った方が分かりやすかったのではないか。また、コメン

トをつけるゲストが必要であったのか、人選は適当であったのか、コメントのレベル

はどうだったのか、吟味の必要性を感じた。ＡＳＰＡＣ開幕前の番組ということは、

広報を兼ねた番組だったのであろうが、内容の充実から考えれば、やはり開幕後に会

場の様子などを含めて放送した方が、より迫力ある番組が制作できたのではないかと

思った。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １０月２１日(金)のしこく８「わしら・１等じゃ～城川オリンピック・山里の心意

気～」は、自分が持っている「新日本紀行」のイメージが再現された印象で、今も伝

統のオリンピックを続けるために、過疎化に負けないで頑張っている人々の心意気が

よく映し出されていたと思った。 

 

○  １０月２８日(金)の四国羅針盤「巨大中国市場を取り戻せ～上海・水産物交渉の現

場～」では、東京電力福島第一原子力発電所の事故後、日本からの水産物の風評被害

に苦しんでいる状況で、愛媛県水産物輸出促進共同企業体の担当者が、上海に常駐し

て県独自の放射能検査で対応し、また、上海の回転寿司店に入って、日本国内で行う

のと同じような営業活動を展開している様子を報告していた。自分の持っていた感覚

では、日本市場の求める品質に応えようとしていたのが中国のイメージだったが、今

は逆に中国の市場が求める品質にどう日本の産品が応えていくのかというのが課題

になっているのだと痛感した。中国の成長力は著しいものがあり、その姿はまさに日

本が戦後の高度経済成長期に新しいものを次々に貪欲に求めていたころのイメージ

と重なる。一方で日本はこれから先、世界の中でどのように生き残っていくのか、愛

媛産の水産物という細かい視点でありながらそれを如実に示した番組だった。日本は

それこそ盆栽など、日本人のアイデンティティーに立ち返っていかないと、今の経済

大国の立場が危ういのではないかと不安になる時代を迎えていることを感じさせら

れた。 

 
○  １０月３１日(月)の大人ドリル「なぜ人気？“韓流ブーム”」は、ほんとうにおも

しろかった。韓流ドラマのスターやＫ－ＰＯＰの歌手が日本で受け入れられている背

景に、彼らが日本人の心に入りやすくなるよう、日本語を話すように教育されている
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という韓国の国家戦略があることによく納得することができた。「大人ドリル」のよ

うな、解説委員が出演する番組を好んで見ているが、この番組は夜遅い時間帯で３０

～４０代の視聴者をひきつけるという目的にかなった番組になっていると思う。 

 
○  １１月４日(金)の四国羅針盤「ＩＴ企業 農村へ向かう」では、地上波放送がデジ

タル化したことを受けて徳島県が整備した高速インターネット網を利用した、過疎地

域における新たな事業展開について紹介していた。永松隆太朗アナウンサーが上手に

専門家に質問をしていて、過疎化に対応するためのヒントを与えていたよい番組だっ

た。 

 
○  四国羅針盤「ＩＴ企業 農村へ向かう」でとりあげていたように、徳島はＩＴ産業

の基盤整備に力を入れており、企業誘致をするにあたり、比較的親和性がある地域だ

と思っている。今後は、限界集落がある中山間地域の活性化に向け、地元の人たちが

その人生をかけて取り組んでいる活動もあるので、ぜひ取材してもらいたいと思う。 

 
○  １１月５日(土)の「松本人志 大文化祭」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ後 3:00～6:45、7:00～

11:30）を放送していて、あまりにも長時間だったのでびっくりしたが、果たしてど

れくらいの視聴率になったのだろうか。最近のライフスタイルから考えると、一番見

たい番組はハードディスクなどに録画して、ほかの番組の中で気になる番組を見ると

いう傾向があると思うが、そうした中で、テレビ番組の視聴率がどれだけ重要なのか

と思っている。 

 
○  Ｅテレで放送している「プレキソ英語」は、小学校高学年向けの英語番組だが、１

０分間の番組でまったく日本語が出てこないことに驚いた。１１月１２日(土)に放送

された「どっちが重い？」を見たが、外国に取材に出かけていて、現地の人と英語で

問答するなど、時間と労力をかけていることにも感心した。ものの数分で次々にコー

ナーが変わっていくスピード感もあり、１０分間で比較級についてネイティブの人が

どう話すのかがよくわかる。番組のホームページを見ると、教師用に年間の放送予定

も掲載されていて、子どもを育てるための情熱やアイデアのすばらしさを感じ、ＮＨ

Ｋがこうした番組を通じて、教育に大いに力を注いでいることを実感した。 

 
○  １１月１４日(月)の俳句王国「題 食卓」はおもしろく視聴した。ゲストの富士眞

奈美さんが、俳人の女性と家出について議論をしていたが、そのやりとりに遠慮や予

定調和的な部分が一切なく、とてもおもしろかった。 

 

○  １１月１９日(土)の土曜ドラマスペシャル「蝶々さん～最後の武士の娘～（前編）」
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は、オペラでは見たことがある蝶々さんを、ＮＨＫのドラマではどのように描いてい

るのかと思って見たが、後編のストーリーが楽しみだ。 

 

○  １１月２０日(日)の「大相撲九州場所」では、元大関魁皇の浅香山親方と元大関千

代大海の佐ノ山親方が解説だったが、今場所新大関の琴奨菊関の話題で、自らが新大

関の場所のことを振り返っていた。その時々の土俵の話題にふさわしいゲストを起用

していて、楽しめる中継になっていた。 

 
○  連続テレビ小説「カーネーション」は、大正から昭和にかけての時代の物語で、今

後どのような展開になるのか楽しみである。 

 
○  「ニュースウオッチ９」のエンディングで、「そのニュース、核心はどこだ。」と

いうテロップが流れるが、それを見るたびに、大越健介キャスターが日々のニュース

を、いろいろな角度からもっと鋭く究明してもらいたいという気持ちになる。また、

スポーツコーナーに入る前に、大越キャスター、井上あさひアナウンサーと廣瀬智美

アナウンサーが笑顔で言葉を交わしているのが見えることがあるが、音声をしぼって

いるためその会話は視聴者には聞こえず、いったい何を話しているのかと思い、内輪

の冗談であればぜひやめてもらいたいという気持ちになる。 

 
○  東日本大震災で発生した宮城県名取市を襲う津波のＮＨＫ映像が、先日、日本新聞

協会の新聞協会賞を受賞した。福島放送局の当時入局１年目の職員が撮影したという

ことだが、あれだけ世界に発信された決定的瞬間の映像を新人職員が撮っていたこと

に感動した。 

 
○  東京電力福島第一原発の爆発事故があったとき、残念なことに、原発を撮影できて

いたのはある民放局の定点カメラだけだったということだが、愛媛県にも四国電力伊

方原子力発電所があるので、万が一のときに備えて、報道機関としてカメラの再配置

などの対策を検討してもらいたい。 

 
（ＮＨＫ側） 

ロボットカメラについては、ＮＨＫも福島原発の近くに設置をし

ていたが、３月１１日の地震と津波の影響で停電し、映像が使用で

きなくなってしまったため、ヘリコプターからの映像で代用してき

た。松山放送局でも、もちろん万が一のために伊方町にロボットカ

メラをすえて、伊方原子力発電所を撮影できるようにしている。そ

して今回の事態を受けて、ロボットカメラの電源の強化と映像の確
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実な伝送という、２つの点を課題に取り組んでいる。前者について

は、停電してもバッテリーや自家発電装置で対応するということが

重要になっている。後者については、有線・無線にこだわらず、多

様な方法を考えていくことになる。ただいずれにしても、原発の近

くにロボットカメラがある場合、今回のような原発事故が起きれば、

もし壊れてしまったときに修理に行けないという事態になってしま

うので、一定の距離を置いて撮影できるような場所の確保が、もう

一つの対策として検討されている。 
 

○  愛媛県が取り組んでいる「えひめ愛顔（えがお）の助け合い基金」は、東日本の被

災地の高校生の修学旅行を支援するのが目的で、すでに岩手県の大槌高校などが修学

旅行で愛媛県を訪れ、三島高校などの県内の高校生とも交流をしているということで

ある。今後もこの基金を使ってほかの高校が愛媛県を訪れるので、高校生どうしの交

流を通じてお互いに成長していく様子などを番組にしてもらいたい。 

 

 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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平成２３年１０月ＮＨＫ四国地方放送番組審議会（議事概要） 

 

 １０月のＮＨＫ四国地方放送番組審議会は、１７日（月）、ＮＨＫ松山放送局において、

９名の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、１１月の番組編成、放送番組モニター報告および視聴者意向につい

てそれぞれ説明があった。次に、四国のいいぶん「どうする？四国の交通」を含め、放

送番組一般について活発に意見の交換を行い、会議を終了した。 

 

 

（出席委員） 

 

委 員 長   竹田 美喜（松山市立子規記念博物館館長） 

副委員長   柳澤 康信（国立大学法人愛媛大学学長） 

委  員   新井 裕史（四国電力（株）常務取締役） 

今川 弥生（（株）ヘルシープラネット代表取締役） 

植田  貴世子（（株）クラッシー代表取締役） 

笠木 寛治（高松赤十字病院院長） 

村上 仁士（徳島大学名誉教授） 

森 映一 （ＪＡ松山市代表理事組合長） 

渡部 淳 （（財）土佐山内家宝物資料館館長） 

 

 

 

（主な発言） 

 

＜四国のいいぶん「どうする？四国の交通」 

(９月１６日(金) 総合 後 7:30～8:43 四国ブロック)について＞ 

 

○  四国の公共交通機関の利便性が悪いのは、利用者が少ないから便数が減り、便数が

少ないからわれわれが自家用車に頼らざるを得ないという悪循環からきていると思

っているが、高齢化や過疎が進んでいる四国では、自家用車を利用できない住民たち

にとって死活問題となっている。番組はこうした問題について、非常にわかりやすく

「高速化」、「生活の足」、「将来の街」という３つのテーマを打ち出したうえで、

それぞれの視点を、現地取材も交えて丁寧に紹介していた。この番組は「報道トーク

バラエティー」と銘打っているが、内容は決してバラエティーのような軽さはなく、

３人の専門家がしっかりと主張していてとてもわかりやすかった。また、番組冒頭で、
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輸送機関の分担率における自家用車と公共交通機関の占める割合を示すデータが紹

介され、昭和４１年に９０．７％だった公共交通機関が、およそ４０年間で８．４％

になってしまったというのも、公共交通機関の現状をとらえた問題提起として、その

切迫さをうまく説明していたのではないか。「高速化」という視点では、経済発展に

とって時間距離の短縮がポイントであるということを指摘したのはとてもよい着眼

点だった。「生活の足」という視点では、山口市小郡地区や長野県豊丘村の、それぞ

れ異なる運営形態のコミュニティーバスの例を出しながら、住民でも頑張ればこのよ

うなことができるということを提言しており、とても魅力的だった。視聴者へのアン

ケートにおいて、番組 初に行った「四国の交通に満足しているか」の答えとして８

８％が「不満」と回答し、 後に行った「四国の交通を充実させるべきか」の答えと

して「充実させるべき」が８６％という結果を見ても、四国の交通について提言する

ことをこれからも続けていってもらいたい。 

 

○  番組冒頭で、司会の鴻上尚史さんが「四国の身近な社会問題をやわらかく、かつか

たく考える」というコメントをしていたが、司会者のトーンは終始やわらかい感じで、

トークバラエティーの印象が色濃く残ってしまった。四国に住む者にとっては、交通

は非常に重い問題であり、その割に軽く扱われてしまったのが残念である。全体とし

ては、問題提起と視聴者へのアンケート、そして専門家の主張にゲストの意見といっ

た要素を、うまく３つのテーマにのせて展開していた。導入の部分で紹介された輸送

機関の分担率のデータで、平成２０年の時点で自家用車が９１．６％で公共交通機関

が８．４％であるのに、昭和４１年は自家用車が９．３％で公共交通機関は９０．７％

だったというのにはたいへん驚き、問題提起としてはとても効果的なデータだと思っ

た。このデータを見て、時代の移り変わりをわれわれは意外に抵抗なく受け入れてい

るということや、人間の利便性への志向が強いということを感じたと同時に、気づか

ないうちに公共交通機関の利用率がこれほどまでに低くなってしまっているという

のは、とても興味深いことだった。「高速化」、「生活の足」、「将来の街」という

３つのテーマごとに、ＪＲ四国の松田清宏会長、交通ジャーナリストの鈴木文彦さん、

宇都宮大学大学院の森本章倫准教授がかわるがわる登場したことで、気分を切り替え

ながら興味が途切れることなく見続けることができた。またテーマが変わるごとに愛

媛県立三島高校書道部の生徒が“書道パフォーマンス”をするという演出も、番組に

区切りをつけるという意味で機能していると思った。こうしてさまざまなテーマで、

ここまで交通ということに絞り込んで言及していたのは、番組の切り口としては新鮮

だった。これまでに放送してきた「四国選択会議」や「四国のいいぶん」に比べると、

今回は番組の進行もスムーズで司会のテンポもよかったため、７３分見ていて長く感

じることもなく、進歩を感じている。残念だったのは、片岡鶴太郎さん、島崎和歌子

さん、畠中智子さんの３人のゲストの印象が薄かったことである。その原因は、３人
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のゲストがいずれも自分では車を運転しないということで、われわれ自家用車に頼る

住民と深刻さを共有できたかどうか疑わしいからだと思われる。また、 後のアンケ

ートで「四国の交通を充実させるべきかどうか」と問われたが、それまでに多面的な

議論を積み重ねた後でそれほど単純に決められるべきことではなく、もう少し工夫し

た問いにしてほしかった。 

 

○  ３つのテーマである「高速化」、「生活の足」、「将来の街」というのはそれぞれ

に興味深く、おもしろい番組だと思った。ただし２点ほど気になることがあった。１

つは、ゲストの３名が似たような意見を言っていたり、議論されていることからはず

れたコメントをしていたりで、専門家たちの提案をさらに深めるよりもむしろ茶化す

ような感じになっていたことである。そのような意味では、多様な意見が出るような

ゲストの人選をしたほうがよかったと思う。もう１つは、番組冒頭で公共交通機関の

縮小が高齢化と相まって生活の支障となっているという問題提起があったにもかか

わらず、「鉄道の高速化で地域経済に活性化を」という話題に移ってしまったのは、

唐突な感じがあり、論理のつながりが弱いと思った。冒頭の問題提起じたいは簡潔で

よかったと思うが、高速化というテーマにもつながる交通全体の問題点を列挙してお

いたほうがよかったと感じた。 

 

○  全体として、非常にすぐれたすばらしい番組だった。特に理想のまちづくりという

視点で交通を取り上げた着眼点は評価したい。「高速化」については、予讃線が今治

を避けてより直線的なルートにするだけで、所要時間がわずか４０分短縮、それにひ

きかえ整備費が 1,500 億円も必要になるというのは、考えさせられる数字だった。愛

媛県宇和島市の「自転車タクシー」はエコで魅力的な乗り物だと思うが、事故が多発

している交通量の多い車道ではなかなか難しいという感じがした。自動車の進入を極

端に制限した「歩行者天国」のような環境ではとても効果的だと思う。「コミュニテ

ィーバス」は本来は自治体が運営すべきものだと思ったが、すばらしいアイデアで、

バスの運行コースに病院やスーパーが入っているというのは、とてもよいことである。

また、富山市のＬＲＴが魅力的な交通空間を作り出しているのは、まちづくりとして

も大変すばらしいことであると感心した。 

 

○  ３つのテーマのうち、「生活の足」、「将来の街」については、先進事例と四国で実

現するための課題というのが非常にバランスよく紹介され、多くの視聴者をひきつけ

る内容だった。ただし、「高速化」については２点ほど問題があると思う。「高速化」

についての松田会長による説明には、どこか実現する気はなさそうで、客観的にも無

理があるとわかっていながら話しているという雰囲気が感じられただけでなく、その

実現に向けて一人あたり３．７５万円負担すれば実現するという言葉だけで済まそう
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としていたのが気になった。そして、四国全体の交通を考える「高速化」について議

論した直後に、きわめてローカルな商店街を走る「自転車タクシー」を紹介するのは、

つながりとして大変悪いと思った。一つ一つの話題としては、とりあげてもよい内容

だったが、番組の進行としてはあまりよい流れではないと思う。また、番組 後のア

ンケートのしかたは工夫が足りなかった。「充実させるべきかどうか」と問われても

答える気がしないと感じるはずであり、例えば「ある程度のコストを住民たちで負担

しても充実させるべきか」などの問い方をしてはどうだろうか。 後のアンケートは

番組にとっても大変重要であるから、もっと工夫をしてほしかった。 

 

○  とても興味深く、飽きることなく 後まで見ることができた。ゲストの３人が議論

を茶化しているような印象だったのも、３人の専門家がほかの人の立場と重なること

なく自分なりの主張を展開していたのも、ときどき三島高校書道部の生徒が登場する

のも、番組の中でそれぞれが役割を果たしていてよいと思った。 後まで飽きること

なく見ることができたのは、とにかく交通というテーマが身近で関心が高い問題だっ

たからだと思う。そして、３つのテーマが順番に流れていくように紹介され、途中で

不思議に思って立ち止まることなく見続けられたという点で、構成も洗練されている

と感じた。ただし、この番組が課題としていることは、四国の中でもある程度の人口

がある都市部ではよく当てはまると思うが、山間部の住民にとっておもしろく見るこ

とができたかどうかは疑問である。双方向機能を使ったアンケートについては、四国

の交通に不満があると答えたのが８８％なのに、在来線の高速化が必要だというのが

５３％にとどまるなど、そのギャップにうなずきながら楽しく見ることができたが、

やはり 後の質問は別のものにしてほしかった。専門家のそれぞれの提案を聞いた後

なので、「四国に住むわたしたちは何から始めたらよいか」、「どれを優先して取り

組むべきか」などのような問いの方がよかったと思う。 

 

○  番組では四国の公共交通機関が縮小されてきていることを危惧しているが、松山市

の公共交通機関を見る限り、私鉄の本数はわれわれが若いころから比べると増えてい

ると思うし、循環する路線バスを運行するなどの工夫が見られ、公共交通機関の利便

性の悪さを感じることはない。ＪＲ四国の松田会長が示した短絡トンネルは、整備費

がかなり必要であり、実現は難しいという気がしたし、宇和島市の「自転車タクシー」

も市からかなりの補助がないと増やしていくことはできないのではないか。そう考え

ていくと、「公共交通を充実させるべきかどうか」という番組 後のアンケートに、

住民の負担増という金銭面でのリスクを要素として含めた方が適切だったのではな

いか。 

 

