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平成２５年３月国際放送番組審議会議事概要 
 

平成２５年３月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第５９０回）は８日（金）ＮＨＫ放送セ

ンターで８人の委員が出席して開かれた。 
会議では、まず最近のＮＨＫの動きについて、続いて最近の国際放送の動きについて説

明があり、意見交換を行った。ひき続き、視聴番組「Ｋａｗａｉｉ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ～世界でカワ

イイ！大変身・ベトナム編～」について説明があり、意見交換を行った。最後に国際放送

番組の放送番組モニター報告の資料を配布し、会議を終了した。 
 

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

副委員長 今井  克 （(株)全国新聞ネット 顧問） 

委  員 内海 善雄  （前国際電気通信連合（ＩＴＵ）事務総局長） 

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

委  員 竹中 千春  （立教大学法学部法律学科 教授） 

委  員 中山 俊宏  （青山学院大学国際政治経済学部 教授） 

委  員 萩原 敏孝  （㈱小松製作所 特別顧問） 

委  員 渡辺  靖  （慶應義塾大学 環境情報学部 教授） 

 

 

（主な発言） 

 

＜最近のＮＨＫの動きについておよび最近の国際放送の動きについて＞ 

 
○  国際放送には単なる世界に向けての情報発信ではなく、情報戦の一端を担っている

という側面がある。ＮＨＫワールドＴＶのニューヨークでの視聴実態調査の報告があ

ったが、信頼度、内容などの要素においてはＣＣＴＶより評価が高いという調査結果

には非常に大きな意味がある。ニューヨーク以外の場所でもこのようなデータが出て

くるならば、ＮＨＫワールドの役割において大きな意義づけとなると思う。２月に安

倍総理が訪米し、演説した。総理自身の言葉で語った内容でとてもよかったが、ＮＨ

ＫワールドＴＶではどのように報じたのか。 
 
○  安倍総理の演説は日本時間の２月２３日土曜日に行われた。週末の「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」

は編成上１０分間の枠であり、演説のすべてをカバーすることはできなかった。しか

し首脳会談の結果や演説内容など、さまざまな情報をしっかりと伝えた。翌日の放送

まで含めて２０回ほど総理の訪米について伝えた。 
 

○ ニューヨークでの視聴実態調査では、時事問題や文化など、ジャンルを特定して調

査したのか、それともニュース番組全般という大まかな切り口で調査したのか。 
 

（ＮＨＫ側） 調査はチャンネル自体の認知度を測る目的で行っており、個別の番組に
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ついては調べていない。ただし好みのジャンルや番組については調査して

おり、ニュースの人気が高いことが分かっている。 
 

（ＮＨＫ側） 世界各地の視聴好適時間に合わせたプレゼンテーションの方法など、技

術的な側面の改良も必要と考えている。 
 

（ＮＨＫ側） 日本人に伝えることと、海外の人々に伝えることは前提となる知識が違

うため、相当の工夫が必要となる。理解しやすさについては、必ず改良し

ていく。 
 

○ 今回の調査は、質問する側からニュースチャンネル１２社を提示して知っているか

どうかを尋ねるもので、視聴経験の有無や視聴習慣があるかを尋ねたわけではないと

いう理解でよいか。また、調査対象の1,000人はどのように抽出したのか。 
 

（ＮＨＫ側） ＮＨＫワールドＴＶおよび主要国際メディアを視聴でき、インターネッ

トを通じて回答できる人を対象に調査した。性別や年齢、収入などの属性

については調査会社にバランスを取るよう配慮を依頼した。 
 

○ 先日ワシントンとニューヨークでヒアリング調査を行ったところ、中国のＣＣＴVア

メリカについては、かなりの自由度が認められつつあることが指摘されている。また、

ＣＣＴＶアメリカはＣＮＮやブルームバーグなどで働いていたジャーナリストを雇用し、

アメリカ人キャスターを採用するなどして面白さや信頼性を高めようと努めている。

予算がＮＨＫ国際放送の４倍以上とも言われている。スケールが大きい、ボリューム

が大きいということは、やはりそれなりに意味を持つことである。ＮＨＫ国際放送も

頑張っていただきたい。 
 

 

＜視聴番組「Ｋａｗａｉｉ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ～世界でカワイイ！大変身・ベトナム編～について＞ 

 
○ 「カワイイ」という言葉は、７，８年ほども前から耳にしているような気がする。

このようなポップなものはとても変化が早いように感じられ、古いという感じもする。

今でもまだ「カワイイ」という言葉が当初のようなインパクトを持っているのか疑問

に感じた。別の切り口で日本の最新のファッションなどを伝える方法がないのだろう

かという印象を持った。「カワイイ」という、既に流通している言葉に安住せず、１歩

も２歩も先に行くような気持ちでいなければ普通以上に時代遅れになってしまうので

はないか。番組自体は面白く見たが、どこか古さ、あか抜けない感じを受けたので、

世界の人々がこの番組をどう視聴したのだろうかと思った。 
 

（ＮＨＫ側） 「カワイイ」という言葉は、かなりよく知られており、少し古いと感じ

られる意味も理解している。しかし、アジアでは日本のファッションを見

るときに「カワイイ」という言葉はまだキーワードになり得ると感じてい
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る。そのうえで欧米向けの新しい切り口としては、例えば、日本の若者た

ちの間では当たり前のように使われる、“アキバ系”といわれるマンガや

アニメという２次元のカルチャーと、ファッション系のリアルな３次元の

カルチャーをミックスした、いわゆる「２．５次元」の世界観がキーワー

ドになると思う。その理由は、番組の関係者の一人で、日本の服飾専門学

校を卒業したジャーナリストであるアメリカ人女性が、番組で初めて「２．

５次元」という言葉を知って以来、気に入って多用しているためである。

彼女は、東京は欧米人から見て日常にファンタジーがあふれる世界だと思

われているので、“２．５次元東京”を切り口にしてファッションだけで

はなく、ポップカルチャーやクール・ジャパン的な要素を紹介していくこ

とで、日本がより魅力的に見えると述べている。 
 

○ ＮＨＫワールドＴＶの番組は静かで上品なものが多いため、今回の視聴番組のよう

なパンチのあるものは新鮮だと思う。アメリカで韓国のアリランＴＶや中国のＣＣＴＶ

ではこういった内容の番組が放送されており、つい見てしまうことがある。このよう

な番組路線を強化していくことはよいと思う。番組内でソーシャルネットワークサー

ビスを使用しているとのことなので、例えば歌番組のようにして、ウェブか何かで歌

の人気投票を行い、その結果を番組で発表していくという取り組みなども番組への注

目を集めることになるのではないかという気がした。以前「クール・ブリタニア」と

いう戦略がイギリス政府にあったときに、イギリスのレコード会社や航空会社、そし

て政府やＢＢＣなどが協力して、いわゆる“クール”な番組を機内放送などで上映して

いたことがあった。最近は国際線内で見られる日本のコンテンツの分量が減っている

うえ、以前ほどおもしろくなくなっているように感じる。航空会社とうまく協力して

ＮＨＫワールドＴＶの番組を上映する機会が増えると視聴機会の拡充になるのではない

かと思った。 
 

○ 番組自体はおもしろかった。特に３人の番組進行役は英語が非常にうまく、やりと

りも大変おもしろくてよかった。こんな世界があるのだと思いながら、自分自身も楽

しんだ。しかし、この番組はＮＨＫが制作費を負担して、ＮＨＫの国際放送として何度

も連続して放送するべきものだろうかという気がした。日本にはこんな文化もあると

いうことを紹介するために、何度か放送するというものであればよいが、もっと世界

に向けて発信していくべき大切なことが他にあるのではないかと思った。 
 
○ 番組内容の紹介文言として、「今や世界に誇る日本の輸出産業となった“カワイイ”」

という表現があったが、本当にそうなのか。確かに言葉としては１０年ほど前から世

界中で耳にするうえ、ビジネスに結びついている事例も知っている。しかし日本が誇

る輸出産業とまで言えるだろうかと番組を視聴しながら感じた。 
 

○ このような番組を見て喜ぶ人々が世界中にまだまだ数多く存在し、そこに日本の感

覚で進出していって日本文化をアピールするということは、決して悪いことではない

のではないか。自分自身は紹介されるファッションのよしあしはわからないが、喜ん
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でくれる存在があるのなら、これも日本のカルチャーの一つなのだ、日本の一部分な