○  このタイプの双方向機能を使った番組が始まったころからすれば、随分雰囲気が落
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ち着いてきており、番組の進行もスムーズになってきていると感じた。また、本四架

橋や他の地域で相次いで開通する新幹線の存在などを考えると、四国の交通がどうあ

るべきかを考えるのは時宜を得た問題だと思う。しかし、番組で取り上げていた「高

速化」の説明が予讃線の改良に偏っていたほか、まちづくりの問題でも、四国全体に

共通する話題はほかにないのだろうかと感じた。おそらく四国の交通を考えるうえで

もっとも切実なのは過疎の問題であろう。ところが番組の冒頭で、運転免許を返上し

た高知県仁淀川町に住む女性の不安が紹介されていたにもかかわらず、きわめて淡泊

にふれていただけでその深刻さが伝わってこなかった。一つ一つの問題はたいへんお

もしろく見たが、それぞれは同じ次元で論じる質のものではないという気がして、番

組 後まで引っかかるものが残った。「四国の交通を充実させるべきか」という 後

のアンケートは、やはり充実したほうがよいと答えるしかなく、その一言で片づけら

れる問題ではないと思う。視聴者参加型の番組は趣向としてはおもしろいが、二者択

一の問いはなかなか難しいので、問題や選択肢の設定をもう少し考えた方がよい。ト

ーク番組としては飽きることなく見ることができたが、実際には交通の問題はかなり

深刻だと思う。各地で利便性を追求した鉄道や道路の開通が、人口の流出や過疎地域

を生む結果になっていて、交通の便利さに派生する問題も多々あると感じており、こ

の番組をきっかけとして、そうした問題点をこのようなトーク形式よりもさらに深め

た形であらためて企画してもらいたい。 

 

○  番組が先へと進むにつれて、われわれが知らなかった情報を次々に教えてもらい、

おもしろかった。自分自身、四国に来た途端に公共交通機関が一時代前に戻ったよう

な感じがしていて、それは競争原理が働かない四国の公共交通機関の悪しき現状、と

いう気さえする。「高速化」、「生活の足」、「将来の街」という３つの項目で非常にわ

かりやすく問題点をあげていたが、「高速化」については、松田会長の話を聴いてい

ていくつもの疑問を覚えた。まずは、単線である予讃線がどのようにして高速化がで

きるのか、ということだ。そして、高速化を実現した北越急行が、その建設に２８年

の歳月と 1,260 億円の金額がかかったというのに、四国で 1,500 億円かけてわずか１

０年で本当にできるのだろうか、ということである。さらに、まだこの計画を発表し

たばかりというＪＲの腰の重さや長期計画性の欠如、その整備費にＪＲ負担分がまっ

たくないという計画に驚き、実現の意志が本当にあるのかどうかという疑わしく感じ

た。残り２つの項目は具体例が紹介されていて、進むべき方向性を示していた。特に、

路面電車の風情と高齢者にやさしいＬＲＴを併存させている富山市の例は、四国でも

参考になると思う。この番組は、四国の交通がどれほど遅れているかということを教

えてくれた意味で、とてもよい企画であり、この問題をいろいろな切り口でまた取り

上げてもらいたい。 
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（ＮＨＫ側） 

番組冒頭で使用した昭和４１年と平成２０年の輸送機関の分担率

を比較するデータは、公共交通機関と自家用車の利用率が逆転する

までおよそ４０年という時間がかかっていることを示しているが、

われわれもこの問題を考えるにあたっては、何かをすぐに始めると

いうよりも、将来像も含めたより長期的な視点をもたなければなら

ないということを念頭に置きながら番組を制作した。 
番組 後に視聴者に行った「四国の交通を充実させるべきか」と

いう質問は、議論を重ねた結果、どのような問いにしていくか、制

作者の間で悩んだ結果の内容である。双方向機能を使用して行うク

イズやアンケートは、そのシステムの都合上、番組の放送中に内容

を変更できる仕組みになっておらず、議論の方向を見ながらその場

で設定することができない。今後は、双方向機能を使用するかどう

かも含めて、こうしたシステムを改善したり、その使い方を見直し

たりという作業をすべきだと考えている。委員のご意見をうかがっ

ていて、「四国のいいぶん」のような、議論を重ねてより質の高い提

案を示すことを目指す番組であれば、 後に選択肢の中から選ばせ

るような演出は必ずしも必要ではないかもしれないと考えた。番組

の 後に視聴者の意見や意思をどう受けるかという点においては、

「双方向機能ありき」ではない構成を考えてもよいと思っている。 
「魅力ある交通空間」の話題の中で、高松市のコンパクトシティ

ーの計画を取り上げたが、すでに実現している富山市のまちづくり

と並列して紹介すべきかどうか悩んだ。結局、四国でもこのような

まちづくりの取り組みをしていることを知らせる意味で取り上げた

が、もっとその計画を具体的に説明したり、実現可能性を探ったり

といった丁寧な紹介のしかたをしてもよかったと思っている。 
ＪＲ四国による、在来線の高速化の計画について、荒唐無稽に思

った視聴者がいただろうということは認識している。ＪＲ四国が「高

速化」のアイデアを提案すること自体がこれまでなかったこともあ

って、利用者に納得できるよう順序立てて説明することが十分でき

なかったことは反省している。また、番組で紹介した予讃線の改良

案は愛媛県だけにとどまっていたが、ＪＲ四国はほかの３県を走る

路線についてここまで大規模な計画を想定していないので、われわ

れとしてもほかの３県について言及できない、という事情があった。

いずれにしても今後、ＪＲ四国がどうやってこれを進めていくのか、

本当にできるのか、ということについて真摯に検証していきたいと
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考えている。 
ゲストがいずれも自動車を運転しない人だったことは、こちらと

しても生放送ではじめてわかったことであり、その結果ゲストの立

場に偏りが出てしまったのは申し訳ないと思っているが、免許を持

っていないからといって、議論を進めるにあたって必ずしも的外れ

な発言をするわけではないとも考えている。ただし、ゲストの印象

が弱くなってしまうとか、議論を深めるという方向に向かなかった

というご意見もあるので、今後の番組設計や構成をするうえで工夫

をしていきたいと思っている。 
番組の導入部分で紹介した、高知県仁淀川町に住む高齢の女性の

現実は非常に切実で、取材するまでのわれわれの想像をはるかに越

える深刻さだった。彼女の生活の現状をもう少ししっかり取り上げ

たほうがよかったと思っており、番組冒頭でかなり強いインパクト

を与えている話題なので、後半でそのことを受ける場面があっても

よかったと反省している。そして、いわゆる「買い物難民」の問題

や命に関わる問題として、いま厳しい状況に置かれている高齢者の

存在は、今後も取材していきたいと思っている。 
この番組は生放送でプレゼンターが提示をしてゲストたちと議論

や主張を重ねることで“化学反応”が起き、よりよいアイデアが出

るのがよいところで、いろいろな立場の人の知恵が集まることでそ

の場でしか生み出されないものが出てくるのを目指す番組だが、今

回、制作者としてもっとも反省していて、今後それを忘れずに工夫

していきたいところは、構成が甘かったせいでそうした議論の重ね

合いがあまりなかったということである。議論以外の時間を割いて

でも、よりよいアイデアを視聴者に提示できるよう、より意識を高

めて次の機会に臨んでいきたいと考えている。 
 

（なお、欠席の委員より、文書で次の意見が寄せられた） 

 

○  過疎高齢化が進み、公共交通機関が衰退している四国の課題を取り上げたタイムリ

ーな企画だった。ゲストも多彩で、三島高校書道部員を配した演出にも工夫が感じら

れた。 先進地域として、四国ではあまり知られていない第三セクター「ほくほく線」

や富山市、山口市の事例が詳しく紹介され、興味深かった。公共交通機関の劣化の要

因として、司会の鴻上尚史さんが指摘した「規制緩和のつけが来ている」との見方も

分かりやすく、小泉純一郎元首相の名前をつぶやいたところはアクセントになってい

た。ゲストの高知市の畠中智子さんの鋭い突っ込みも、四国の住民感情に沿っており、
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好感が持てた。整備新幹線は、四国だけがもともと基本計画すらなく、人口の少ない

島国・四国の悲哀を痛感させるテーマだが、住民に広く認識されているとは言えず、

番組であらためて周知することには意義があったと思う。ただ、ＪＲ四国会長の予讃

線高速化の説明の中で、1,500 億円の工事費を四国の人口 400 万人で割り、１人あた

りの負担額を示した手法は、畠中さんが疑問を呈していたように、愛媛以外の他の３

県民にはあまり関係がなく、説得力に乏しかった。また、「地域交通」の範ちゅうの

観点などからはずしたとも考えられるが、島国・四国の特徴的な交通手段であるフェ

リーや高速船についての言及がなかった点は惜しかった。演出面では、わざとらしさ

を見せることによる盛り上がりを狙ったのだろうが、識者が登場する際のスモークは

余分だったのではないかと感じた。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  東日本大震災関連の特集で、自分が見た中で も興味深かったのは、５月７日(土)

のＮＨＫスペシャル「巨大津波 “いのち”をどう守るのか」である。文章では決し

て伝わらないであろう迫力ある津波の映像が、あたかも筋書きのあるドラマのように

時系列を追って次々と紹介され、優れたドキュメンタリー番組になっていた。岩手県

釜石市で、津波が押し寄せる中で家の屋上につかまって一命を取り留める母と娘の姿

が実際に映像に残っていて、自分がもしこのときここにいたらどうなるだろうか、と

思いながら津波の恐ろしさに驚がくした。 

 

○  ８月２８日(日)のＮＨＫスペシャル「日本人イヌイット 北極圏に生きる」の再放

送（１０月１０日(月)）は、グリーンランドでイヌイットとして生きる大島育雄さん

と、その家族の絆を撮影したすばらしいドキュメンタリーだった。彼らの狩猟は、自

らの食糧のために 小限の動物を殺しているのであり、その姿に残酷さはまったく見

えなかった。孫のイサム君を猟へと連れ出したときの、大島さん親子３代の愛情あふ

れる様子がとても印象的だった。 

 
○  ９月１日(木)のＮＨＫスペシャル「巨大津波が都市を襲う～東海 東南海 南海地

震～」は、高知をはじめ、四国に住むわれわれが見ておいたほうがよい番組だった。

３連動地震が発生し、巨大な津波が来ることを想定したとき、どのような訓練や準備

が必要なのか、とても勉強になった。 

 
○  ９月４日(日)のＥＴＶ特集「おじいちゃんと鉄砲玉」は、ＮＨＫのディレクターの

祖父が亡くなって、その遺骨から鉄砲玉が出てきたことについて、祖父の戦友を訪ね
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てその事情を聞いていくという話だったが、戦後に戦争体験を語れる人と語れない人

がいることを証明した番組だった。勇ましい戦争体験を語る人や、戦争の悲惨さをひ

たすら訴える人がいる中で、「語りたいけど語れない、もう忘れたい」と思いながら

戦後何十年も生きてきたのは大変つらいことだろうと推測する。歴史の一コマとして、

このようなあまり知られていない視点を提示する番組が必要だと思い、とても感動し

た。 

 
○  今年５月に、ユネスコの世界記憶遺産に登録された山本作兵衛の絵画を紹介した、

９月１１日(日)の日曜美術館「よみがえる地底の記憶～世界記憶遺産・山本作兵衛の

炭坑画～」を見て、非常に感動した。山本作兵衛が実際に体験しているからこそ描け

るような炭坑での仕事や生活の様子が、とても生き生きと絵にあらわれていた。 

 
○  ９月２５日(日)のＮＨＫスペシャル「クニ子おばばと不思議の森」は、宮崎県椎葉

村の山奥で焼き畑をしながら生活する女性の営みを伝えていたが、放射線量の検査が

義務づけられた農業の厳しい現状を考えると、番組で紹介されているようなきわめて

原始的な農業のよさをあらためて感じた。食の問題について、真剣に考えなければい

けないことを実感した番組だったと思う。 

 
○  ９月３０日(金)のヒューマンドキュメンタリー「永六輔 戦いの夏」で、年老いた

永六輔さんの姿を見て驚がくした。前立腺がんやパーキンソン病と闘っているという

ことで、以前とくらべると外見がすっかり変わってしまっていたからであるが、一方

で精神力や好奇心の強さは相変わらずで、東日本大震災の被災地に出向いたり、モン

ゴルでパオの生活を体験してみたりと、自由に話すことができなくなってもなお精力

的に活動する様子を見て、見ているこちらも勇気づけられる感じがした。永さんが３

０回続けてきた京都での「宵々山コンサート」に今年で終止符を打ち、若い人たちに

その思いを引き継いでいくというのは、年をとった人間の生き方みたいなものを教え

てくれているような気がして、とてもよい番組だと思った。 

 
○  ９月３０日(金)の新日本風土記「仁淀川」は、四国の豊かで魅力的な自然に囲まれ

た山あいの川とその周辺の風土、そしてそこに暮らす人々の生活を、やさしい視点で

描いていた番組だった。自分も似たような川の近くで生まれて幼少期を過ごしたので、

まるで自分のふるさとを見るかのような気持ちで興味深く、懐かしく見た。ただ一方

で、このような田舎の風土のよさがある反面、過疎高齢化の山村では生活がますます

厳しくなっているだろうとも想像され、示唆に富んだ番組だとも思った。 

 
○  １０月１日(土)のハイビジョン特集「うなぎの気持ちがわかりたい 海洋学者 塚
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本勝巳 ４０年の挑戦」の再放送（１０月２日(日)）は、深海でのウナギの産卵を撮

影しようとする東京大学の塚本勝巳教授に密着していた。若いときの彼を知っていた

ので懐かしく見た。ただ、研究者に密着取材するというのが番組の方針だっただけに、

ウナギについて予備知識のない人が視聴して、そのライフヒストリーなどを理解でき

たかどうかが少々気になった。 

 
○  １０月１日(土)、８日(土)、１５日(土)の「土曜ドラマスペシャル 神様の女房」

（総合 後 9:00～10:13）は、放送前から非常に楽しみにしていたドラマだった。時

代が戦争をはさんで大きくストーリーが展開し、かなりボリュームのある内容だった

が、３週では短すぎて、あっという間に終わってしまい、見ていてもったいない気が

した。 

 
○  １０月１６日(日)のＥＴＶ特集「この世の名残 夜も名残～杉本博司が挑む“曽根

崎心中”オリジナル～」は、アメリカで活動してきた現代美術家の杉本さんが文楽「曽

根崎心中」のオリジナル版を手がける様子を描いていた。研究熱心な杉本さんが見せ

る厳しさや、その厳しさに応える文楽師たちの意地が、非常に革新的な舞台を実現し

ているのを見て、この“杉本文楽”によって日本の芸術が新たな一面を見せたことに

感動した。 

 
○  「江～姫たちの戦国～」は、その時代考証に視聴者から苦情が寄せられているので

はないかと思われる。俳優たちの言葉づかいや表情があまりにも現代的で、大河ドラ

マの重みを欠いてしまっていると感じる。「江～姫たちの戦国～」の脚本・田淵久美

子さんが同じく脚本を手がけた「篤姫」では、そのようなことは感じなかった。 

 
（ＮＨＫ側） 

「江～姫たちの戦国～」は、上野樹里さんを主役に迎えて、歴史

が好きな人以外にも時代劇のすそ野を広げようとした大河ドラマで

あり、担当者は言葉づかいひとつとっても、なるべく抵抗感のない

ように平易にすべく努めている。昨年の大河ドラマ「龍馬伝」は、

歴史上の人物の中でもとりわけアイドル的な存在の坂本龍馬が主人

公だったこともあり、龍馬のことを視聴者がある程度知っていると

いう前提でドラマが作られていた。「江～姫たちの戦国～」は、江の

ことをあまりよく知らない視聴者が多いことを考えて、歴史にあま

り興味のない人にも見やすくなるように意図して制作している。た

だ、その「見やすさ」が、これまでずっと大河ドラマを見ていただ

いた方にとっては、格調のなさや“ご都合主義的な”ストーリーに
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見える部分となっていると思う。放送初期にそうした意見をお寄せ

いただいており、中盤以降、軌道修正は図っている。 
今まで大河ドラマを見ていなかった人の中には、上野樹里さんを

きっかけに見るようになった方もいるが、逆に「龍馬伝」を楽しみ

に見ていた人が、「江～姫たちの戦国～」は見なくなったということ

もある。みなに見てもらう大河ドラマがいちばんだが、そのために

敷居の低いドラマを作れば格調がないように感じる視聴者もいる。

格調高く作れば、どうしても難しく見えてしまう。その“さじ加減”

がうまくいったのが「篤姫」だったと思う。「江～姫たちの戦国～」

は、新しい視聴者層を取り込むのには成功したが、伝統的な大河ド

ラマファンには飽き足らない思いをさせてしまったかもしれない。

ただし、一方で、「江～姫たちの戦国～」のような大河ドラマを何年

かに１回は出していかないと、若い世代がまったく大河ドラマを見

なくなるという懸念がある。平成１６年の「新撰組！」は、伝統的

な大河ドラマファンからは意見も多かったが、このドラマをきっか

けに大河ドラマを見るようになった若者も増えたという。大河ドラ

マは伝統芸能のようなものではなく、歴史好きの人以外の方にも見

てもらいたいと思っており、ドラマを見ることで歴史を好きになる

きっかけとしてもらいたいというねらいは以前からずっと持ち続け

ている。 
 

○  東日本大震災や東京電力福島第一原子力発電所の事故に関連する番組では、被災者

個人から見た、われわれが思いもつかない現実を考えさせるような内容が多く、今後

も継続して伝えていってもらいたい。 

 

（なお、欠席の委員より、文書で次の意見が寄せられた） 

 

○  １０月１日(土)のドキュメンタリーＷＡＶＥ「伊方原発問われる“安全神話”」が

印象に残った。特に、これまであまりマスコミに登場していない四国電力ＯＢの松野

元さんや地元住民の鎌田健一郎さんを取り上げた点が新鮮だった。沈黙しがちな電力

会社ＯＢでありながら、原発の安全性に心を痛め、啓発活動をする松野さんを登場さ

せた制作者に敬意を表したい。 

 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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平成２３年９月ＮＨＫ四国地方放送番組審議会（議事概要） 

 

９月のＮＨＫ四国地方放送番組審議会は、１２日(月)、ＮＨＫ松山放送局において、

１１名の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、１０月の番組編成および業務報告、放送番組モニター報告および視聴

者意向についてそれぞれ説明があった。続いて、「平成２３年度後半期の国内放送番組

の編成」および「平成２４年度の番組改定」についてＮＨＫから説明があり、意見交換

を行った。次に、しこく８「１７音に“自分”を刻む～俳句甲子園２０１１～」につい

て活発に意見の交換を行い、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

 

委 員 長   竹田 美喜（松山市立子規記念博物館館長） 

副委員長   柳澤 康信（国立大学法人愛媛大学学長） 

委  員   新井 裕史（四国電力（株）常務取締役） 

       今川 弥生（（株）ヘルシープラネット代表取締役） 

植田  貴世子（（株）クラッシー代表取締役） 

笠木 寛治（高松赤十字病院院長） 

加藤 令史（愛媛新聞社編集局長） 

早川 賢治（帯屋町筋商店街次世代委員会代表） 

村上 仁士（徳島大学名誉教授） 

森 映一 （ＪＡ松山市代表理事組合長） 

渡部 淳 （（財）土佐山内家宝物資料館館長） 

 

 

（主な発言） 

 

＜「平成２３年度後半期の国内放送番組の編成」および 

「平成２４年度の番組改定」について＞ 

 

○  「映像４波の目標と実績」において、３０～５０代の接触者率が低いのはどういう

ことなのか。「あさイチ」はそうした世代にも見られていると思うが。 

 

（ＮＨＫ側） 

        ３０～５０代の視聴者のうち、とりわけ女性層はＮＨＫの番組よりも、

民放のバラエティー番組やドラマを見る傾向にある。たしかに「あさイ
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チ」は４０代の女性にもよく見られている。中でも「健康」、「美容」、

「食」をテーマにしている時は総じて視聴率が高くなっている。ただし

４０代の女性でも、バブル経済の時代を社会人として経験したかどうか

で価値観や消費に関する考え方が違い、それによって見る番組のしこう

にばらつきが出るようである。また、子どもがいるかいないか、就業し

ているかどうかといった点でも、女性は男性よりもライフスタイルが多

様であり、どのようなタイプの番組ならばこの世代の女性にマッチする

のか、というのが難しい問題となっている。 

      

○  映像４波において３０～４０代の接触者率が低いということだが、自分自身の経験

から考えても、３０～４０代の頃は、仕事が忙しくて在宅時間も短い中で、じっくり

ＮＨＫの番組を見るような余裕はないのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

        以前とくらべて、在宅時間帯にテレビを見ている割合が減っていない

ことを示す調査もあるが、ＮＨＫの番組の視聴にはうまくつながってい

ない。 

 

○  ６０～７０代は家でゆっくりとテレビを視聴できるが、４０～５０代、さらにそれ

より若い世代は仕事や友人関係などでテレビを見る時間が少ないというイメージが

あり、接触者率が低いのはある程度しかたのないことではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

        若い世代の視聴傾向としては、携帯電話でメールをしながらテレビを

見るなどの“ながら視聴”をあげることができるが、そのような人には、

じっくり見ないとその楽しさが味わえないような番組は見てもらいにく

いという実態がある。ＮＨＫで、“ながら視聴”に合うコンテンツを制作

するのはそぐわないのではないか、と思っている。 

 

○  衛星契約を結んでいる学生は少ないという実感があり、ＢＳ２波が、そもそもＢＳ

を視聴する環境にない若い世代をターゲットにしても意味がないと感じる。また、ア

ルバイトをしている学生は帰宅が深夜になるため、テレビを視聴する時間が物理的に

少ないはずで、接触者率が低くなってしまうのもやむを得ないだろう。その分、３０

～４０代の女性をターゲットにするのは重要だと思うが、それがすぐに「ドラマ」を

放送するという方針につながるのは納得がいかない。 
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（ＮＨＫ側） 

        ＮＨＫは民放にくらべてドラマ番組が少ない反面、ドキュメンタリー

系の番組が多いが、女性がドラマを多く見る傾向にあることを勘案し、

総合テレビだけでなくＢＳプレミアムにおいても、ドラマの放送時間の

比重を増やすことを考えている。 

 

○  女性がよく見る番組としては、料理番組があると思うが、若い世代でなくても、民

放のような、タレントや俳優が出る料理番組がよく見られていると思う。ＮＨＫの料

理番組も、視聴者をひきつける工夫をしてもらいたい。 

 

○  ３０～４０代の女性をターゲットにしたドラマを企画する上でのポイントは何か。

また、若い世代の番組への接触者率を上げるきっかけを作るために、どのようなこと

に力を入れているのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

        女性がドラマに求める主要な要素の一つが「恋愛」であり、社会派の

ドラマでもストーリーに恋愛が入っていることが重要だと言われている。

ただし、恋愛は必要十分条件でなく、恋愛が入っていれば必ず見られる

というわけではない。しかし、逆に恋愛の要素がないと女性層には支持

されないという傾向があるようだ。 

        また、番組の認知度を上げるために広報番組には力を入れているが、

ＮＨＫの放送でＰＲをしてもＮＨＫを見ていない人には認知されないと

いう弱点があるので、インターネット上でＰＲ動画を配信したり、新聞

広告や鉄道の車内広告、そして駅構内などの電子広告を利用したりする

といった、さまざまな施策を講じている。いずれにしても、多様なメデ

ィアを使いながら、効果的なプロモーションをしていきたいと考えてい

る。 

 

○  Ｅテレの夜１０時台の番組はおもしろいと思って視聴しているが、それぞれのコン

テンツについて、さらに知りたいという欲求を満たすような、内容をより深めた番組

を展開するべきだと感じている。 

 

（ＮＨＫ側） 

        あるひとつの事柄についてより深く掘り下げた番組は、ＢＳプレミア

ムで現在すでに放送しており、Ｅテレではなかなか編成できない長時間

の特集番組の展開を意識して行っている。 



4 

○  平成２２年度までＢＳ２で放送し、今年度からＥテレで放送している「俳句王国」

は、松山から発信することで、松山という地域を引き上げていく力をもった番組であ

ると感じる。「俳句王国」の放送が長い年月にわたって続いてきたことにより、松山

が正岡子規を生んだ俳句の地であることが日本中に認識され、松山が俳人たちにとっ

ての聖地となった。地方から発信するということが、その地方の個性や特性を高めて

いく力となったのである。その地方だからこそできる番組として、「俳句王国」をＮ

ＨＫが発信し続ける意義は非常に大きいと思っている。 

 
（ＮＨＫ側） 

        地域発の番組のすばらしさは認識している。特に地域発のドラマで良

質なものがたくさん放送されている。例えば平成２１年放送の広島発ド

ラマ「火の魚」は、第５０回モンテカルロ・テレビ祭でゴールドニンフ

賞を受賞したほか、平成２１年度文化庁芸術祭で大賞、２０１０（平成

２２）年度イタリア賞、第３６回放送文化基金賞で優秀賞など、数々の

コンクールで賞を獲得した。同じく広島局が制作した、平成２０年放送

の「帽子」や、名古屋局が制作した、平成２２年放送のＮＨＫスペシャ

ル 終戦特集ドラマ「１５歳の志願兵」など、地域放送局が制作したド

ラマには名作が多く出ている。こうしたドラマの魅力のひとつは、その

地域がロケの舞台となることで大勢の地元の方に喜んでもらえることで

ある。地域発ドラマではないが、来年放送の大河ドラマ「平清盛」の舞

台である広島も大変盛り上がっている。来年度は、地域で制作されたド

ラマの放送を拡充したいと考えている。 

        また、四国に関する番組では、８月２０日(土)に特集番組として放送

された「仁淀川～知られざる青の世界～」（８月２０日(土) 総合 後 5:15

～5:58）も平成２３年度文化庁芸術祭への参加が決まるなど、地方で制

作した番組が脚光を浴びている。 

 

○  「映像４波の目標と実績」を見ると、特にＢＳ１が目標と実績が正反対になってい

るのは深刻なことだと思う。若い世代が、ＢＳ１のスポーツソフトを見ていないとい

うのは意外な気がする。 

 

（ＮＨＫ側） 

        このグラフは視聴率調査が行われた６月６日(月)からの１週間のデー

タであるが、調査が行われた後の７月に女子サッカー日本代表“なでし

こジャパン”が活躍した「ＦＩＦＡ女子ワールドカップ ドイツ２０１

１」などの放送があったので、少し状況が改善しているのではないかと
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思う。 

 

○  若い世代にＢＳ１やＢＳプレミアムを見てもらうために、衛星契約の料金を安くす

るなど、所得が低くても見やすくなるようなことを考えてもらいたい。 

 

○  ＢＳ１が国際情報とスポーツをセットにしているのはなぜか。また、国際情報とい

うことは、グローバルに活動している３０～４０代のビジネスマンをターゲットにし

ているということか。 

 

（ＮＨＫ側） 

        映像４波それぞれの波の役割を明確にするという方針のもと、ＢＳ１

は「国際情報とスポーツ」に特化していて、そのターゲットはまさに３

０～５０代男性である。 

 

○  ＮＨＫには、民放のようにスポンサーがないのが強みであるから、特にＢＳ１など

で、その強みを生かした良質なドキュメンタリーを制作していってもらいたい。 

 

 

 

＜しこく８「１７音に“自分”を刻む～俳句甲子園２０１１～」 

（９月２日(金) 総合 後 8:00～8:43）について＞ 

 

○  「俳句甲子園」というイベントに対して、のんびりと街の中で俳句を詠み合いなが

ら行うイメージをもっていたが、番組を見て、エネルギーあふれる高校生の若さにび

っくりしたと同時に、「甲子園」と名のつく意味合いがよくわかった。この番組では

「俳句甲子園」そのものの説明がなされていなかったが、高校生が議論しあいながら、

俳人としてのものの見方や能力を養ったりするのがこのイベントの本質であると認

識した。ただし、俳句そのものよりもディベートが勝敗に結びついているような気が

して、両者のバランスをとっていくのがとても難しいイベントだと思った。いずれに

しても、「俳句甲子園」の高校生の若さが、やがて「俳句王国」の俳句の世界へとつ

ながっていく流れが感じられて、とてもおもしろい番組だった。このイベントの全体

像についても、別の番組でぜひ紹介してもらいたいと思った。 

 

○  「俳句甲子園」が、俳句の優劣だけでなく、俳句に対する議論や鑑賞の力量といっ

たものが採点されているというのは、とてもおもしろいと思った。番組を制作するに

あたり、出場３６校を丹念に調べて、その中から３校を選び出して取材したというの
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もおもしろかった。仙台白百合学園高校の女子生徒たちが、震災で孫を亡くした女性

から「言葉に表さないと人に伝わらない」と言われたり、先生から「要らないものを

そぎ落として１７音にまとめる」と指導されている様子が印象的だった。県立広島高

校の生徒たちが、これまでの原爆の句では詠まれていないメッセージを見つけようと

努力する姿もよくとらえられていた。番組全体を通して、俳句作りにかける高校生の

ひたむきさが伝わってきて、非常に感銘を受けた。ただ、その高校生の気持ちがよく

わかる反面、この番組では、審査員が句の優劣やディベートの出来をどうとらえて、

勝敗の判定の根拠としているのか、視聴者には伝わらなかったと思う。 

 

○  この番組で取り上げている、若者の透き通った願望、闘志、思いやり、感動、そし

て友情といったものを見るにつけて、現代社会のゆがみは大人が作ってしまっていて、

どうしたらこの高校生たちの純粋さをそのままに育てていけるのだろうかと反省す

ると同時に、心洗われる時間を過ごすことができた。番組構成だけでなく、焦点をし

ぼって高校生一人一人の表情に、一歩踏み込んでとらえた映像が、臨場感と相まって、

その感動をより厚くしてくれていると思った。言霊に触れた瞬間、俳句の観察力や思

考力、そして表現力とともに、究極の自分を見つめさせる俳句の底力を再認識した。

また、詠まれた句をめぐって繰り広げられるディベートも、俳句そのものの完成度が

高まっていくような効果がある気がして見応えがあり、非常に感心した。優勝した東

京・開成高校の俳句は、語彙や表現が豊かで、彼らには「甲子園」にふさわしい集中

力を感じた。松山東高校２年の伊藤聡美さんの、「自分をさらけ出せる自分になりた

い」という思いが、彼女の言葉や映像から伝わってきて、強く心に刻みこまれた。 

 

○  「俳句甲子園」に参加した高校生が句を作る動機や過程、彼らの周囲の人々のやり

とり、そしてディベートと審査員の評価を通じて、番組が高校生のみずみずしい感性

や何かを模索する姿を描くことには成功していたと思う。「あの日」ということばの

あいまいさから負けてしまった仙台白百合学園高校の句に対して、観客が共感して声

をかける場面や、県立広島高校の挑戦を紹介する導入部分として使用された審査員が

称賛する場面、そして伊藤さんのひとつひとつの場面など、それぞれを効果的に撮影

し編集していると感じた。ただし、松山東高校と開成高校との対戦において、それぞ

れが出された句すべてを紹介するというやり方をとったのは、結果として伊藤さんの

「夕立坂 窓に自分が よく映る」という句が勝負がかかる作品になったという感動

的で魅力的な展開を導いたとはいっても、やや散漫な印象を受けた。 

 

○  「俳句甲子園」が高校野球の「甲子園」と同じように、敗れた高校生が悔し涙を流

したり、彼らを評価してくれる人がいて逆にうれし涙になったりといった、若者たち

の熱い姿を見ることができてうれしい気持ちになった。番組は３部構成で仙台、広島、
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松山の高校生を紹介していたが、それぞれに高校生たちがその句を詠んだ経緯を伝え

ていて、彼らを自然と応援しながら見ることができる構成となっていた。俳句という

すばらしい日本の文化を、もっと世界に広めてもらいたいと思わせるくらいのよい番

組だったと思う。 

 

○  「俳句甲子園」のルールの説明がきわめて少なく、視聴者がこのイベントについて

どの程度理解しながら見たのかが疑問である。番組を見ても、たとえば一人の高校生

が何句ほどの俳句を準備して大会に臨んでいたのかなどの背景がわからなかったの

で、赤白の旗で判定され、突然に勝敗が決まるような気がして理不尽さを感じてしま

う。また、多くの高校生が涙を流しているのはわかるが、その涙の理由がよくわから

ず、彼らの感動を共有できなかったと思う。俳句甲子園がどのような大会なのかとい

った情報がもう少しあれば、俳句に向かう高校生の思いを、自分の青春時代と重ね合

わせて共感することができたのではないだろうか。それでも、「夕立坂 窓に自分が 

よく映る」の句を詠んだ伊藤さんが、審査員の俳人から句を作った思いを理解しても

らえたことに感動して泣いている場面や、仙台白百合学園高校の「滝音や あの日の

言葉 蘇（よみがえ）る」という句にこめた「あの日」のメッセージを理解した観客

から「頑張ってください」と声をかけられて生徒たちが涙する場面はよかったと思う。

しかし、敗退が決まった伊藤さんに声をかけていた男子生徒が大泣きしていた理由が

わからず、彼にいったい何があったのか、もう少し説明してほしかった。 

 

○  この番組の質を高めている最大の要素は、生徒の感性のすばらしさだったと思う。

取材されるということ自体が、彼らが句を作るという作業にとって妨げになるかもし

れない中で、また震災や原爆のことについて何かを詠むことが期待されている中で、

生徒たちは自分なりの表現ができていた。仙台白百合学園高校の「滝音や あの日の

言葉 蘇る」の句では、「あの日」が東日本大震災が発生した３月１１日を指すかど

うかを受け取る側の解釈に委ねていたし、県立広島高校の「ヒロシマを 語り継ぐ意

味 かたつむり」という句も、自分の感じる新しいメッセージを伝えようとしていた。

直線的に何かを言うのではなく、自分の心に入れてから表現しているという生徒たち

のレベルの高さがとてもよかったと思う。 

 

○  「甲子園」と名がつくだけあって、高校生の若さと情熱が十分に感じられたいい番

組だった。仙台、広島、松山の高校生たちが俳句で自分の思いを伝えようと努力して

いる姿をリアルにとらえていて、興味深く視聴した。ただし、番組を見た限りでは、

審査員の採点方法がわかりにくく、たとえばどうして松山東高校が負けたのかという

ことが疑問に残った。 
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○  どのチームが勝ち上がるかわからないトーナメント戦の中で、制作者がどの高校を

取材するかということに非常に苦労したことが推測されるが、東日本大震災の被災地

にある高校、被爆地・広島の高校、地元の松山東高校を取り上げていたことはそのバ

ランスが配慮されていたと思う。伊藤さんの心境が変化していく様子は、彼女の表情

をアップで映していくことによってよくとらえられており、１７音で自分の思いを表

現することの難しさを伝えることができていた。また、開成高校との準決勝はじっく

りと時間を割いて見せていて、見ていてハラハラするような構成となっていた。総じ

て、制作者の苦労や工夫がよく伝わってくる番組だった。 

 

○  大会当日の場面を前後にはさみながら、高校生たちを取材した映像を見せていて、

わかりやすい構成だったと思う。高校生たちが１７音の中に自らの思いをこめるため

に格闘する姿を見ながら、ことばのもつ力のすごさや、日本語の奥深さを感じること

ができた。彼らは単にテクニックで俳句を作るのではなく、いまの社会や自分の置か

れている立場などに対して幅広い自己洞察を行いながら俳句を作っていることに感

心した。大会が終わったあとに彼らが涙を流すのは、単に勝敗ではなくて自分のこと

ばへのこだわりからくるものであるということが伝わってきた。内容としては「俳句

甲子園」のルールなど、大会そのものについてもう少し説明を加えてもらいたかった

が、全体的にはたいへん洗練された番組だという印象である。 

 
○  構成がしっかりしていて、最後まで入りこんで見ることができた。生徒たちが真剣

に新しい俳句づくりに取り組んでいる日常の活動を取材しており、彼らがこんなにも

熱心に俳句を研究して吟行し、ことばを発していることがわかるよい番組だった。取

材対象となる３つの高校の選択にあたっては、事前のアンケート調査でかなり綿密に

リサーチをしたのだと思う。３校の高校生は違った形で俳句の核心にあたることばを

述べていたが、その場面を逃さずに撮影しており、松山局の制作者ならではの俳句へ

のセンスのよさを感じた。高校生が俳句の世界へ入り込み、その中で何か新しいもの

を生み出そうとしている熱気を紹介していたことに、感動を覚えた番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