のだということで世界にアピールすればよいのではないかと思った。 
 
○ このような番組がＮＨＫワールドＴＶの多数派であると問題かもしれないが、ライ

ンナップの一部分であるということを考えると、全体の中にこのような番組が存在す

ることはとてもいいことだと感じた。ファッション以外にもアニメやキャラクターな

どをコンテンツ産業として日本が売り出しているという側面もある。また、ふだんＮ

ＨＫワールドＴＶを視聴しない人々、特に若い世代を取り込む入り口になるのではな

いかと思った。同時に、世界では日本のコスプレに関心を持つ人々がコンテストを行

ったり、有名アーティストがギャル系のファッションを取り入れたりというニュース

を見聞きする。確かに世界中で日本のファッションは浸透しており、それをより深く

知りたいと思う層が存在するだろうと思う。ただ国ごとにどんな層にどの程度のボリ

ュームで存在するのかはわからないため、国によっては日本のものをそのまま持ち込

みすぎると定着せず、未知のもののまま終わってしまうおそれもあると思う。今回の

視聴番組の舞台のベトナム以外の国ではどんな反応があったのか、もっと知りたいと

思った。今回はベトナム流の「カワイイ」を誕生させることがねらいだろうと思うが、

実際には日本のものをそのままコピーしたという印象がある。今後継続していく場合、

例えばベトナムで第２弾を実施するとしたら、現地の専門学校生に参加してもらうな

ど、もう少し工夫すると現地の広い層を取り込むことができ、さらに応用させるよう

な文化発信につなげられるのではないかと思った。 
 

○ 日本の将来について明るくない展望が語られる機会が多いが、一方で若い世代は切

り抜けようとさまざまな試みをしている。前に進んで自己実現していこう、発展して

いこうというパワーが、ファッションや音楽に結びついているところがある。そうい

うものを紹介していくということは、良い企画ではないかと感じた。また、今回の番

組は、ＮＨＫワールドＴＶを知らない人々が好みそうな番組であるが、このチャンネル

で放送していることをどう気付かせるかが課題である。一方でふだんからこのチャン

ネルを視聴している人々は見ることをやめてしまうかもしれない。そのギャップを埋

める工夫が必要だろうと感じた。こうした番組は、“日本の”という枠づけをすると面

白くなくなる可能性があると思った。“日本の”ではなく、“若者の”番組であるべき

である。日本からの発信であるかもしれないが、番組として目指すものがアジアなの

かグローバルなのかはよくわからない。いうなれば先進国から後進国へ教えるという

テイストではなく、何か新しいことを生み出すという現象、その混とんとしたダイナ

ミズムをどう出していくか、２１世紀の若者をテーマとするような方向に向けて工夫

をこらしたほうがいい。また、視聴していて長いという印象を受けた。 
 

○ ハイカルチャーとローカルチャーの区分は恣意的なものなので、どんな文化でもど

んどん世界に向けて発信していけばよいと思う。この番組で取り上げているものは日

本の現実であり世界にも認知されていることで、明らかに“悪い”というものでは全

くない。自分がこの番組をあまりおもしろく感じなかった理由は、ヒューマンドラマ

に重きを置きすぎた点にある。ヒューマンドラマはわかりやすく、心を動かされる要
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素もあるが、大人の興味を引き付けるものではなかった。ファッションの先鋭性など、