この番組を制作したのは松山に来て５年目のディレクターで、こ

れまでの「俳句甲子園」の番組を見てきて、今年は自分が作りたい

と志願して取り組んだ。彼がこの番組で表現しようとしたのは、俳

句の奥深さと一句一句に懸ける高校生一人一人の思いである。もち

ろん、対戦における勝負のあやだとか、ディベートでの丁々発止の

やりとりや、生徒たちの勝負へのこだわりの強さなど、大会として

おもしろい要素はかなりあるのだが、むしろ番組は一人一人の高校
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生の思いや表情にクローズアップして撮影して制作した。委員の皆

さんからご指摘があったように、勝負の判定の方法や基準がわかり

にくいということも確かなので、来年以降「俳句甲子園」の番組を

制作する際に参考としたい。また、取材対象の仙台白百合学園高校

と県立広島高校、そして松山東高校の生徒たちには、番組制作の意

図を伝えながらもプレッシャーをかけないように、微妙な距離感を

保ちながら取材をさせてもらったと思っている。 
 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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平成２３年７月ＮＨＫ四国地方放送番組審議会（議事概要） 

 

 ７月のＮＨＫ四国地方放送番組審議会は、１１日（月）、ＮＨＫ松山放送局において、

１０名の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、８・９月の番組編成および業務報告、放送番組モニター報告および

視聴者意向についてそれぞれ説明があった。次に、しこく８「四県対抗！ふるさと自慢」

を含め、放送番組一般について活発に意見の交換を行い、会議を終了した。 

 

 

（出席委員） 

 

委 員 長   竹田 美喜（松山市立子規記念博物館館長） 

副委員長   柳澤 康信（国立大学法人愛媛大学学長） 

委  員   今川 弥生（（株）ヘルシープラネット代表取締役） 

植田  貴世子（（株）クラッシー代表取締役） 

笠木 寛治（高松赤十字病院院長） 

加藤 令史（愛媛新聞社編集局長） 

早川 賢治（帯屋町筋商店街次世代委員会代表） 

村上 仁士（徳島大学名誉教授） 

森 映一 （ＪＡ松山市代表理事組合長） 

渡部 淳 （（財）土佐山内家宝物資料館館長） 

 

 

 

（主な発言） 

 

＜しこく８「四県対抗！ふるさと自慢」 

(７月１日(金) 総合 後 7:30～8:43)について＞ 

 

○  ゆったりじっくりと見ることのできるＮＨＫの番組にしては、内容の深まりが足ら

ず、あまり心に残らなかった。そもそも「四県で対抗する」という意味やそのねらい

がわからないうえに、投票で順位を決める基準や目的も明確でなく、何が競われてい

るのかよくわからないままに番組が終わってしまった感じである。番組で「観光地」

として取り上げられていた中で、観光地としての意味が明確で誘客の仕組みが整備さ

れているのは高知県梼原町の事例だけであり、そのほかの事例はいずれも“不思議ス

ポット”ともいうべき珍しい地域というだけで、「観光地」という概念で取り上げる



2 

のにふさわしいのかどうか疑問を感じた。近年「観光振興」という言葉が、地元の人

たちが気づかれてこなかった地域の魅力や失われつつある地域の連帯を再確認する

という自己満足的な意味合いを持つような気がしており、この番組でも観光地として

の前提を整理したうえで事例を選択して取材するという姿勢が望ましいのではない

か。番組の雰囲気はやや騒がしく、参加者がそれぞれの地域のために一生懸命になっ

ているのは理解できるが、豊かな自然、素朴さ、伝統や伝承といったものを売りにし

ていながら、スタジオの雰囲気はそれらとはあまりにかけ離れたイメージで不自然さ

を感じた。ＮＨＫの番組として、この番組が地域との連携や地域活性化への貢献をめ

ざしているのは理解できるが、ＮＨＫだからできることやしなければならないこと、

ＮＨＫならではの物事のとらえ方、そしてＮＨＫらしさを慎重に考えながら番組制作

を進めてもらいたい。 

 

○  とてもにぎやかで元気のある番組だと思ったが、それは「観光地」というよりも「町

おこし」のために地域で活躍をしている人々を紹介するねらいがあったために、まる

で運動会のような雰囲気で「対抗」という形をとりながら、視聴者に楽しんでもらお

うという意図だと理解した。番組に出演していた各地の人々は、カメラが回っている

状況にもかかわらずかしこまった雰囲気はなく、非常に明るくて活発であり、そうし

た人々の元気さを見ることで、それぞれの地域の誇りになるような番組だった。生放

送の途中で進行にもたつくシーンがあったので、そういった間をもたすことのできる

ような人や、テンションが高いスタジオを見続けてきた視聴者が疲れてきたところで、

出演者をちゃかしたりしながらうまくその場のテンションを和らげたりすることの

できる司会進行があってもよいのではないかと思った。この番組には、できるだけ地

元の多くの人をテレビに出演させるという地域放送の姿勢や、地域の活力をありのま

まに見せるための工夫が感じられた。デジタルテレビを使って視聴者と番組がつなが

るという面では、テレビを見ながらリモコンを使って気軽に投票できる演出だったこ

とに加えて、番組のテーマとしても選択するという行動を誘導しやすいものだったと

思う。 

 

○  それぞれの地域に観光客を呼び込む手助けとして、四県を競わせるという意図で制

作されており、とてもおもしろい企画だと思った。各県の人々が一生懸命にふるさと

を自慢し、ふるさとへの愛情をかきたて、地域の活性化を願う様子が見えて、地域に

残って活動を続ける人々の情熱に拍手を送りたいという気持ちになった。香川県土庄

町の「迷路のまち」には一度行ってみたいと思い、また徳島県三好市の「妖怪の村」

や高知県梼原町の「龍馬ガイドがいる町」においては、行政と住民が一体となって活

性化しようという熱気が伝わってきた。ただし、高齢化や過疎化といった四国全体の

課題に向かっていくには、「四県対抗」というより「四県がひとつ」になって共通の



3 

問題解決をめざす姿勢が必要になるはずだが、この番組ではそうした視点に少し欠け

ていたような気がする。一方、司会の筧利夫さんの早口と騒々しさ、誇張した挙動、

料理を食べるときの品のなさ、さらに各県のサポーターがそれにのせられて絶叫する

のにもへきえきした。そして、ディレクターが出演者に強いたのではないかと思われ

るほど、まさに“どんちゃん騒ぎ”のような番組の雰囲気に対して、視聴者はかえっ

てしらけるのではないかと思う。ＮＨＫの番組に「品のよさ」を求める視聴者がいる

ことを考えると、このような雰囲気の番組で長続きするのだろうか。「対抗」という

形をとりながら四国全体を活性化させたいというのが番組の意図であるとすれば、も

う少し違った形で明るく楽しい番組を企画してもらいたいと思う。 

 

○  「ご当地グルメ」をテーマにした５月１３日(金)のしこく８「四県対抗！ふるさと

自慢」に引き続き、愛媛が連勝という結果になったが、勝敗という結果が出る対抗戦

という形式が視聴者をひきつける要素になっていておもしろいと感じた。キッチンで

炊事をしながらでも耳に入ってくるくらいにぎやかで、出演者の力の入りようととも

に、生放送であるがために時間に追われた様子が伝わってくる番組だった。今回は「観

光地」というテーマだったが、龍馬を目玉にした高知県梼原町以外の地域は、観光と

いうよりも地元の人々の取り組みにスポットをあてたというように見えて、「観光

地」というテーマ設定とはかい離があると感じた。司会に筧利夫さんを起用したのは、

意外性があって印象的でおもしろく、またそれぞれの土地の空気を直接伝えることで

臨場感を高めてくれたサポーターの存在についても評価したい。ただし、騒がしくす

る番組の演出はやはり奇をてらい過ぎであり、若い世代の接触者率を高めたいという

意図をくんで見たとしても「ここまでするだろうか」という気持ちになる。 

 

○  番組を見てすぐに感じたのは、なぜこんなに出演者がはしゃいでいるのか、という

ことである。リハーサルで制作者がテンションを上げるように出演者に指示したので

はないかと思うほどだが、彼らの興奮はまったく視聴者には共感できない。視聴者は

そこまで地元が勝ってほしいと応援するわけもなく、とにかく不自然さが募ってしま

った。民放には出演者だけが楽しんでいるような番組が多いが、ＮＨＫは出演者だけ

でなくて視聴者も楽しめるような番組を作っていってもらいたい。サポーターとよば

れる人たちは、いったい何を代表しているのかよくわからないが、どちらかというと

各県出身のお笑いタレントや各局の女子アナなどを起用するほうがよいのではない

か。また、それぞれの観光地は魅力がいっぱいでどこも行ってみたいと思ったが、ど

こが勝つか負けるか、というよりも実際行くにあたっての情報が欲しかった。また、

観光地の中で愛媛県八幡浜市の「ちゃんぽん」だけが食べ物を売りにしており、ほか

の地域とは違う次元で競っていて不公平さを感じた。 
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○  にぎやかで騒々しい番組だったのが残念だった。「四県対抗！ふるさと自慢」はＮ

ＨＫの「四国の底力」キャンペーンの中心となる番組ということだが、一番を競うこ

とがなぜ「底力」になるのか、納得できなかった。愛媛県八幡浜市の「トトロトンネ

ル」や「親子階段」などは、「ちゃんぽん」だけでない魅力のひとつだと感じたほか、

香川県土庄町の高校生である八木慧史さんが小豆島を愛する気持ちも伝わってきた

だけに、騒々しさだけが際立ってそれら観光地のすばらしさをじっくり見ることがで

きなかった。前半で観光スポットを紹介し、後半で「ふるさと大使」が地域を代表し

て登場するという構成はおもしろいし、投票方法の説明がとても丁寧で番組に参加し

やすかったこともよかったが、スタジオがにぎやかすぎるせいで楽しさが半減してし

まったと感じた。また、「阿藤ボーナス」というコーナーで各地のとっておきのおみ

やげが紹介されたが、阿藤快さんがその中でどれかひとつを選ぶというのはあまりに

も難しい選択で、よい方法とは思えなかった。しかもそこで阿藤さんが高知を選んだ

理由に触れることがなく結果だけが発表されて番組が終わってしまったのは残念で、

点数だけに気を取られるとこのようになってしまうのだと思った。 

 

○  番組を見て、それぞれの土地で地元の人々が一生懸命に取り組んでいる様子がよく

わかったが、香川県土庄町の「迷路のまち」のような場所は、もう少し整備しないと

観光地とは言えないのではないか。取材者や制作者が、魅力的だがまだあまり知られ

ていない場所を発見してとりあげてもらうことによって、そこが有名になっていくと

いうのはとてもよいことだと思う。そのような意味でも、四国の活性化という理念の

もとに、番組を制作し続けてもらいたい。そして、スタジオの興奮ぶりと、ＶＴＲで

登場する地域の人たちの素朴な印象とのギャップをいかになくしていくかが、この番

組の課題になるのではないだろうか。 

 

○  視聴者投票で愛媛が最も投票数が多かったが、それは愛媛県がほかの県に比べて人

口が多いからという理由によると思うので、各県の視聴者投票の上限を設定するなど、

公平な条件にすることを考えたほうがよい。また、各県から観光地が１か所ずつとり

あげられたが、７３分という放送時間の長さを考えるならば、それぞれもう１か所く

らい紹介してもよかったのではないか。 

 

○  騒がしい番組ではあったが、５月１３日(金)のしこく８「四県対抗！ふるさと自慢」

に比べれば、特にサポーターとよばれる人々はテンションを抑え気味だったと思う。

夏休みを前にして、個性的な観光地を紹介するというのはタイムリーだったと思うし、

取り上げられた観光地はいずれも県外であまり知られていないところばかりで新鮮

さを感じた。「ふるさと大使」の人選もよく、香川県土庄町の八木慧史さんや徳島県

三好市の山口由紀子さんなど、地域おこしを目指して頑張っている様子は視聴者に訴
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えるものがあったのではないか。今後はにぎやかさが鼻につかない程度に、うまく盛

り上げてもらうことを期待する。 

 
○  筧利夫さんがあれほどテンションが高かったのは、スタジオに何十人という人が集

まっていたため、司会として彼らを引っ張っていかねばならないという気負いの表れ

ではないかと思った。おそらく筧さんなりのやり方で、その場をまとめようとしたの

だろうが、制作者側の工夫によって、彼にもう少し違った司会進行をさせることがで

きるのではないだろうか。また、審査は視聴者からの投票を中心に行われるのに、阿

藤快さんを審査委員長として位置づけている趣旨がよくわからなかった。「四県対

抗！ふるさと自慢」というのは、番組タイトルとしては古くさい印象があるので、横

文字などの少し違う印象のことばを入れてみたりしてはどうだろうか。また「四県対

抗」ということばの響きが、スタジオにたくさんの人がひしめき合ってテンションを

上げ過ぎたあげくに空回りしてしまう雰囲気を作り、視聴者がその熱気についていけ

ないといった状況を生み出しているのかもしれない。番組後半で紹介された「ふるさ

と大使」は、それぞれの土地への愛着を語っていて、彼らがいるからこそ、住民たち

の連帯があるのだと納得できた。そうした人々の存在を、番組前半でも紹介していれ

ばもっと視聴者をひきつけることができると思う。番組のトーンとしても、肩に力が

入りすぎという印象であり、もう少し淡々と進めている方がむしろ見やすいのではな

いかと感じている。 

 

 

（ＮＨＫ側） 

双方向番組として、視聴者が番組を見ながらどれくらい投票に参

加できたのかという点はもういちど見直して反省したい。視聴者が

選びやすいようなプレゼンテーションのしかたを考えるべきだった

が、スタジオが落ち着きなく盛り上がっていってしまい、視聴者が

取り残されていくような気持ちになったかもしれない。投票を通じ

て番組に参加する楽しさを感じてもらうこと、そしてそのために視

聴者に見せなければならないことについてしっかりと考えていかね

ばならないと感じている。それぞれの観光地のすばらしい魅力を受

け止めることなく、スタジオがとにかく先に進めようとしてしまっ

たのは確かであり、今後はもう少し余裕をもった番組の進行を試み

たいと考えている。四国は各県とも個性があってすてきな地域であ

るので、「対抗」という形にこだわりながらもそれぞれのよさを一緒

になって伝える番組に育てていきたい。 
番組のテンションが高くなってしまっているのは、筧利夫さんに
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司会者として独特のキャラクターを作りながら盛り上げようとして

もらっているせいで、どうしてもスタジオ全体がそのようなムード

に流れてしまうのがひとつの原因かもしれない。また、２回行って

いるリハーサルでも本番と同じように点数をつけてみることがあり、

そうした中でおのずと各チームの対抗意識が醸成されることがある。

制作者が番組を盛り上げるために、こと細かに出演者に指示をして

いるわけではないが、リハーサルのしかたや、各県のプレゼンテー

ションにおける時間の使い方についても工夫の余地があると思って

いる。四県がそろってお互いを盛りたてていくという番組の枠組み

については、よりよい方向に生かしていきたい。 
司会の筧さんは、放送までの打ち合わせの時間が決して十分とは

言えず、ひとつひとつの事象を自分自身で受け止めきれないままに

生放送を迎えてしまったのかもしれない。彼が各県の出演者とどの

ようにやりとりをしながら、何を感じたかということが、画面上か

ら伝わってくるような演出をしたかった。準備の段階で、あるいは

生放送中の演出により、筧さんがどうやってほかの出演者の方とコ

ミュニケーションがとれるか、考えていかなければならないと思っ

ている。 
この番組はまだ試行錯誤を繰り返しており、スタジオでのプレゼ

ンテーションのしかたを工夫したり、ＶＴＲにおいては観光地で頑

張る人の思いも表現したりするなど、前回の５月１３日(金)放送から

今回の放送にあたって、ところどころ修正をしながら前進を図って

いる。 
番組のタイトルは、いろいろな候補の中から「四県対抗！ふるさ

と自慢」を採用したが、それがふるさとをありのままにお互いが自

慢しあうというイメージをその言葉どおりに表しているからである。

司会の筧さんには、四国各局のアナウンサーとは違った視点で番組

に参加してもらいたいと思っており、おしなべて各県の取り組みを

盛りたててもらうことを期待して起用している。いずれにしても、

この番組を今後改善しなければならないという使命感をもって取り

組んでいるが、モニター報告などを見ても高い評価をいただいてい

るものもあり、ある程度受け入れられている部分とそうでない部分

をうまく調整しながら、より満足してもらえる番組になるように考

えていきたい。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

○  ６月１日(水)と６月２日(木)に再放送されたドラマ１０「八日目の蝉」は、ＮＨＫ

が誘拐犯を主人公にするドラマを放送していいのかと思って見ていたが、次から次へ

とストーリーが展開するうちに、逃亡する主人公の希和子に共感していくようになっ

た。彼女の逃亡が成功するように、そして薫という子どもとの幸せな日々を大事に生

きるように祈り、仕事人間で家庭を顧みない薫の父親よりも希和子のような人間を応

援したいと思った。また、小豆島を見て薫と過ごした５年間を思い出す希和子が本当

にかわいそうになった。このように主人公に心動かされたこのドラマの展開はすばら

しいものであり、また幸せというものに対する親の価値観が人それぞれで違うと感じ

たおもしろい番組だった。 

 

○  ６月２７日(月)の「額縁をくぐって物語の中へ」では、安藤広重の名画に地震から

の復興というテーマがあったことがわかり、震災発生後のいまの時期にふさわしい内

容だった。 

 
○  ７月２日(土)のＮＨＫスペシャル「果てなき苦闘 巨大津波 医師たちの記録」

（総合 後 9:00～9:50）は、通常の１５倍にあたる 2,700 人もの患者が搬送された宮

城県の石巻赤十字病院を、震災発生３日目からずっと密着して撮影していたが、地域

に物資を届けようと奮闘する石井正医師の姿が印象的だった。番組の最後に「このよ

うな震災が次に起きた時のために、今回何が正しかったか、何がうまくいかなかった

のかを後世に伝えないといけない」という石井医師の言葉に感銘を受けた。このよう

な番組はＮＨＫでなければできないと思うので、今回の震災で起きたいろいろなこと

を映像に残して、次に起こるとされる南海地震の発生に備える際に生かしてもらいた

い。 

 
○  ＮＨＫスペシャル「果てなき苦闘 巨大津波 医師たちの記録」では、震災発生直

後からの小林道生医師の冷静な仕事ぶりに驚いた。震災が起きた後にいかに人命を救

助していくかという対策を考えれば、新しい知識の蓄積やシステムの構築ももちろん

重要だが、こうした困難な状況では、小林医師のようなすばらしい人材がいることが

何よりであり、このような個人に焦点を当てた番組も意義が大きいと感じた。 

 
○  ７月８日(金)の四国羅針盤「長期浸水～南海地震で都市が沈む～」（総合 後 7:30

～7:55 四国ブロック）は南海・東南海・東海の３つの大きな地震の発生が予想され

ている中で、四国の住民に地震への対策を促す内容だった。愛媛県の宇和海沿岸や瀬

戸内側でも地盤沈下が起こると予測する研究成果が提示されており、高知県だけでな
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く、四国全域で防災対策が急がれるということを認識させ、警鐘を鳴らす番組だった