少年少女よりももう少し上の世代がこのような現象に興味を持つ切り口があるのでは

ないか。それを探すことが最も大きなポイントだと感じた。 
 
○ 非常に刺激的でおもしろく視聴した。海外にいて日本を見ていると、よくも悪くも

日本は企業の国、組織の国という印象を受ける。今回の番組で紹介されるのは日本の

若い女性という個人で、彼らが世界にアピールしているという点が大変おもしろいと

思った。１０年、２０年のタイムスパンで考えると、このような人々が日本にいると

いうことを示す、懐の広さのようなものを感じさせる番組で、自分自身もこういった

ものを見なければならないと思いながら視聴した。ふだんＮＨＫワールドＴＶを視聴

している人々はこの番組に対して意外な感じや違和感を持つだろうと思う。しかし、

日本にはこういう面もあるというインパクトは与えられたのではないかという気がし

た。 
 

○ 番組を視聴して抵抗があったのは、カワイイ文化が日本のカルチャーであるという

ことを、日本の国際放送ＮＨＫワールドＴＶが主体となって伝えることに対してであっ

た。カワイイ文化が世界の現象、世界のカルチャーであって、たまたま日本人が仕掛

けていたというアプローチであれば気にならなかったかもしれない。ＮＨＫワールドＴ

Ｖが世界に向けてより飛躍するためには、「日本の」という表現をもう少しえん曲に表

現したほうがよいようにも感じた。 
 

○ ベトナムのテレビ局と連携して制作したとのことだが、例えば参加型の番組制作に

つなげるなどの、将来の具体的な目的があったのか。導入部分は日本から来た人々が

ＮＨＫという看板も加えて制作するが、最終的には現地のテレビ局がエッセンスを踏

まえて日本の文化なり、「カワイイ」の文化なりを入れたものを広めていく。そういう

ことを目指しているのか。 
 

（ＮＨＫ側） 今回連携したベトナムのテレビ局ＴＶＭは、日本のカワイイファッショ

ンに非常に可能性を感じている。現在は韓国の文化に席けんされているが、

日本の文化も必ずベトナム人に受け入れられると考え、総合テレビで放送

している「東京カワイイＴＶ」を既に購入しているほか、「Ｋａｗａｉｉ Ｉｎｔｅｒ

ｎａｔｉｏｎａｌ」の購入も決定している。日本人の視点で日本の文化を伝えると

押しつけがましい場合があり、伝えきることのむずかしさも生じると思う。

やはり現地の放送局の人々に日本の文化自体に共感してもらい、彼らが制

作するもので日本の文化を広めてもらうようなことが将来的にできたら

と考えてＴＶＭとの共同制作を行った。貴重なご意見の数々を、今後の番

組制作に反映させていく。 
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平成２５年２月国際放送番組審議会議事概要 
 

平成２５年２月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第５８９回）は８日(金）ＮＨＫ放送セン

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

明があり、意見交換を行った。ひき続き、視聴番組「NEWSLINE」および「ＮＥＷＳＬＩＮＥ・

リポート選」について説明があり、意見交換を行った。 後に国際放送番組の放送番組モ

ニター報告の資料を配布し、会議を終了した。 
 

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

副委員長 今井  克 （(株)全国新聞ネット 顧問） 

委  員 内海 善雄  （前国際電気通信連合（ＩＴＵ）事務総局長） 

委  員 セーラ・マリ・カミングス 

   （(株)桝一市村酒造場 代表取締役 / (株)文化事業部 代表取締役） 

委  員 中山 俊宏  （青山学院大学国際政治経済学部 教授） 

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

委  員 萩原 敏孝  （㈱小松製作所 特別顧問） 

 

 

（主な発言） 

 

＜ 近のＮＨＫおよび国際放送の動きについて＞ 

 
○ 紹介のあった「国際放送番組編成計画」について、「ラジオ国際放送の使用言語別の

放送時間」を見るとスペイン語やフランス語といった使用人口の多い言語の時間が短

いのではないか。例えばペルシャ語よりもフランス語やスペイン語の放送時間が短い

のは理解に苦しむ。もし大きな理由がなければ、使用人口の多い言語の放送時間を拡

大したほうがよい。 
 

（ＮＨＫ側）  歴史的な経緯の蓄積の結果としてこのような編成計画になっているほ

か、一定の予算の中で 適な状況を作り出すためのコストも考慮されてい

る。非常に重要な指摘なので、さまざまな要素を検討しながら、見直して

いきたい。なお、ネット上ではアクセスすれば常時聴けるサービスを提供

している。また、スマートフォンのアプリを利用すれば、放送そのものがラ

イブで聴けるほか、放送済みのコンテンツについても聴くことができる。

「ラジオ日本」については、リスナーがアクセスできるコンテンツの入口

をなるべく多く用意し、より多くの人々に、より聞きやすいサービスに充

実させていきたい。 
 

（ＮＨＫ側） その土地ごとにリスナーに放送を届けられる 適の手段を選んで、より
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多くの人に聴いていただけるよう工夫していく。 
 