と思う。 

 
○  四国羅針盤「長期浸水～南海地震で都市が沈む～」では、浸水を防ぐための堤防の

強化や、高知市二葉町の長期避難場所の確保に向けた取り組みがとても興味深かった。

山林の多い高知県では、少ない平地の中でどこが安全なのかということを取り上げて

もらえると、住民たちが自主防災組織を作る際にも参考になると思っている。これか

らも大きな地震に向けてどのように準備し、起きたときにどのように避難し、生活し

ていくかということについて、さまざまな視点から取材を進めていってほしい。 

 
○  四国羅針盤「長期浸水～南海地震で都市が沈む～」や、７月１０日(日)のＮＨＫス

ペシャル「東日本大震災 “世界最大”の液状化」など、これまで地震に関する問題

としてあまり触れられてこなかった話題を取り上げていて、いま被災地で起きている

ことが四国に住むわれわれの今後の教訓になっていることがよくわかる。 

 
○  ７月８日(金)のしこく８「清流 仁淀川 奇跡の色彩」（総合 後 8:00～8:43 四

国ブロック）は、自然のすばらしさや美しさを再認識させてくれる番組で、長期間、

仁淀川に密着して撮影し、時間をかけてていねいに制作されていた。澄みきった水と

太陽が作り出す「仁淀ブルー」という色彩や、水中にダイビングしたカワガラスが一

瞬にして銀色に変わる様子など、その美しさに忘れることのできない感動を覚えた。

また、写真家の高橋宣之さんが、力尽きて川に落ちたホタルの放った光の軌跡を写し

た「生命の賛歌」という写真に、命の尊さを感じた。 

 
○  しこく８「清流 仁淀川 奇跡の色彩」は、川の上流から下流までのきれいな映像

を撮影していったというおもしろい番組だった。地元の写真家の高橋宣之さんとＮＨ

Ｋのカメラマンとの専門家どうしの交流もあったのだろうが、撮影の裏話も聞いてみ

たいと思った。 

 
（ＮＨＫ側） 

しこく８「清流 仁淀川 奇跡の色彩」は、今年度高知放送局が

行っている仁淀川をクローズアップした取り組みの一環として制作

した番組であり、冬から取材を続けている。全国放送でも夏の特集

番組として、９月にはＢＳプレミアムの「新日本風土記」でも展開

する予定で、今後は仁淀川をめぐる人々の暮らしも盛り込んで制作

することになる。この番組では、ハイスピードカメラや海外から借

用した貴重な撮影機材なども使用して撮影しているが、写真家の高
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橋宣之さんとのコラボレーションにより、彼のノウハウとＮＨＫの

撮影技術とがかけあわされた結果、今まで見ることのできなかった

映像も撮ることができたので、今後の番組展開にも期待してもらい

たい。 
 

○  ７月９日(土)のＮＨＫスペシャル シリーズ原発危機 第３回「徹底討論 どうす

る原発」（総合 後 7:30～8:45､後 9:00～10:13）は、原発をめぐる問題点が明らかに

された番組だった。それぞれの分野の専門家が討論に参加していたが、立場が異なる

とこうも意見が違うのかということを実感させられた。ＮＨＫらしい非常に公平な番

組であり、まさにこのような番組が今求められているのだという気がする。 

 

○  ７月１０日(日)のＥＴＶ特集「この世の息～歌人夫婦・４０年の相聞歌～」は、家

族や夫婦というものを考えさせられたよい番組だった。 

 
○  ７月１０日(日)に三陸沖でマグニチュード７．３の地震があったときでも、それに

反応して伝えたのはＮＨＫだけであり、今後もこのような報道のあり方に期待してい

る。 

 

○  「ゆうどきネットワーク」で放送されている「被災地からの声」は、被災者からの

生の声を聞くことができ、被災地で起きている問題を非常にわかりやすく示してくれ

ている。仙台放送局の津田喜章アナウンサーが「被災地ではまだ災害が続いているこ

とをわかっていただいて応援をしてもらいたい」という言葉が心に残った。被災者が

元の生活を取り戻せるまで、このようなコーナーを続けてもらいたいと思う。 

 

○  「タイムスクープハンター」は、歴史上の偉人ではなく一般庶民に焦点を当ててい

て、ひとりひとりの人間の生きざまから歴史の一角を見ることにより、その時代を生

きた人の思いがどんなものだったか、自分自身の体験のような感覚として受け止める

ことができる番組である。今回の震災に関する報道においても、行方不明者や死者も

含めた被災者の数だけそれぞれに思いがあるはずなので、個人にスポットを当てたエ

ピソードを紹介することで、私たち視聴者が彼らの思いを実感し、そのことによって

震災の恐ろしさや震災によって受ける痛みを少しでも理解するのに役立つのではな

いかと感じている。 

 

○  「タイムスクープハンター」は、資料や最新の研究に基づいてストーリーを展開し

ていながら、淡々と作られているめずらしい番組である。 
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○  いま大気中にある放射線量がどの程度人体にとって危険なのかどうか、週刊誌など

を見ても意見がばらばらなので、ＮＨＫには何が危険で何が安全なのか、一定の見解

を示してもらいたい。 

 

 
 

 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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平成２３年６月ＮＨＫ四国地方放送番組審議会（議事概要） 

 

 ６月のＮＨＫ四国地方放送番組審議会は、２０日（月）、ＮＨＫ松山放送局において、

８名の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「国内放送番組の種別の基準」と、平成２３年度国内放送番組およ

び四国地方向け地域放送番組の「番組の種別」について説明があった。続いて７月の番

組編成および業務報告、放送番組モニター報告および視聴者意向についてそれぞれ説明

があった。次に、ひるブラ「モネの名画“睡蓮”の世界へワープ！～高知県北川村～」

を含め、放送番組一般について活発に意見の交換を行い、会議を終了した。 

 

 

（出席委員） 

 

委 員 長   竹田 美喜（松山市立子規記念博物館館長） 

副委員長   柳澤 康信（国立大学法人愛媛大学学長） 

委  員   今川 弥生（（株）ヘルシープラネット代表取締役） 

植田  貴世子（（株）クラッシー代表取締役） 

加藤 令史（愛媛新聞社編集局長） 

早川 賢治（帯屋町筋商店街次世代委員会代表） 

村上 仁士（徳島大学名誉教授） 

渡部 淳 （（財）土佐山内家宝物資料館館長） 

 

 

（主な発言） 

 

＜ひるブラ「モネの名画“睡蓮”の世界へワープ！～高知県北川村～」 

(６月１３日(月) 総合 後 0:20～0:43)について＞ 

 

○  オープニングから、額縁を使ってモネの絵を表現する演出は、視聴者の興味をひき

つけるという点で効果的だった。ただ、風にそよぐスカーフを表現しようとしている

のだろうが、なぜゲストの江口ともみさんをうちわであおいでいるのか説明があった

ほうがよかったと思う。小寺康雄アナウンサーが額縁を持つその手が画面に映りこん

でしまっていることをコメンテーターの峰竜太さんが指摘するといった、生放送なら

ではのアドリブの利いたやりとりもよかった。中継場所である高知県北川村を示す地

図を表示している時間がとても短かったが、高知市からの所要時間などの説明があっ

てもよかったと思う。モネの代表作と庭の風景の比較や、モネが日本を愛していたと
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いうエピソード、スイレンの池を整える担当者の苦労など、楽しみながら知識を得る

ことができた。地元写真クラブの人たちの出演のしかたにはわざとらしさを感じてし

まったが、地元の人を登場させるというのも番組のコンセプトであり、しかたがない

面もあろう。制作者の責任ではないが、くもりがちの天候だったのが残念だった。青

空のもとであれば、よりモネの絵の世界に近づいて見えたと思う。 

 

○  庭のつくり方や管理の工夫、写真家をはじめとした庭を訪れる人々、そして食事な

ど、モネの庭のいろいろな面が紹介され、ゆったりと楽しめるところだということが

伝わってきた。額縁を使って風景を見せるというのも大変興味深い演出であり、額を

通して見るだけでこうも違った印象になるのだと感心した。一方で、庭の規模がどの

程度であり、現在中継している場所がどのあたりにあるのかといった位置関係の説明

があると、視聴者が庭の中に入っていったような気になると思う。また、モネの庭が

誕生した事情をもう少し踏み込んで紹介してほしかった。番組の構成には特段意見が

ないが、現地と東京のコメンテーターとを結んで番組を進行させていくというやり方

は必要ないのではないか。現地のアナウンサーとゲストだけで番組を展開していくと、

より落ち着いた雰囲気で、いろいろなものを紹介する時間が確保できると思う。現在

のやり方だと、コメンテーターに向かって紹介する感じになり、その分視聴者に対し

て見せるという印象が薄れている。今回で言えば、高知と東京の人が話しているのを

ただ見せられているようなものであり、もう少し視聴者側に顔を向けてほしいという

気持ちがした。 

 

○  番組で紹介されていたこと以外にも、「モネの庭」自体にはまだまだ見どころがた

くさんあるはずだが、２３分間の生放送ということで、伝えられる情報に限りがある

ことはしかたがないと思う。額縁を通したモネの庭の楽しみ方や、庭の管理の苦労、

モネの庭での食事など、短い時間の生放送で楽しさを伝えるために上手に番組を進行

させているという印象を受けた。ただ、現地の人々を番組に登場させてあえて番組の

進行を妨げてみたり、コメンテーターが制作者の意図しないような発言をしたりする

ことで、生放送のライブ感を視聴者にアピールできるといったこともあると思う。ま

た、「モネの庭」は交通のアクセスが決してよいと言えるところではないことや、番

組を見た視聴者がモネの庭についてもっと知りたくなるということを考えると、今後

はデジタルテレビの機能を使って番組を補完する情報提供をどうやってしていくか、

考えていってもらいたい。 

 

○  風景が非常に美しいと感じたが、何よりもそれは映像の撮影がうまかったからだろ

う。どの風景を切り取っても絵のような映像を映し出した、まさに画家と同じような

鋭い感性を持ったカメラマンに敬意すら覚えた。庭の風景が絵になるように技巧が凝



3 

らされているとは思うが、そこにはまったく軽薄さやいやらしさといったものは感じ

られず、素直な気持ちで見ることができた。地元の写真家がひと月に何回も庭を訪れ

るというのも、庭そのものが人工でありながら常に新鮮であり、美しいことの証左で

あろう。以前にモネの庭を実際に訪れたことがあるが、そのときはそこまで魅力を感

じなかった。ところがこの番組の映像の美しさや、庭師の庭づくりにかける思いなど

を見るにつけて、その当時の印象はくつがえされ、再度訪れてみたいと思うほどだっ

た。そういう点でもやはり、モネの庭に行ってみたいという視聴者のために地理的な

情報をもっと示すべきであった。ただ、２３分という短時間でモネの絵の世界を十分

伝えきれなかったと、制作者自身も感じているのではと同情している。唯一首をかし

げたくなった点は、番組の副題である、名画の世界へ「ワープ」という言葉で、ワー

プではなくもう少しわかりやすい日本語を用いてもらいたかった。 

 

○  地理情報など、中継場所についての情報は何らかの方法で盛り込んでいくことを番

組制作の目的のひとつにしてもらいたい。また、生放送の番組を見ていつも感じるこ

とだが、出演者の振る舞いの中に、失敗せずに時間内に内容をもらさず伝えないとい

けないというプレッシャーがあるようで、その緊張感が見ているこちらにも伝わって

きた。「モネの庭」が生まれたきっかけとしては、「ユズワインを造るのに失敗したか

ら」という事情が紹介されていたが、そのような理由であれば言う必要はなかったの

ではと思った。以前にこの時間帯に放送していた「生中継 ふるさと一番！」よりも

テンポよく楽しめる番組で、スタジオにいるコメンテーターとの掛け合いで進行する

というのは確かに新鮮だが、そのコメンテーターの発言が少し軽妙すぎるような感じ

だった。画面右側に時折出てくる「ひるブラ」というテロップが、ドレスで着飾った

江口ともみさんやスイレンの映像に重なっていて、番組の雰囲気を壊しているような

気がした。アナウンサーと江口さんが忙しく庭を歩き回って絵のような風景を次々と

紹介し、地元写真クラブの人々とその作品を見せ、モネの愛した料理を再現するとい

うように、短時間に情報が満載されていて、番組 後まで集中しながら引き込まれる

ようにして視聴できた２３分間であり、北川村の存在が視聴者の脳裏に焼き付いたと

いう点ではよかったと思う。ただし自分にとっては絵画の世界に浸る充足を感じる暇

がないほどあわただしい番組で、特に高齢の視聴者がスピードについていけるのかど

うか疑問である。番組のあわただしさの一方で、モネの庭の映像とトーンが合ってい

たのが庭師の川上裕さんの落ち着きぶりだったが、彼の話がアナウンサーやゲストた

ちのけたたましい会話でかき消されていたのが残念で、映像を通して庭づくりにかけ

る静かな情熱をもっと感じ取りたかった。また、番組 後に江口さんがモネの庭につ

いて「五感で楽しめる」と総括していたのが非常に印象的で、まさにモネの庭を的確

に表現していたことばだったと思う。 
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○  ユズワインの製造に失敗したことがモネの庭をつくることにつながったという事

情は大変おもしろい話で、以前何も知らないままに「モネの庭」を訪れたことを後悔

した。スイレンの池とそこにあたる光の加減が絵画のような世界を作り出しているこ

とや、そのような庭を管理する苦労もよく納得できた。その点では番組の方向性が終

始一貫していて、昼の生中継の番組にありがちな、落ち着きがなくとにかくたくさん

のことを次々に紹介するというのとは違うと思った。ゲストの江口ともみさんや、汗

をかきながら一生懸命に司会進行している小寺アナウンサーが「モネの庭」の雰囲気

と妙に合っていたほか、峰竜太さんのコメントも的確だった。ただし画面右側に出て

くるテロップは見ていてうっとおしかった。また、額縁で切り取って映している風景

が非常に新鮮で感心しながら見ていると、鳥のさえずりなどの自然の音も聞こえてき

て、北川村の自然を実感することができた。 

 

○  額縁で風景を切り取る演出や構成、モネの庭の狭い道を映していくやり方など、か

なり工夫されていて、レベルの高さを感じた。番組を 初に見た時はアナウンサーと

ゲストとコメンテーターの３者の会話についていけなかったが、録画をもう一度見直

してみると３人いることにある程度必然性を感じられた。ただ、小寺アナウンサーに

ついて気になるところがあった。まず、上半身のシャツと腰につけているマイクがな

んともリハーサルのままの衣装という印象だったことである。また、庭師の川上さん

の登場する場面が終わったときに、彼に対して「川上さんはここまで」ということば

づかいをしたことや、地元の写真家のいくつかの作品を紹介するのに次々とさばくよ

うな言い方で見せていたのは、番組制作上の時間配分をほかの出演者や視聴者に押し

つけるように見えて、アナウンサーとしては不適切な言動だと思った。さらに、本来

であればモネの庭で仕事をしている川上さんや支配人の儘田靖夫さんに説明しても

らうはずなのに、番組の時間配分を守ろうとするせいか、ほとんどすべての場面で、

小寺アナウンサーが自分でおおかたのことを紹介してしまっていた。ほかの番組にも

共通することだが、気になるのは番組を進めるアナウンサーの目線であり、いっしょ

に出演する地元の人たちを万が一にも見くだすことがあってはならないので、彼らを

どう扱うかということに、特に留意してもらいたい。 

 

○  お昼の時間帯らしく、楽しい気分で明るい雰囲気を出そうと制作者がよく努力して

いるのがわかった。小寺アナウンサーと江口さんと峰さんの会話がうまくかみ合って

いたことも、番組を楽しくさせるのに役立ったと思う。これまでの「ひるブラ」では、

画面左下のコメンテーターと現地の２人の会話が成り立っていないものも多かった

が、今回は、峰さんが番組の司会進行に慣れていること、そしてモネのことをよく知

っていて、部外者としてではなく自然に中継に溶け込んでいたのがうまくいった要因

だと思う。そのような意味では、今回の番組に峰さんを起用したのは成功だったと思
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う。額縁を使って名画の場面を切り取って見せる映し方や、江口さんがずっとドレス

を着ていることなどは、モネの世界を前面に出す演出として効果的だった。「モネの

庭」をとりあげた番組をいくつか見たことがあるが、この番組が もおもしろかった。

スイレンの庭をよく手入れして、絵のようにきれいに造っていることにも納得できた

ほか、江口さんのアップのシーンで番組が始まり、江口さんを写真家が撮影している

シーンで番組が終わるといったように、構成もよく練られていたと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

担当したディレクターとしては、中継場所である高知県北川村の

地理やアクセスといった情報は、番組を企画している段階では考え

ていなかったというのが正直なところである。視聴者が番組を見な

がら今まさに「モネの庭」にいるような気分になってもらいたいと

いう思いで番組を制作していたが、番組を見終わった後、視聴者が

モネの庭に行ってみたいという気分になることまでは、思いがいた

らなかった。番組の中で、モネの庭に関するより詳しい情報をもっ

と入れられればよかったと思う。また、山の中にあるモネの庭をふ

かんできるような撮影場所が見つからず、池全体の撮影に終始して

しまった分、番組が「モネの庭」自体をじっくり説明する流れにな

らなかったのは悔やまれる。 
２３分という限られた放送時間でどのように情報を伝えるのか、

といった点での情報提供の基準としては、中継場所がどの県のどの

市町村にあるのかを 低限伝えることである。詳細のアクセスは、

番組のホームページで紹介すると同時に問い合わせを受けることの

できる体制を作っておくということで対応している。場所について

きっちり紹介すると１分弱はかかると思われるが、２３分の番組で

はこの時間は大変大きく、放送で大まかに紹介するのでそれ以上は

別の方法で情報提供させてもらう、ということになっている。 
「ひるブラ」という番組がこれまでと違う大きな点が、東京のス

タジオにもコメンテーターがいるところである。現場にいるアナウ

ンサーとゲストを加えたこの３人がどうやって番組を進めていくの

かがとても難しい問題だった。今回のコメンテーターの峰さんはモ

ネのことを詳しく知っていたため、３人のやりとりが演出とは関係

なく結果としてうまくいったのだと思う。今回は、アナウンサーが

すべての情報を知っている案内役で、江口さんが現場を初めて訪れ

た人、そして峰さんが視聴者の代表という位置づけで番組を企画し

たが、その点はうまくいかなかったかもしれない。また、ＮＨＫの
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番組だからリハーサルをしっかりやっているだろうという視聴者の

予想を逆手に取り、あえてリハーサルや仕込みをしていることが明

らかにわかるように展開しているのがこの番組のポイントだったが、

実際にそのねらいがアナウンサーの少々失礼に感じられた態度に表

れてしまったのではないかと感じた。そういう意味では、番組のコ

ンセプトをしっかりと踏まえてどのように形にしていくのかが非常

に難しかった。 
「生中継 ふるさと一番！」では、現場だけで番組が進行してい

くことで、場合によっては視聴者が置き去りにされる状況が生まれ

てしまうことがあった。一方、「ひるブラ」では画面左下に映るコメ

ンテーターが、視聴者の気分で進行を止めていく役割を担っており、

それによって企画段階では制作者が想定していなかったものを視聴

者に見せることができるという番組のねらいがある。今回は、峰さ

んがモネに興味がある方だっただけに、彼の素直な感想や問いかけ

によって、番組の進行がとてもうまくいったと思われる。ただし、

本来の番組の目的は、コメンテーターの「何も興味がない人」とし

ての目線を中継に反映させていくことであり、そのためコメンテー

ターとして出演する人によっては番組の成否に大きくばらつきが出

る結果になっているのであろう。画面右側にぶらさがるように出て

くるテロップは、「今どこから中継しているのか」「何の話題を放送

しているのか」といったことを常にわかりやすく示しておきたいと

いう思いで出している。 
この番組で小寺アナウンサーは、番組のコンセプトや演出の意図

といったものをよく理解して司会進行していたと思うが、それが結

果としてよかったのか悪かったのか、きちんと反省しなければなら

ない。それぞれの物事の説明もがんばり過ぎたぐらいであり、むし

ろ番組に出演した現地の人々にもう少し話していただけばよかった

と思う。 
２３分間をすべて現場で構成していく中継番組は数少ない。ゲス

トがいるスタジオがあって、その中のパートとして中継があり、そ

こで掛け合いをやるという番組が一般的である。「ひるブラ」のよう

に、現場だけで２３分を構成するというのは非常に難しいことは確

かだが、地域の人々の顔が何人も生放送で出てくるという点でも、

地域放送局が全国に発信する貴重な番組である。このスタイルの番

組は長く続いてきたが、そこになんとか新しい風を吹き込もうとす

る一例が小窓の中にコメンテーターを配置する演出である。まだ始
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まったばかりの取り組みで、今後ブラッシュアップを図っていきた

い。 
また、ＢＳプレミアムの「にっぽん釣りの旅」のように、番組を

放送している間、データ放送で釣りに関する情報を見ることができ

るように、放送では伝えきれない関連情報をデータ放送で提供して

いくというのは、ＮＨＫが取り組んでいる演出のひとつである。 
一回一回収録するたびに少しずつ修正を加えながら、これまでの

ファンの方にも新しくご覧いただく方にも楽しんでもらえる番組に

なるよう取り組んでいる。 
 

 

（なお、欠席の委員より、文書で次の意見が寄せられた） 

 

○  数年前に「モネの庭」に行ったことがあるが、この番組を見て懐かしくなり、もう

一度訪れてみたいと思った。江口さんの衣装も良かったと思うし、地元の写真家たち

の四季を映した作品が新鮮に感じられた。料理を紹介する場面を除いて、より写真を

紹介するのに時間を使ってほしかった。 

 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ５月２７日(金)の四国羅針盤「伊方原発は安全か」は、ＮＨＫ松山放送局の名越章

浩記者が四国電力の幹部に対して、冷静に質問をぶつけていたのが印象的だった。福

島第一原発のような事故を二度と起こしてはならないためにも、名越記者が「想定外

のことを想定しなければならない」と言ったことに対して、原発のある愛媛県の県民

の多くが共感したのではないだろうか。 

 

○  ６月１０日(金)の四国のいいぶん「めざせ！自然エネルギー“先進地”」（総合 後

7:30～8:43 四国ブロック）は太陽光・風力・小水力・バイオマス・潮力といったい

ろいろなエネルギー源を紹介していて、盛りだくさんの内容でかつバランスもよかっ

たと思う。自然エネルギーについて啓発する番組としての機能は十分に果たしていた

のではないか。ただし、番組開始直後と終了前に視聴者に対して行った２回のアンケ

ートがいずれも「四国で自然エネルギーを増やすことができるか」という単純な質問

を繰り返しており、ほとんど意味のないことだと思った。 初と 後で質問のレベル

を変えるなどの工夫があってもよかったし、単に「自然エネルギーを増やすことがで
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きるか」ではなく、「自然エネルギーが化石燃料や原子力に替わるエネルギーになり

得るか」といった問いも考えられるのではないだろうか。 

 
○  ６月１１日(土)のハイビジョン特集「情熱のタクト～指揮者・佐渡裕 ベルリンフ

ィルへの挑戦～」は、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の団員たちが再び佐渡裕

さんを指揮者に招いてくれるかどうかという期待感を持ちながら視聴した。ベルリン

フィルの演奏が３か月後に迫りながら、それまでに７回ものタクトを振るというハー

ドスケジュールであることに驚いたが、それが佐渡さんなりの自分自身の鍛え方だと

いうことが番組を見ていくうちにわかってきた。また、佐渡さんの妻が早くもベルリ

ンフィルから近いところに部屋を借りてしまうことで、夫の仕事を後押ししようとす

る姿に感心した。ベルリンフィルでの演奏の当日、佐渡さんはそれまでとまったく違

う表情をしていたが、その表情どおりリハーサルのときとはまるで違うものすごい演

奏になり、彼の勝負強さに感銘を受けた。またいつかベルリンフィルに招待されるの

ではと、非常にうれしい気持ちで番組を見た。指揮台に立つ佐渡さんと演奏家たちの

やりとりを見ていると、人の心を動かすには、遠慮することなくその人に自分の気持

ちをぶつけていくことが必要だということを学んだような気がしている。 

 
○  ６月１２日(日)のＮＨＫアーカイブス「シリーズわたしが選ぶあの番組（３）近藤

正臣さん」では、清流・長良川を記録した生きもの地球紀行「清流 長良川～サツキ

マスは海から山へとさかのぼる」と「清流 長良川～澄みきった水底に新しい命が躍

る～」がとりあげられていた。アユ・アマゴ・サツキマス・アユカケといったたくさ

んの魚が泳ぐ水中映像がたいへん美しかった。さらにサツキマスがふ化して海で成長

し、また川に戻ってきて産卵して死んでいくまでの生態が非常にていねいに撮影され

ており、この魚の生のサイクルがどこかで遮断されたときに生態系が破壊されること

が、映像を見るだけでとてもよくわかる番組だった。語らずに映像で見せることで何

かを訴えることがその番組の魅力を大いに高めるのだと、あらためて映像のもつ力の

大きさに感動した。また、そのあとで放送されたにっぽん釣りの旅「雪の中アマゴを

求めて」を見て、幼い時に魚がたくさん泳ぐ京都の川で遊んでいた近藤正臣さんが、

生態系が失われていくことに対してどのような気持ちになったかを、また違った観点

で知ることができた。 

 
○  ６月１９日(日)のＥＴＶ特集・選「深く掘れ 己の胸中の泉 沖縄学のまなざし」

は、文化や教育を語る際にその豊かさや明るさにクローズアップする番組が多い中で、

むしろ深刻な問題をとりあげていた。沖縄の基地問題を考えるとき、基地そのものだ

けをとらえるのではなく、基地がつくられるに至る歴史や、わたしたち自身と沖縄と

の関係をより広く、より深く知るべきであると感じた番組で、たいへん感銘を受けた。
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基地問題は日米関係の問題ではなく、わたしたちである「やまと」と琉球の人を指す

「うちなんちゅ」との深刻な問題であることをあらためて思い知らされた。このよう

な、物事の背景まで深く突っ込んだ視野の広い番組を今後も作っていってもらいたい。 

 
○  ドラマ１０「下流の宴」は、林真理子さんの話題作をドラマ化していておもしろい

ものになると予想して見ていたが、黒木瞳さんが演じる母親の姿など、まさに今を映

し出しているドラマである。物欲や夢のない若者と、そのまわりで気をもむ大人たち

の心情を非常に上手にとらえていて、その的確な時代描写に感心させられている。 

 
○  「仕事ハッケン伝」は、芸能人による実際の就業体験を見せるドキュメンタリーだ

が、現実にその仕事をしている人の働きぶりを見るよりも、芸能人が経験しているの

を見るほうが自分の体験に置き換えやすく、視聴者自身の疑似体験にもなる番組だと

思った。彼らが真剣に仕事に取り組んでいる様子がエンターテインメントであると同

時に、 前線の企業の実態を見せてくれるおもしろい番組である。若い人たちにとっ

ても、普段はテレビの画面で見ているアイドルや芸人、プロボクサーたちの、仕事に

対する真剣な姿勢を見ることで、仕事そのものに対する考え方が変わってくるのでは

ないかと思わせる番組である。 

 
○  「タイムスクープハンター」では、要潤さんが“時空ジャーナリスト”として、“タ

イムナビゲーター”という女性の調査員と情報交換しながら取材する役を奇妙にも真

剣に演じきっていて、一見子どもじみてはいるがよくできた楽しい設定だと感じてい

る。題材はこれまでの教科書や歴史番組ではとりあげられてないであろう、その存在

自体を意識していなかったものを扱うことで、私たちに時代の断片を伝えてくれてい

ておもしろいと思う。 

 
○  「タイムスクープハンター」を見ていると、英雄を通して語られる歴史ではなく、

庶民や日常から歴史を感じられる時代になったのだと実感する。しかも、この番組は

毎回現存する資料をもとに制作されているので、たいへん説得力がある。 

 
○  「グラン・ジュテ～私が跳んだ日」は、今社会で活躍している女性にスポットを当

てて、その人が壁を乗り越えて飛躍する過程をたどるという、おもしろい番組である。

また、その前に放送している「きれいの魔法」はたとえば化粧のやり方など、民放の

番組でたまに見るような企画を毎週放送していて、子ども向けの番組や難解な教養番

組のイメージがある教育テレビにも、このような番組があるのだと思い、毎週木曜の

夜１０時台が楽しみになっている。 
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（ＮＨＫ側） 

教育テレビでは女性向けの趣味・実用番組として、かつては「婦

人百科」、近年では「おしゃれ工房」というタイトルで統一して放

送していた。現在は健康や美容といった、さらに細かいジャンルご

とに番組名を分けて放送しており、「きれいの魔法」もそのひとつ

である。 
 

○  東日本大震災に関する 近の報道では、ＮＨＫと民放でその姿勢に大きな違いが出

てきていると感じる。民放は地震や東京電力福島第一原発に関する報道の量自体が減

ってきている中で、ＮＨＫは依然としていろんな視点からこだわりをもってニュース

や番組を放送し続けていると感じる。 

 

 

 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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平成２３年５月ＮＨＫ四国地方放送番組審議会（議事概要） 

 

 ５月のＮＨＫ四国地方放送番組審議会は、１６日（月）、ＮＨＫ松山放送局において、

９名の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、６月の番組編成および業務報告、放送番組モニター報告および視聴

者意向についてそれぞれ説明があった。次に、俳句王国「題 家族（かぞく）」を含め、

放送番組一般について活発に意見の交換を行い、会議を終了した。 

 

 

（出席委員） 

 

委 員 長   竹田 美喜（松山市立子規記念博物館館長） 

副委員長   柳澤 康信（国立大学法人愛媛大学学長） 

委  員   今川 弥生（（株）ヘルシープラネット代表取締役） 

植田  貴世子（（株）クラッシー代表取締役） 

笠木 寛治（高松赤十字病院院長） 

加藤 令史（愛媛新聞社編集局長） 

早川 賢治（帯屋町筋商店街次世代委員会代表） 

森 映一 （ＪＡ松山市代表理事組合長） 

渡部 淳 （（財）土佐山内家宝物資料館館長） 

 

 

（主な発言） 

 

＜俳句王国「題 家族（かぞく）」 

(４月２５日(月) 教育 後 9:30～9:55)について＞ 

 

○  俳句にはあまり興味がなかったが、この番組を見て俳句についてあらためて見直し

てみようと思った。季語ではなく、「家族」などのいろいろなテーマを設定する句会

のやり方に新鮮さを感じた。若い世代が俳句に興味を持つようになるという点では非

常によいと思った。また、番組最後に紹介された、小学生が詠んだ俳句には感心し、

衛星第２で放送していたころの「俳句王国」よりも、この番組のほうが「今後も見て

みたい」という気持ちになった。この番組を通じて、松山を発信していってもらいた

い。 

 

○  これまで衛星第２で長い間放送していただけに、落ち着きのある構成になっており、
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季語などの、俳句に関する専門知識がなくても理解できる内容になっていた。「珠（た

ま）ことば」は日本語の味わい深さを肩ひじ張らずに学べるコーナーだった。ゲスト

の石田衣良さんが、小説家らしく作者の深層心理に踏み込んだ句の分析をしていて非

常に興味深くて、番組全体のアクセントにもなっていた。句会の参加者も、知識をひ

けらかすような態度がなくてよかった。番組のターゲットとして若い世代を強く意識

するのであれば、もっと若い人を参加させてもよいのではないかと思った。さらに、

番組のタイトルバックのイラストがとてもセンスがよく、松山の道後温泉や路面電車

が描かれていて、地元の人間として好感を持った。ただし、「小さな子規さん見ぃ～

つけた！」で登場する小学生は愛媛の子どもたちばかりだったので、ほかの地域の小

学生も紹介しなくてよいのだろうかと思った。 

 

○  これまでの「俳句王国」が季語を中心とした番組の構成だったのに対し、テーマを

設定して、人の思いや生活感に基づいて句会を進めていくのは、俳句を身近に感じさ

せるという点でとても意義のあることだと感じた。今回は、主宰の鍵和田秞子さんが

持つゆったりとした雰囲気により、穏やかな句会でおもしろく見ることができた。

「珠ことば」はもう少し時間をかけて、俳句にとって重要な意味を持つことばの来歴

や使われ方をもう少し深めて解説するなどの方法もあるのではないかと感じた。また、

主宰が推薦した「大揺れの地に黄水仙ぞくぞくと」という俳句に、人間の苦境を救う

手段としてのことばの持つ力を感じた。 

これだけの内容がある番組ということを考えると、やはり２５分という放送時間は

かなり短い。５３分間で放送していたかつての「俳句王国」と同じくらいの時間があ

ったほうが定着するのではないかと思った。 

また、「俳句王国」の視聴者はことばに敏感な人が多いと思うので、「よろしくお

願いしまーす」と言うように、アナウンサーが語尾を延ばすような言い方をしている

ことは気になった。 

 

○  教育テレビに移設された新年度から、番組のセットがとてもきれいになった。句会

の様子は変わらず、俳句の楽しさを伝えていたと思う。「珠ことば」や「小さな子規

さん見ぃ～つけた！」のコーナーのおかげで、俳句に興味のない人にとっても非常に

まとまっている感じの番組に見えるが、衛星第２で放送していたころの「俳句王国」

の、松山の雰囲気を漂わすのんびりとした印象がなくなり、あわただしく句会をやっ

ているように映った。衛星第２の「俳句王国」をこれまで見ていた人や、俳句に対し

て思い入れの強い人を、短くなった放送時間でどのように満足させていくか、そして

同時にそれ以外の人たちにもいかに俳句の楽しさを伝えていくか、非常に苦労しなが

ら番組を制作していることがうかがえた。 
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○  季語に限定せず、「家族」というテーマで自由に俳句を詠んでいたことで、発想の

縛りが解かれて目の前が広がるかのように、俳句が自分の世界に入り込んできた感じ

を受けた。主宰の鍵和田秞子さんの物腰のやわらかな話しぶりにより、詠まれた句の

世界が身近なものに感じられた。一方で、司会の塚原愛アナウンサーは肩に力が入り

過ぎている気がしたが、それでも俳句の作者の生活感を、彼らとの問いかけによりう

まく引き出していて、テンポのある充実した２５分間を楽しめた。ただし、盛り上げ

ようとするあまり、そのことばづかいがカジュアルになりすぎることはないだろうか、

という危惧は覚えた。「珠ことば」は、もう少しことばの目的や意味をゆっくり解説

してほしかったという気はするものの、ことばにスポットをあてた番組ならではのコ

ーナーだと思った。「鍵和田秞子の５選」で視聴者からの俳句が披露されたのはよか

ったが、それ以外にどのくらいの句が寄せられたのかなどを説明すると、より「選ば

れた」ことが際立つのではないかと思う。「小さな子規さん見ぃ～つけた！」で子ど

もたちが登場したのを見て、最後に心温まる演出がされていると実感したと同時に、

衛星第２で長く続いた番組だけに洗練された構成になっていることに感心した。「俳

句王国」が教育テレビに移設され、以前の番組との違いが鮮明にわかり、これまでと

は違った世代の人々もターゲットにした新たな取り組みに挑戦していることに期待

している。しかし、衛星第２で放送していたころのゆったりとした番組進行で、ひと

つのことばやその並びに深く切り込んでいく俳句のとらえ方は、日常の忙しさの中で

「オアシス」のような時間だったとも、今になって感じている。今後「テーマ句会」

という形で続けるのであれば、出された句をもとに、ことばの使い方について主宰が

さらに解説を加えるといったこともしていけば、これまでの「俳句王国」のファンの

満足も得られ、初心者も学ぶところが多いのではないかと思った。 

 

○  季語を題とするのではない「テーマ句会」には親近感を覚えるので、今後もずっと

続けてもらいたい。最初に６つの句が立て続けに紹介されたが、五七五の十七文字を

十分にかみしめてその光景を想像することができなかった。「それぞれに家族を思ふ

桜かな」という句については、主宰の鍵和田秞子さんでも、東日本大震災の被災者の

家族を詠んだ句だということがすぐにはわからなかったということだが、自分にとっ

てもそれぞれの俳句をかみしめて解釈する時間がなかった。「鍵和田秞子の５選」で

は、特選になった句以外の４句、そして「小さな子規さん見ぃ～つけた！」で紹介さ

れた４句はともに解説がなかったが、せっかく番組で披露するのであれば、主宰の解

説はあってもよかったのではないかと思った。 

 