○ 中波およびＦＭ放送はどのように実施しているのか。また、衛星ラジオ放送はどん

な人々が受信しているのか。 
 

（ＮＨＫ側） 中波、ＦＭについては現地の放送局に衛星回線等を使用して番組音声を

送り、一部の時間を借り上げてその地域の言語の番組を流してもらってい

る。アフリカや、インドネシアをはじめとするアジア地域で特にそのよう

な方法を活用している。衛星ラジオについては主に中東・北アフリカ地域

で活用している。テレビのチャンネルの一つとして音声放送を行っている

が、機能的には静止画も載せられるので、例えば日本の料理を紹介するよ

うな画像を音声と共に放送し、リスナーの利便性を高めている。 
 

○ 国際放送の２５年度の予算は、４．８％増額するとの報告があった。国際放送のど

んなところを強化するために増額が認められたのか。 
 

（ＮＨＫ側） 国際放送の予算は、「３か年経営計画」に基づき年々増やしている。受信

料の値下げで、２５年度の全体の予算は収入・支出ともに減るが、国際放

送の予算は増やしている。英語ニュースを充実・強化するなどの主要課題

には十分対応可能と考えている。 
 

○ ２５年度予算について、ニュースの２４時間強化以外の部分で特に重点的な支出項

目はあるか。 
 

（ＮＨＫ側） ＮＨＫワールドＴＶを広く普及させていく受信環境整備の作業には、各

地域の衛星を借り上げたり、ケーブル会社と契約したりというように具体

的なコストがかかる。アメリカなど、さらにＮＨＫワールドＴＶを普及さ

せたい地域に重点的に経費を投じ、ＰＲしていきたい。また、スマートテ

レビ対応など、インターネット環境への取り組みにもいっそう力を入れて

いく。 
 

○ 国内に向けても英語２４時間放送を実施するべきではないか。日本が本当に国際競

争に勝つためには英語の語学力が必須である。 
 

 

＜ラジオ日本とＮＨＫワールドＴＶで放送した双方向番組「Ｗｅ ｌｏｖｅ Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｓｏｎｇｓ！

２０１３」について＞ 

 
○ 大変おもしろく視聴した。 近の日本からは、若者から年輩者まですべてにアピー

ルする商品はなかなか出て来ない。そんな中でアニメやゲームの歌は世界に浸透し、

子どもから大人まで本気で歌っている。そのことに驚いた。歌には楽譜があるので世
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界中で楽しめるが、そのような広がりを持つ商品がほかにあるだろうか。あったとし

てその商品で番組が作れるだろうかと思うと、とても難しいと感じた。 
 

○ いわゆるオタクカルチャー的なところに自らを縛りつけているように感じた。もっ

と普遍的に通用するような歌を取り上げたほうが、より可能性が広がるのではないか。 
 

○ 今、世界で人気があるのがアニメやゲームの歌であれば、アニメの主題歌などが多

くなってしまうのもしかたがない。 
 

○ 日本語の歌を外国の人々がこのように歌い、投稿をしている。そのことにびっくり

した。日本の文化や歌が、こんなにも楽しまれているということが大事で、非常によ

かった。映像で見るとそのことのすごさを実感した。 
 

○ ある日本企業のインドネシア支社で現地スタッフが会議の後で日本語の歌をうたっ

ている事例がある。そういう意味では、歌は、Ｊ－ＰＯＰなどにだけ焦点を当てて得

られる以上の広がりを持つものと感じる。この番組のような双方向の試みは続けてい

ただきたい。 
 

○ 音楽と食べ物は、世界に向けての文化発信では も心に響くものである。食べ物で

も双方向番組ができればよいのではないか。 
 

○ ２００本ほど動画の投稿があったとのことだが、もう少し多くてもいいように感じ

た。以前からこのような取り組みがあったのか。今後も継続の予定か。 
 

（ＮＨＫ側） 平成２４年に同じコンセプトでラジオ番組を制作した。今後も続けてい

きたい。 
 

＜視聴番組「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」（ＮＨＫワールドＴＶ ２月５日(火)午前2：00～2：28）につ

いて＞ 

 
○ 国際放送全体の基本にあるべきは、日本発のニュースであり、日本のニュース、ア

ジアを代表するメディアとしての信頼されるＮＨＫのニュースであると改めて感じた。

２４時間、平日どの時間帯でも３０分間「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」を放送する体制になったこ

とは非常に喜ばしい。 
 

○ 沖縄県・尖閣諸島の問題について「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」ではどの程度扱っているのか。ニ

ュース項目については、それぞれの時間帯にどのような順序で取り上げるか、プライ

オリティーをどうつけるかが非常に大事である。尖閣問題は毎時間取り上げるくらい

の必要性があるのではないか。“コーヒー大国”の項目では、味のグローバルスタンダ

ード化はある意味重大なことであると感じた。 
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（ＮＨＫ側） 今回の視聴番組の中でも、４つ目の項目に中国の海洋監視船が１４時間