○  教育テレビに移設されたということで、番組を視聴するにあたって３点ほど気にな

っていたことがある。まずは、番組が２５分に短縮されてどのような変化が出たのか

ということ。２つ目は、放送時間帯が夜になり、番組を新しく見ることになった視聴



4 

者のためにどのようなことをしているのか。そして３点目は、季語という兼題がない

「テーマ句会」だと、投句するのが難しくなるのか、簡単になるのかということであ

る。いざ視聴して見ると、２５分間があっという間に終わってしまった感じで、内容

が盛りだくさんで楽しかったが、衛星第２で放送していたころの「俳句王国」のじっ

くりとした番組の進め方は当然ながらなくなってしまっていた。 

句会も時間が短くなって参加者の数も減っていたが、塚原アナウンサーが最初に参

加者を端的に紹介したため、後でそれぞれが作った俳句が取り上げられたとき、番組

を見ながらその人ならではの句であるということがよくわかり、まるでその場に参加

しているような気分を味わうことができた。塚原アナウンサーは「俳句王国」の司会

を担当して２年目になるが、その司会ぶりが１年前よりもかなりよくなっていると思

った。 

以前は「兼題」があって、句をとりあげる中で季語の説明をしていたため、季語の

勉強をすることができたが、教育テレビに移設された後、そのかわりに「珠ことば」

ということばを学ぶ機会を作ってくれたのはよかったと思う。番組の放送時間帯が変

わったことで、新たな視聴者層が獲得できることを望んでいる。 

 

○  衛星第２で放送していたときとくらべて、やはり「あわただしい」という印象を受

けた。参加者の発言部分について編集でかなりの部分を落としているのではないかと

推測するが、句会の参加者の人柄などを、そのことばからおのずと知るようなことも

できなくなっていて、番組全体のゆったりとした感じがなくなっていると思った。句

会に出された６句の中に、今回のテーマである「家族」ということばが使用されてい

るものがあったが、「家族」は句を詠むときにあまり使わないことばであり、いずれ

の句もその説明を聞くまでは意味するところがわからなかった。これは、以前の「季

語句会」と「テーマ句会」の題の出され方が徹底していなかったために、参加者が「家

族」を「テーマ」ではなく「兼題」としてとらえてしまった結果、「家族」というこ

とばを俳句に実際に使ってしまったからではないかと推測される。もしそうだとする

と、番組としては伝統があって完成度も高いとは思うが、制作意図に少し心配が残る

と思う。 

 

○  これまで、「俳句王国」を衛星第２で松山から発信しつづけたことの功績は大きい。

番組で主宰となった方と話をすると、正岡子規が生まれたこの松山で俳句の番組の主

宰となることに対して大きな緊張感や喜びを持っているようである。子規のふるさと

である松山が、今や松尾芭蕉の伊賀上野と並んで俳句の聖地と言われるようになって

きたのは、毎週「俳句王国」を松山から発信してきた年月の積み重ねによるものだと

思っている。地方から放送を発信する力の大きさを、この長寿番組が証明していると

感じた。 
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教育テレビに移設されて、番組がまた新しい形で全国で見られるのはとてもうれし

いことである。タイトルバックのイラストにもさりげなく松山のイメージを流してい

ることや番組最後に子どもたちの俳句を紹介していることで、松山からの放送である

ことや子どもたちに俳句を広めていこうとすることが短い時間のうちに知ることが

でき、さすが長年の経験によるものだと思った。番組の放送時間が短くなり、句会の

時間が実質１５分となったのと、「テーマ句会」となったのは関連しているのではな

いか。従来の「季語句会」では話題が拡散しがちになり、１５分では成立しないから

である。司会の塚原アナウンサーもリラックスした雰囲気で、楽しい句会であること

を感じてもらおうと努力していることがうかがえた。 

 

（ＮＨＫ側） 

今年度より、これまでの衛星第２での５３分の放送から、教育テ

レビでの２５分間の放送枠に移設されることになったことを機に、

現状維持ではなく新しいものを生み出すチャレンジをしていこうと

思った。「きょうの料理」に続く月曜午後９時３０分からの放送とい

うことで、３０代～５０代の女性の新しい視聴者層を取り込んでい

こうと試行錯誤を重ねている。これまで放送してきた句会の持ち味

を最大限生かし、かつそのおもしろさを新しい視聴者にも感じても

らうために「テーマ句会」ということにチャレンジしたが、主宰の

方も楽しんでくれていて、より生活感に寄り添った合評ができ会話

も弾んでいると感じている。「季語句会」で詠まれる俳句は、“作品”

という発想で作られるのに対して、「テーマ句会」では自分たちの身

近な生活実感から自由に季語も選んでいくことで、よりその人の暮

らしぶりや個性が句に表れてくるのではないかと思う。今後はこの

「テーマ句会」を主に取り組んでいきたいと考えている。 
「珠ことば」は、番組を見たときに毎回ひとつ「いいことばを覚

えたな」という気持ちになってもらうために、主宰の方に、ことば

とそれにまつわる意味やニュアンス、そしてそのことばを使った俳

句を紹介するコーナーである。当初は視聴者から「このコーナーよ

りも句会にもっと時間をかけてほしい」といった意見もあったが、

しだいに「珠ことばを見て、ひとつことばを覚えて得をした」とい

った感想もいただくようになった。 
これまでの５３分の「俳句王国」では、番組開始から７～８分か

けて出演者の紹介をしていたが、番組の最初に話を聞くのは主宰と

ゲストの方だけとし、俳句をひと通り紹介した後で司会の塚原アナ

ウンサーが参加者についてコメントするといったやり方にした。参
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加者にはそれぞれ２回分の放送に出演していただいているので、そ

の２回で異なる紹介をしながら、どの句を作ったかわからないよう

にコメントするというのはなかなか難しく、エネルギーをかけてい

るところである。以前の番組とくらべてあわただしさはぬぐえない

と思うが、参加者たちの笑いも引き出しながら、短い時間でできる

だけその人の人柄が伝わるような紹介のしかたを工夫している。 
番組が「松山発」であることを印象づけるシーンを確保するため、

タイトルバックで松山らしさを演出し、「小さな子規さん見ぃ～つ

けた！」で愛媛県の小学生を登場させている。ただし、今後年に４

回実施する各地での公開録画の際には、その地域の子どもたちの俳

句も番組の中で盛り込んで紹介していこうと考えている。 
一回一回収録するたびに少しずつ修正を加えながら、これまでの

ファンの方にも新しくご覧いただく方にも楽しんでもらえる番組に

なるよう取り組んでいる。 
 

 

（なお、欠席の委員より、文書で次の意見が寄せられた） 

 

○  「歌詠む人」は感受性豊かな心優しい人であると思っている。四季折々に無限に変

化する自然のなかで、自分も含め世の人々の心の変化や感動を「短いことば」で表現

する。日ごろは森羅万象に心に留める余裕のない散文的な生活をしている者として、

「歌詠む人」に尊敬の念と同時に一種の憧れを抱いている。 

本番組も、長く続いている人気番組であり、公共放送として長く続くこと自体、国

民の多くの人が支持していることの証と思う。 

無駄な言葉をそぎ落とし、たった十七文字という短いことばで無限とも言える情景

の一角を切り取る難しさ。その一角だけで、逆に無限に広がる情景も想像できるよう

にさせる作者の技術もいるのであろう。さらに、その作品の出来ばえを評価できる人

の感性にも驚かされる。天賦の才能の持ち主か長年の努力の結果か、多分、その両方

と思われる。 

今回の題「家族」は、東日本大震災で大きな被害を受けた地域を思い浮かべ、あら

ためて今こそ大切な「家族」を主題としたという主宰の意図に感心した。主宰も含め

６人が自分の句以外で気に入った句を２句選び、高得点の句から相互に選考理由を述

べ、その後、作者を明かす手法で、作者の意図も述べられる。他人の句から「句の意

図やどのような情景がイメージされたか」が語られる。作者の意図が正しく伝わるか

どうか、「的確な日本語」を使うことの重要さを再認識させられた思いがする。とは

いえ、俳句は必ずしも、そうした理屈で作られるわけではなく、もっと素直に人それ
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ぞれが多様な情景を思い浮かべるだけでもよいのかもしれない。 

このたびは、主宰が「家族」という題を選ばれた根拠を示されたためか、震災を思

い浮かべつつ、６人の句が示された時点で「それぞれに家族をおもふ桜かな」を自分

なりに選んだものの、出演者６人の票は入らなかった。 

今週の「珠ことば」というコーナーで、日本語の美しさを表わすことばの紹介があ

り、今回は「春暁」が紹介されていたが、これは素晴らしいコラムである。日々に使

われなくなりつつある「珠玉のことば」を歌人がさらに今後とも紹介してほしいと思

った。 

東日本大震災の現場を実際に調査した後であったためか、主宰５選の特選句「大揺

れの地に黄水仙ぞくぞくと」は、廃虚と化した集落の片隅にも、たくましく植物は芽

生え、被災地の住民に力と勇気を与えるようないい俳句が選ばれていると素直に感じ

た。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ５月１３日(金)のしこく８「四県対抗！ふるさと自慢」（総合 後 7:30～8:43 四

国ブロック）は以前からどのような番組なのか注目していたが、スタジオの色の使い

方は見るに堪えず、またリポーターのテンションが違和感を覚えるほど高すぎて、司

会の２人のアナウンサーがついていけないという表情を見せているくらいで、ご当地

グルメの紹介をするのになぜあのようなやり方をしたのかが理解できなかった。食べ

ものをほお張った人にそのまま発言をさせるというのも、自分の感覚とは相いれず、

日本にこのような文化があるのかとさえ思う。番組に出ている人たちだけで盛り上が

っているように見えて、若い世代の視聴者がどう見るかわからないが、７３分見続け

るのはとてもつらい番組であると感じた。 

 

○  しこく８「四県対抗！ふるさと自慢」は、夜の時間帯だったこともあり、出演者の

テンションが高すぎて見ていて疲れてしまった。 

 

（ＮＨＫ側） 

しこく８「四県対抗！ふるさと自慢」については、われわれ制作

陣が思っていた以上に、スタジオの中のテンションが上がったこと

は事実であり、各県代表として出演してくれた方たちの番組を盛り

上げようという気分が生放送で吹き出したため、一部の視聴者から

は「騒がしすぎてついていけなかった」という反響もいただいた。

ただ番組で２回実施した視聴者からの投票では、１回目よりも２回
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目の方が投票数が伸びていた。この結果は、ある程度番組を楽しん

でいただいたことを示す数字ではないかと思う。これまでの番組で

は四国各県の話題を番組単独で、あるいはひとつの番組でコーナー

を分けて放送するスタイルが多かったが、この番組では放送を通じ

て四県のライバルが互いに盛りたてながら、スタジオに一堂に会し、

さまざまなネットワークを作ることができたという意味では、制作

してよかったと思っている。今後も、四県からいろいろなジャンル

で共通の土俵にいる方たちに集まってもらい、番組を通じて四国の

魅力とパワーを生みだしていくことに貢献できればと考えている。

今回は各県のご当地グルメのリポーターとして、それぞれの地元で

活動している人に応援団長という役割で出演してもらったが、今後

もできるだけ自分たちの県を大切に思って盛りたててくれる人をリ

ーダー役にした形で伝えていくつもりである。 
 

○  「えひめ おひるのたまご」は同時間帯に他局が放送している番組とは全く違って

いて、とても洗練されていると感じる。５月２日(月）放送の「動物園の春」という

コーナーでは、コツメカワウソが寝そべっている映像をナレーションを入れずにＢＧ

Ｍとともに放送しているのに好感を持ったほか、５月１０日(火)放送の「作って映像

（ええぞお）はい一句」では、新しい俳句の世界への挑戦が始まったという印象で、

非常によいことだと思っている。 

 
（ＮＨＫ側） 

「えひめ おひるのたまご」で放送している「作って映像（ええ

ぞお）はい一句」は、新しい俳句のコーナーを始めてみたいという

思いで、夏井さんとともに今年度から制作している。夏井さんから

映像の出来についてご指導をいただきながら、よりよいものを作っ

ていこうとしているところである。映像をホームページでも動画で

公開しており、県外からも、特に若い人が俳句を投稿してくれてい

る。 
 

○  ４月２２日(金)放送の「伊予路てくてく」では、山本太郎さんが西条市の職人をた

ずねていたが、職人の世界が彼の感性にぴったりで楽しく見ることができた。 

 

○  ４月３日(日)放送の「俳句のタネ見ぃつけた～句会ライブＩＮ松山～」（教育 後

4:00～4:43 愛媛県域）では、安田大サーカスが俳人の夏井いつきさんと俳句につい

て上手に対話をしていて、これまでのシリーズの放送よりも進歩を感じた。 
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○  ５月８日(日)放送のこころの時代～宗教・人生～「人をつなぐ 縁を結ぶ」では、

大蓮寺住職の秋田光彦さんが「縁を結ぶ」というテーマで話をしていて、現代の無縁

社会といわれる時代に私たちが求めているのは、このような宗教にあるのかもしれな

いと思った。 

 

○  ＢＳプレミアムの「旅のチカラ」という番組を見て感動している。４月２６日(火)

放送の「夢と情熱のベースボール 元野球選手 桑田真澄」、５月３日(火)放送の「心

のビートを踊れ 歌手 今井絵理子」、５月１０日(火)放送の「魂の舞踊を求めて～

首藤康之・インドネシア バリ島～」を見たが、いずれの回もその地に行かねばわか

らないような、その土地の空気をテレビから感じることができ、旅人と一緒に感動を

味わうことのできるすばらしい番組だと思った。 

 
○  ドラマ「蒼穹の昴」は、梁文秀や康有為など、明治維新を成し遂げた日本に学ぼう

とした中国人たちが登場しているが、当時の中国から見た日本がどのようにとらえら

れているかに興味があるのと、ミセス・チャンやリンリンといった女性たちの魅力に

もとりつかれて視聴し続けていた。「蒼穹の昴」は原作の浅田次郎さんの小説と内容

を大きく変えているようだが、ドラマのほうが個人的には好きである。当時の中国を

舞台にした浅田さんのほかの著作も、ぜひドラマ化をしてもらいたい。 

 

○  ５月８日(日)に再放送されたＢＳ歴史館「シリーズ英国王室（２）エドワード８世 

王冠を捨てた恋」は、離婚歴のあるアメリカ人の一般女性と結婚するためエドワード

８世が退位した当時の写真をたくさん紹介していただけでなく、イギリスの老人ホー

ムを訪ねて、当時を生きたイギリス人に取材をしている点で信ぴょう性もあり、まる

で一本の映画を見たような気分だった。 

 

○  ５月８日(日)に再放送された極上美の饗宴 シリーズ“いのちを映す超絶工芸”

「生き物が踊る器 陶芸家・宮川香山」では、明治時代に日本の輸出産業に貢献して

いたのが日本の陶芸だったことに感心した。また、陶芸家の徳丸鏡子さんが宮川香山

の作品を再現しようとする姿に感動したほか、結果としていかに宮川の技術が優れて

いるかを示した番組の切り口がとてもおもしろいと感じた。 

 
○  ５月８日(日)に再放送された「知られざる在外秘宝 プロローグ～名品１００万点

の流転～」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 2:00～4:25）は司会の坂東三津五郎さんとゲストの五木

寛之さんにひかれたのをきっかけとして視聴したが、私たちが日本固有だと思ってい

たものが世界の各地で、その土地の宝物として大切にされていたことに感心したとと

もに、リサーチに多くの労力が費やされているＮＨＫならではの番組だと思った。 
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○  「サラメシ」は、単に食事の宣伝をするのではなくて、会社や職場といった「人間

のなりわい」のありようを、サラリーマンのランチを通して紹介していくという、と

てもセンスのいい番組だった。 

 
○  夜遅い時間帯の番組がおもしろい。「サラメシ」はその内容もさることながら、中

井貴一さんのナレーションが意外性に満ちていて、おもしろい取り合わせだと思った。

また放送が再開した「サラリーマンＮＥＯ」については、賛否両論はあると思うが、

このような実験的な番組を放送していくのはよいことだと思っている。 

 
○  「デザイン あ」は、ものに対して子どもが抱くイメージを形づくっていく番組で、

大人が見てもおもしろかった。「ピタゴラスイッチ」もそのような番組だが、子ども

たちの感性に訴えることで、大人になってもその記憶が残るような番組を教育テレビ

で放送していると思う。また、そうした教育テレビのそれぞれの番組のつくりに、あ

る方向性や考え方を感じ、大変興味を覚えている。 

 
○  ５月１２日(木)からスタートした「タイムスクープハンター」は、歴史上の英雄で

はなく庶民に焦点をあてた挑戦的な番組で、今後どのような反響があるか興味深いが、

歴史好きからすると非常におもしろかった。 

 
○  「アニメ もしドラ」は深夜に放送している大人向けのアニメで、野球のアニメと

してはこれまでのものとは変わった切り口でおもしろく、一般的な組織運営にも参考

になると思いながら視聴した。 

 
○  これまであまりクラシック音楽を聴くことはなかったが、「Ｎ響アワー」は、大河

ドラマと並んで、日曜日のテレビ番組の中で楽しみなもののひとつとなった。 

 
○  ５月１５日(日)のＥＴＶ特集「ネットワークでつくる放射能汚染地図 福島原発事

故から２か月」では、研究者たちが作った放射能汚染地図が事態の深刻さを伝えてお

り、衝撃的な内容だった。科学者の良心を見せつけた番組であり、政府や関係する研

究機関の断片的な発表がある一方で、このような存在があるのを知らしめるという意

味で大変重要だと思った。 

 
○  今の日本では原発は「福島の問題」あるいは「東日本の問題」ととらえられがちだ

が、外国において原発問題がどのように展開されているのかを、もう少し時間をとっ

て報道してもらいたいと思う。そして今後は原発の賛否が問われることになると思う

が、その際はデータに基づいた冷静でかつ深く切り込んだ報道に期待したい。 
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○  博物館に勤める立場で言うと、今回の東日本大震災では、ＮＨＫは文化財の問題も

早々のうちに取材をしており、学芸員たちの動きを追うなど、その視野の広さや報

道・取材力には感服している。 

 
○  ５月７日(土)のＮＨＫスペシャル「巨大津波 “いのち”をどう守るのか」（総合 

後 9:00～10:13）は、津波発生時の映像に映っていた人で奇跡的に助かった人を探し

出して貴重な証言を集めた、映像メディアならではの労作だったと思う。 

 

 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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平成２３年４月ＮＨＫ四国地方放送番組審議会（議事概要） 

 

 ４月のＮＨＫ四国地方放送番組審議会は、１８日（月）、ＮＨＫ松山放送局において、

７名の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、５月の番組編成および業務報告、放送番組モニター報告および視聴

者意向についてそれぞれ説明があった。次に、四国羅針盤「巨大地震 四国はどう備え

るか」を含め、放送番組一般について活発に意見の交換を行い、会議を終了した。 

 

 

（出席委員） 

 

委 員 長   竹田 美喜（松山市立子規記念博物館館長） 

委  員   今川 弥生（（株）ヘルシープラネット代表取締役） 

植田  貴世子（（株）クラッシー代表取締役） 

笠木 寛治（高松赤十字病院院長） 

中村 有無（四国電力（株）常務取締役） 

森 映一 （ＪＡ松山市代表理事組合長） 

渡部 淳 （（財）土佐山内家宝物資料館館長） 

 

 

（主な発言） 

 

＜四国羅針盤「巨大地震 四国はどう備えるか」 

(４月１日(金)総合 後 8:00～8:45)について＞ 

 

○  四国に住む私たちが、今回の東日本大震災を踏まえて考えておかないといけないこ

とをしっかりととらえて放送したいい番組である。内容も地震が起きて３週間後に放

送された番組としては、きちんとまとめていたように思う。地震と津波と原発、それ

に住民の避難の意識など、難しい問題だが解決を避けていると大惨事になりかねない

こととして考えていこうという姿勢が伝わってきた。大津波警報が発令された地域で

の避難行動が時間経過で示されていたので、その地域でどのようなことが起きていた

かを具体的に想像することができた。避難所まで行くことができなかった高齢者、こ

れまでの訓練が実際に機能しなかったこと、避難者が自己判断で自宅に戻ってしまっ

たことなどの問題が明らかにされたほか、道路が寸断されて孤立することが予想され

る伊方半島三崎地区のような原発を抱える地域の問題など、あらゆる点において漏れ

なく、重複なく問題提起がなされて、有意義な番組だった。番組に出演していた専門
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家の言葉には反省も提案もあり、いずれも重みのある発言だったが、愛媛大学の二神

透准教授が住民と一緒に避難経路を歩く様子を見て、松山に住む自分も避難所まで歩

いていってみようという気になったとともに、「想定外」を「想定内」にするのが危

機管理のポイントであることを教えられた。この番組で、「避難勧告」と「避難指示」

の違いなど、行政で使用されることばが持つ意味と、一般住民の生活感覚との間には

ギャップもあることがよくわかったが、いますぐに解決はできないとしても、こうし

た問題を番組にする取り組みを今後も継続的にしていってもらいたい。 

 

○  瀬戸内に住んでいるため津波への警戒意識はなかったが、今回の地震があり、あの

津波に備えなければならないという対策を真剣に考える機会を与えてくれた番組だ

った。避難所までどうやって行ったらよいのか今まで考えたこともなかったが、防災

を進めるにあたり参考になった。日本は「地震大国」といわれるだけに、いま継続し

てこのような番組を放送すれば、関心を持って見られると思う。 

 

○  大震災が発生してまだ３週間しかたっていない時期に、このような番組を放送した

ことは視聴者に強い印象を与えたと思う。あまりにも早い対応で内容がどこまで練ら

れているのか不安だったが、この時点での情報を十分に集めて、かつ目配りの利いた

番組だった。また、それぞれの分野の専門家をコメンテーターに迎えて番組を進めた

ことにも積極さを感じた。避難訓練が成果をあげていなかったという自主防災組織の

リーダーの報告や、高知市だけで１５万人の命が危険にさらされるという高知大学の

岡村眞教授の指摘、大津波警報を受けて避難勧告を判断するまでの徳島県阿南市の悩

みなど、いずれも切実で生々しい内容で、今後考えるべき課題を視聴者に強烈に印象

づけたと思う。原子力発電所の事故に関しては、愛媛県の伊方発電所内部の構造を映

像で見せたことで、原発問題に実感を持って考えるきっかけを与えていた。今後も原

発の仕組みを考えさせるテレビならではの情報提供や、ほかの原発を抱える地域では

どのような反応が出ているのかということも比較していってもらいたい。いずれにし

ても、短期間で冷静かつ安定した内容の番組を制作したことは高く評価される。今回

の番組を土台にしながら、刻々と変わる事態に対応しつつ、より広い視点と深い分析

に基づいた総括と展望、あるいは問題点を示す番組を今後も期待したい。 

 

○  番組の導入部分でのキャスターの説明が的確で、どのような番組なのかを心して見

ることができた。番組は、避難について、原発について、備えについて、という３つ

のポイントがとても整理された構成になっていた。キャスターはゲストとの会話で現

場の状況に関する情報や専門的な知識をうまく引き出せていたと思うが、自主防災組

織のリーダーがさらに詳しく現場の話をしてくれるとよかった。また、防災マップ、

避難訓練、住民の啓発、高齢者を守る仕組み、避難所の警備といった点に関する問題
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提起がきちんとされていた。「避難勧告」と「避難指示」のことばの違いに驚いたが、

ふだんから視聴者がそれぞれの意味するところを的確に理解していたのだろうかと

いう疑問を覚えた。印象に残ったのは「訓練以上のことはできない」という出演者の

コメントで、あらためて日々の訓練を見直してしっかりやらないといけないと感じた。

「防災」のかわりに「減災」ということばを使っている出演者がいたが、今回の津波

の映像を見るにつけて「減災」すべく備えることや、災害が起きたときにどう対応す

るかという「応災」という意識を持たなければと考えた。番組全体としては、ひとつ

ひとつの重い課題を深堀りするにはいたらなかったが、４５分という時間が短く感じ

られるくらい充実した内容だった。実は私がこの番組を送られたＤＶＤで見たのは最

近だったので、震災の惨状が生々しく放送されていた４月１日(金)に見たならば、３

月１１日(金)の発災当初の映像や当時のわれわれの記憶とうまく結びつけながら、よ

り自分自身の問題として見ることができたかもしれない。 

 

○  震災が発生して３週間後にこのような番組を制作したというのは、タイミングとし

てはとてもよかったと思う。四国の住民の避難に関する反省と、南海地震が起きたと

きの伊方原発の影響という番組の構成もたいへんよかった。ただし、視聴者の意見の

中で、「私たちはこの震災に対して対岸の火事を見ているような行動をしている」と

いう意見が紹介されていたが、家や家族が津波に流されている状況で「対岸の火事」

ということばを不快に感じた。また、避難の問題については、徳島県や高知県と同じ

く大津波警報が発令された和歌山県や静岡県での避難した人の割合や、四国での被害

の詳細、さらにいったん避難した人が数時間後に自宅に戻ってしまった理由などを紹

介してほしかった。避難所の防寒対策や、避難の道筋を示したマニュアルなどのアイ

デアはすばらしいと思った。原発に関しては、伊方原発の多重防護システム、自家発

電、冷却装置などの説明をもう少しわかりやすくしてほしかった。伊方原発の周辺住

民の避難については、深刻さを強調しているのが津波に対する避難なのか、放射能漏

れに対する避難なのか、あいまいだと感じた。今後は、原子力発電所の安全性や原子

力以外のエネルギーの可能性、あるいは南海地震が起きたと仮定した地震・津波・被

害の大きさの想定と対策に関する番組を制作してもらいたい。 

 

○  番組では、高知県須崎市で避難した住民が少なかったことを問題として取り上げた

後、高齢者の避難について話題を展開していたが、避難率が少ないということと高齢

者の避難は別の問題であり、そこに因果関係があるという掘り下げをしていなかった

のが気になった。また、阿南市が「避難指示」を出すまでの過程を取り上げているが、

南海地震が実際に起きたときは、自治体は迷うことなく避難命令を出すのだから、む

しろそのときの具体的な避難についての課題を扱うべきである。避難所の整備につい

ては、高知大学の岡村教授による「アルミのシートを準備しておくべきだ」との指摘
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だけで、話を終わらせてしまったのが残念だった。 

伊方原発のコーナーについては３点注文をつけたい。まず、伊方原発で想定されて

いる地震はマグニチュード７．８ということだが、これは敷地前面海域の断層群が動

いた時の地震であり、視聴者はむしろ南海地震が発生した時に伊方原発がどうなるか

ということを知りたかったのではないか。２点目は、「万が一避難しなければならな

い事態になったときにどうしたらよいか」というキャスターの問いかけに対する、ゲ

ストの答えが「想定外のことに対しては安心の視点で考えていくべき問題だ」とまる

で禅問答のようなやりとりで終わってしまっていた。３点目は、紹介された視聴者の

意見は、ほとんどすべてが原発を否定するもので、偏りすぎているような気がした。 

番組全体に関して意見を言うとすれば、この種の番組でＮＨＫは視聴者からの意見

をよく紹介するが、時間がなくて伝えきれないことがあるはずなのに型にはまったか

のように意見紹介のコーナーがあるというのが疑問である。また、生放送ではなく、

もう少し丁寧に議論をしたものを収録して、４５分に収まらなければ２回に分けて放

送するなど、より掘り下げた番組制作を期待したい。 

 

○  今までに経験したことのない地震と津波、さらに東京電力福島第一原発の事故とい

った、あってほしくないと願っていたことが起きてしまったことに対する恐怖を日本

中が感じている中で、この番組はあした起こるかもしれない南海地震が襲ってきたら

伊方原発はどうなるのかという四国に住む人が持つ不安をとらえてくれた。地震が起

きてからこれだけ短い期間で制作されたが、現在進行中の事象をとりあげるのは大変

難しいと思われる。それに挑戦する覚悟と英断により、視聴者にとって非常に時宜を

得た番組となったのではないか。私は番組で視聴者の意見をとりあげてくれたことで、

自分と同じような思いをしている人とがいたことに救われた気がした。 

スタジオでは３人の専門家が意見を述べていたが、現場を見てきた人とそうでない

人は意見が全然違うと感じた。今後の番組でも被災地に派遣されて帰ってきたボラン

ティアの方など、実際に現地を見てきた人、そこで何らかの経験をしてきた人に出演

してもらいたいと思う。愛媛大学の二神准教授が作成した避難のシミュレーションは、

住民が視覚的に理解することができるという点でよいと思う。 

伊方原発の議論を聞いていて、放射能に関する安全性を保証するにあたっては、や

はり数字による情報公開をしたうえで、その数字の示すところをわかりやすく説明し

てもらいたいと思った。この番組でとりあげられた課題を、それぞれの分野で今後も

取材を続けてもらい、四国に住む私たちが何を覚悟し、さらにどのような対策が必要

なのかを示してくれることで、それを見た私たちが日常生活の中で対策を立てること

ができるだろう。 
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（ＮＨＫ側） 

         震災が発生して３週間、四国でも多くの職員が東京や被災地に応援

の出張に行っている中で、残ったスタッフでできるだけのことを手分

けして調べてお伝えしようという思いで番組を制作した。４５分とい

う限られた時間ですべてを網羅しなければいけない中で、どうしても

総花的な構成となってしまった。番組が生放送だったのは、震災が進

行中のことで情報が日々変わるのに対応するためと、放送中にまた新

たな地震が起きても迅速に対応できるからという事情による。今回の

震災では四国で揺れは観測されなかったものの、徳島県と高知県には

大津波警報が発令されたという事実に鑑みて、四国としてこの問題を

どう考えるのかという点で番組を制作したが、委員の皆さんのご意見

を参考にしながら、引き続きそれぞれの分野で課題を提示しながら企

画していきたい。 

今回の震災では、四国でなぜ津波が低かったのか、またどういう意

識で住民の方が避難したのかという点の検証が今後重要だと思って

いる。また、避難所が安全な場所にあるのかどうか、また避難所の体

制が万全なのかもこの番組ではまだ迫りきれていなかったと思われ

る。委員からご指摘いただいた津波の被害については、あまり大きな

ものではなかったので、番組では触れることがなかった。今日の審議

を聴いていて、今後は津波の大きさに対する被害想定をできる限り具

体的に伝える必要性を感じている。 

 

（なお、欠席の委員より、文書で次の意見が寄せられた） 

 

○  今回の巨大地震・津波の教訓を生かし、間近に迫る南海地震に対する地震・津波防

災への再点検を行う第一歩として、四国における津波避難の課題や原発の安全性の現

状を示し、専門家のコメントを付け、視聴者にもわかりやすい番組に仕上げられてい

る。このたびの津波では、四国最大２．６メートルが観測された高知県須崎市でも避

難率はわずか６パーセント、徳島県や愛媛県では４パーセントに満たなかった。避難

する意思があっても急坂のため避難所へ行けない高齢者への課題にも触れ、防災力を

高めるためには日頃の訓練に参加して住民自身の意識改革が必要であることも説か

れている。また、行政が出す「避難勧告」、「避難指示」では、揺れがない場合、津波

に関するマニュアルはなく、避難指示を出すのに躊躇（ちゅうちょ）した現状での行

政の迷いもよく捉えている。さらに、住民も避難指示が継続中にもかかわらず、多く

の住民は自宅に帰るという人的被害を拡大させる重要な問題も指摘され、行政と住民

が一体となって人的被害の最小化を図る必要性がよく伝わってきた。津波避難の鉄則
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は、「早く、近くの、高い場所へ」避難することである。この単純なことが、実は難

しい。まず「早く」とは、予測される津波到達時間までに、屋外へ出られること。「近

くの」とは、氾濫した津波に襲われる前に短時間で近くの避難所まで到達できること。

密集した漁村などの狭い道路では、屋根瓦の落下、塀の倒壊、排水路から津波の逆流

などが起き、いつもの道路は使えないことが多く、複数の避難経路を平常時から住民

各自が考えておくこと。そして「高い場所へ」とは、漁村など小さい集落では、避難

所が急傾斜地の上にあり、急で狭い階段を上がらなければならず、一時的に多くの人

が殺到して登れないことがあり、日頃から複数の道順、場所を考えておくことである。

番組内で「想定外」を「想定内」に変えるというのはこのことを言っている。伊方原

発のある地元では、住民の不安も示された。地震や津波に対する安全性についても、

外力の見直しなどの検討も今後の課題といえよう。全体として、難しい課題をわかり

やすく伝え、よくまとまった内容になっていた。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ＢＳプレミアムで放送している「ＢＳシネマ 山田洋次監督が選んだ日本の名作１

００本～家族編～」で、４月４日(月)放送「東京物語」は、古い映画だがデジタル・

リマスターで非常にきれいな映像で見ることができた。このシリーズの映画を今後も

楽しみにしている。 

 

○  最近は朝の時間にキッチンに置いたラジオを聴きながら食事をしているが、短時間

でコンパクトなニュースと、ときどき音楽を流してくれるので、テレビを見ているよ

りも気分が落ち着いてよいと思った。 

 

○  昨年１２月２６日(日)深夜に放送されたＢＳベスト・オブ・ベスト「ハイビジョン

特集 史上空前の論文捏（ねつ）造」（衛星ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝ 27 日(月)前 0:30～2:00）はＮ

ＨＫならではのすごい番組だと思う。誰もがノーベル賞候補と疑わなかった３１才の

若き天才物理学者が書いた２４の論文で明らかな不正が見つかるという、非常にショ

ッキングな事件をとりあげており、こんなことがあるのだと驚いている。 

 

○  最近「ラジオ深夜便」を聴く機会が多いが、ゲストがいつも有名な方ばかりで話題

も満載であり、ファンがいて当然という内容の濃さだと感心している。 

 

○  午前中は８０歳の父といっしょに「あさイチ」を見るが、取り上げられる話題が高

齢者の理解や関心の範囲を超えるような中身が多く、そのような世代でも楽しめる要
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素があったらと思う。 

 

○  高齢者の父にとってありがたいのが字幕放送で、これまでストーリーが理解できな

かったドラマなども、字幕放送で見ることによって楽しむことができるようになり、

１日の中で退屈する時間がかなり減ったようである。 

 

○  教育テレビの番組が充実しており、この頃とても楽しみに見ている。ただ、番組編

成の問題だが、木曜の夜１０時台に、総合テレビで「ブラタモリ」を放送しているの

と同時に教育テレビで「直伝 和の極意 体感・実感！にっぽんの名城」が放送され

ていたが、似たようなテーマの番組は、視聴者にとっては、時間をずらして編成する

工夫をしてもらいたい。 

 
○  地震に関する番組では、四国においては高知大学の岡村教授の話をもっと取り上げ

るとよいと思う。岡村教授は以前から地震と津波の被害はかなり深刻だと述べてきた

が、今回の震災でその研究とそれに基づく発言が間違いなかったということが示され

た。岡村教授は南海地震が発生したときは今回の東北よりももっと厳しい事態となる

と予測しているので、それについて過度に不安を与えないような形で数字を挙げなが

ら、その深刻さを話してもらうような番組を作ってもらいたい。 

 

○  ４月に入って連続テレビ小説「おひさま」や「大リーグ中継」の放送が始まり、よ

く視聴しているが、これらの番組のように、地震が起きて暗い気持ちになっている世

の中に元気を与える放送をお願いしたい。 

 

○  連続テレビ小説「てっぱん」が好きで、衛星第２で土曜午前９時半から放送してい

る１週間分の放送を楽しみにしていたが、新年度番組改定後の４月２日(土)だけ放送

がなかったのがショックだった。９日(土)に総合テレビで最後の１週間分を放送して

いたのを見ることができてよかったが、連続テレビ小説「おひさま」もＢＳプレミア

ムで土曜に１週間分を放送してくれているので、ありがたいと思っている。 

 
○  ４月１３日(水)の「たけしアート☆ビート」でタップダンスのセビアン・クローバ

ーが紹介されていた。タップダンスは「ダンス」だと思っていたが、セビアンによる

と「音楽」であるということが、番組を見ながら納得できておもしろかった。また、

同じ番組で街のあちらこちらにビニールテープでアートを作ってしまう人が紹介さ

れていたが、このようなものでもアートになってしまうということにおもしろさを感

じた。 
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○  「あさイチ」では、ファックスやメールなどにより視聴者とやりとりをする手法が

定着していると感じる。今回の大震災で、被災者の方からの「支援物資が自分たちの

ところに届かない」という声を受けて、支援物資の行方を独自に追跡調査して紹介し

たり、被災地で番組が拾ったアルバムをきれいにして、その持ち主を放送によって見

つけ出したりという、視聴者の声にリアルタイムで応えていくことに好感をもって見

ている。 

 
○  ４月１６日（土）の「のんびりゆったり 路線バスの旅」は、旅人の内田朝陽さん

の持ち味が風景とうまくかみあわさっていて、文字通りのんびり、ゆったり行き先任

せの旅に心癒やされながら、視聴することができた。 

 

 

 

 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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