後に尖閣海域を離れたというニュースを取り上げている。東アジアのニュ

ースについては特に分厚く伝えている。 
 

（ＮＨＫ側） 尖閣諸島について触れていない回は一度も無いと言えるほど、必ず毎回

取り上げている。１月は特に領空侵犯や領海侵犯がひんぱんに起きており、

必ず伝えている。 
 

○ 視聴番組のニュース項目には「中国と韓国が北朝鮮に核実験の自制を求める」とい

うものがあるが、これを見ると日本はどういう立場なのかと感じる。同日の一般紙を

確認してみると、北朝鮮が核実験を行うならば、日本は独自制裁を行うという記事が

掲載されている。つまり日本政府の対処方針が明らかになったということが伝えられ

ている。視聴番組「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」は非常に中立なスタンスで伝えていると言えるかも

しれないが、やはり日本の国際放送であるのでまずは日本のことを伝えてから、中国

や韓国のことを伝えるべきだと思った。また、「中国の海洋監視船が１４時間で尖閣海

域を離れる」というニュースでは、アンカーが“Ｊａｐａｎｅｓｅ ｗａｔｅｒｓ”に“ｉｎｔｒｕｓｉｏｎ”し

てきたと言っていた。日本の領海というニュアンスはあるが、明快ではない。特にア

ンカーが「中国が自国の領土と主張している尖閣諸島」と説明したので、まるで日本

が北方領土を実効支配しているロシアと同じ位置づけで尖閣諸島を支配しているとい

う印象を視聴者に与える。 
その他のニュース項目についても、経済ニュースについて「日立と三菱の決算」が「Ｎ

ＥＷＳＬＩＮＥ」では輸出低迷で厳しい業績と伝えられたのに対し、他の一般紙では例え

ばトップ記事で「トヨタの増益」など景気のよい話題を取り上げている。日本の国際

放送であるならば日本の元気な姿を世界に印象付けるべきではないか。 
ニュースの説明のしかた自体は非常に分かりやすい英語で、番組としては信頼でき

ると思った。 
 

○ 日本時間の午前２時台にこのようなニュースが世界に向けて発信されていることを

実感できたことはよかった。領土についてどう表現するかは難しい。historical reason

とlegal reasonを両方言わなければならなくなる。北方領土についてはソ連軍が占領を始め

た１９４５年８月あたりまでさかのぼって説明しなければならないなど、問題があるので工夫

を要する。ただ、言葉としては“Ｊａｐａｎｅｓｅ ｗａｔｅｒｓ”より“ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ ｗａｔｅｒｓ”のほうが

よいように感じた。 
また、日本の経済政策を説明する際、“大胆な金融措置”を“金融緩和”と表現し、

“２％のインフレ目標を達成しようとすることは微妙な綱渡りである”と伝えていた。

客観的にはそのとおりだが、視聴者にとって元気の出る内容ではなかったのではない

かと感じた。 
サハリンの寒中水泳リポーターの勇気はよかった。 

 
（ＮＨＫ側） 英語表現については日々検証し、より正確に伝わるように 善を尽くし

ていく。新聞は朝刊、夕刊という、１日２回の取りまとめの中でバランス
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を取っているが、１日２４時間、毎時３０分のニュースを放送し続け、新

しいニュースが入ってきたらそのつど差替えてニュースを更新していく

中では、ある放送回のみを取り上げると新しいニュースが強調されてバラ

ンスが取れていないような印象を与えることがあるかもしれない。それが

２４時間ニュースの も難しい点である。今回視聴番組に取り上げた回よ

り前の時間帯では、異なるニュースオーダー（伝えるニュースの項目と順

番、時間配分）で放送している。今後２４時間の中でバランスをどう取っ

ていくか、さらに考えていく。 
 

（ＮＨＫ側） 「トヨタの増益」については国内向けにも海外向けにも、トップニュー

スでしっかり伝えている。 
 

（ＮＨＫ側） 日本の元気な姿を、海外にできるだけ出していきたいという思いで取り

組んでいる。 
視聴番組の放送時間帯は、ヨーロッパの遅い時間とアメリカの日中を対

象としている。 
 

○ ニュース項目の中で日本のニュースをトップに置かないのは、日本の謙虚さの表れ

なのだろうか。どんな時間帯でも、１項目くらいは世界に向けてアピールしたい日本

の話題を取り上げればどうか。「コーヒー大国」や「寒中水泳」の話題などは、ＮＨＫ

の硬いイメージを和らげようとしているのかもしれないが、それらが日本から見た重

要なニュースなのだろうかという気もした。 
視聴番組のアンカーは非常に英語が自然だった。アメリカ人か。 

 
（ＮＨＫ側） 視聴番組の前の時間帯の「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」では、日本の主張をしっかりと

伝えていた。その後多少異なるスタンスの原稿が入り、この時間帯では中

国・韓国の情報を入れることにした。どんな時間帯でも日本の対応につい

ては、短くてもよいので必ず入れるほうがよいのかもしれないと感じた。 
なお、視聴番組のアンカーは日系アメリカ人である。 

 
○ やはりニュースが柱であると感じた。北朝鮮の核実験関連のニュースのような、明

らかに日本に大きな関連性があるものについては、「日本はこのことをどう見ている

のか」という専門家の見方を添えるなどして、日本がどう感じ、どう受け止めている

かをはっきり伝えるべきである。また、全体の印象が地味だと感じた。平日の２４時

間・毎時３０分のニュースを放送する体制ができあがった今、次の一歩は「ＮＨＫワ

ールドＴＶと言えばこの番組だ」と言えるようなものを作ることだと思う。そのため

には、“顔”になるような人物が必要であるが、それができればかなり本格的になると

感じた。 
 
○ ニュース番組や新聞の基本的な設計を見ると、どの位置にどんなニュースを置くか

でそのニュースをどう捉えているかがある程度分かる。ニュース番組では、 初に伝
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えられるものが価値のあるニュースなのだろうと思って見ている。他の国際放送を見

ると、２４時間放送していて、新しいニュースが入ってくれば必ず新しいものから先

に伝えているかというとそうではなく、トップニュースはほぼ1日程度同じものを取

り上げている。順番が後のものが多少差し替わる程度だと思う。毎時ニュース項目を

変えていくことを意識しているような説明があったが、２４時間ずっと同じチャンネ

ルのニュース番組を見ている人はいない。「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」についても、１日１回もし

くは、週に１度ほどしか見ていないのではないか。そうであれば、そのニュースにつ

いて“日本がどう見ているか”という点を強調するほうがよいのではないかと思う。「Ｎ

ＥＷＳＬＩＮＥ」がどのような基本設計で作られているのか、説明を聞きたい。今回の視

聴番組に関しては、全体に項目が盛りだくさんで消化困難な印象があった。また、ト

ップニュースの選択があまりよく分からなかった。なお、女性記者が多く活躍してい

る様子を見て、非常によいと思った。 
楽しいニュースが取り上げられていることについては、遊びの部分でありおもしろ

いと感じた。 
 

（ＮＨＫ側） ３０分のニュースであれば、取り上げる項目は１３程度が標準だと考え

ている。ニュースを更新するたびに、何項目かを入れ替えていくわけだが、

ニュースの内容をよく精査して、大事なことは少々古くなっても短くして

残すなど、世界の視聴者が時間ごとに移り変わることも意識しながら、ニ

ュースオーダーを研究していきたい。 
 

（ＮＨＫ側） ＮＨＫワールドＴＶの“顔”を作る必要については、われわれも実感して

いる。また、時間帯ごとに も視聴に適した地域はどこかを考慮し、アメ

リカ向け、欧州向け、アジア向けを意識して時間帯ごとにニュース項目を

検討することも必要かと思う。今後どういうかたちで、どのような時間に、

どんな内容を伝えていくか、さらに考えていく。 
 

＜視聴番組「ＮＥＷＳＬＩＮＥ・リポート選」（ＮＨＫワールドＴＶ １２月１３日(木)午後3：00
ほか）について＞ 

 
○ どれも大変おもしろく見たが、とりわけ中国の反日デモのリポートで、現地従業員

がお客に来てもらうよう、一生懸命頑張っているという内容は大変感動的で、産業界

の人間からすると非常に心強いニュースだと感じた。心臓模型を作る技術については

大変優れたものだと思った。知人のハーバード大学教授に、ワシントンやボストンに

いるメディアの人々が日本をどう見ているのか聞く機会があったが、発信力が弱いと

感じているとのことだった。また、ＮＨＫの保有する先端技術や歴史の映像や解説な

どはソフトパワーの蓄積そのものであり、もっと対外的にアピールするべきだという

意見も聞いた。 
 

○ 今回のラインナップの中には、築地に外国人観光客を呼び込むとか、反日デモ、阪

神・淡路大震災の教訓を生かす企業の取り組みなど、過去にどこかで見たような印象
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を持つリポートがあったが、バングラデシュで農村のネット環境を整備する女性ＮＰ

Ｏの話題など、全く知らなかったことを伝えるリポートには意味があったと思う。ど

こも報道していないテーマを発掘して伝えるということに注力してほしい。 
 
○ 取り上げるテーマは、ユニーク性のあるものがよいと思う。テーマは良いが説明が

分かりにくいものもあった。例えばバングラデシュのＮＰＯについては、電気がない

ようなところに自転車で行って、どのようにインターネット環境を作り出しているの

か背景がもう少し説明されていればよかった。反日デモ関連のリポートでは、現地従

業員の取り組みが強調され、実際の反日デモのひどさがあまり紹介されていなかった。

重層的な中国を描くというテーマはよいが、もう少し取り上げ方のバランスを取った

ほうがよいように感じた。 
 

○ アフリカの地熱発電を取り上げたリポートのようなものを実際にアフリカに駐在し

ている日本人が見たら、励まされる内容だろうと思った。また、バングラデシュの女

性ＮＰＯも関心を呼ぶ内容だと思った。 
 

（ＮＨＫ側） 企画については、日本企業が世界中でいろいろなかたちで行っている貢

献、魅力的な日本の姿を伝えることによる外国人観光客誘致、ＮＨＫなら

ではのアジア取材のアピールなどを心がけ、今後ともバラエティー豊かな

内容でお送りしていきたい。 
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平成２５年１月国際放送番組審議会議事概要 
 

平成２５年１月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第５８８回）は１１日(金）ＮＨＫ放送セ

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

明があり、意見交換を行った。ひき続き、視聴番組「ｊｏｕｎｅｙｓ ｉｎ ｊａｐａｎ」および「Ｒｉｓｉｎｇ Ａ

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

報告の資料を配布し、会議を終了した。 
 

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

副委員長 今井  克 （(株)全国新聞ネット 顧問） 

委  員 内海 善雄  （前国際電気通信連合（ＩＴＵ）事務総局長） 

委  員 竹中 千春  （立教大学法学部法律学科 教授） 

委  員 中山 俊宏  （青山学院大学国際政治経済学部 教授） 

委  員 萩原 敏孝  （㈱小松製作所 特別顧問） 

委  員 渡辺  靖  （慶應義塾大学 環境情報学部 教授） 

 

（主な発言） 

 

＜最近のＮＨＫの動きについて＞ 

 
○ 「ジャパンチャンネル」というものが開設されたという報道を目にした。広告代理店

や民放などの取り組みと聞いているが、㈱日本国際放送は何らかの関わりを持ってい

るのか。 
 

○ 日本の対外発信は遅れているという議論が以前からあるが、国際放送の強化につい

てはどんな問題意識を持っているのか。昨今議論が始まったことについて、何か具体

的なきっかけがあったのか。 
 

（ＮＨＫ側） 「ジャパンチャンネル」については、日本国際放送とは別の動きである。

日本の対外発信については、一つには外交問題が表面化してきた中で、日

本の立場をはっきり伝えることが足りないのではないかという議論があ

る。また、韓国に代表されるような、コンテンツを対外的に出していく戦

略について日本が後れを取っているという議論もある。それらをまとめて、

日本の発信力をもっと強化しなければならないという問題意識になって

いる。 
 

○ ラジオ日本の最近の取り組みとして、インドやパキスタンで公開番組を放送したと

いう報告があった。パキスタンのイベントの中で俳句を取り上げたとのことだが、ど

んな内容だったのか。 
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（ＮＨＫ側） パキスタンには俳句協会があって、公開番組を実施したラホールを州都

とするパンジャブ州にも支部がある。その支部長をスタジオに招いて、自

慢の俳句を披露していただいた。英語に五・七・五の調べを乗せたＨＡＩＫ

Ｕが最も有名だが、インドやパキスタンの人々も俳句を自分たちの言葉に

取り入れ、日本の俳句の真髄を自分たちなりに受け取って育んでいる。そ

ういうことを番組で紹介した。 
 

＜視聴番組①「ｊｏｕｒｎｅｙｓ ｉｎ ｊａｐａｎ～秋深し 吟行の道 大津・大垣～」について＞ 

 
○ 俳句は日本の伝統文化であり、今なお日本人の生活に根づいていることがうまくア

ピールできていてよかった。番組の出演者は自身も俳句をたしなむ外国人で、非常に

適切だったと思う。 
 
○ よい番組だった。きれいな風景を味わうことが番組の主眼だったと思うが、俳句を

通して味わうため、「俳句とは何か」をもう少し説明してほしかった。俳句を通して自

然と人間というものの美しさを捉えていくことについて教えてほしかった。また、松

尾芭蕉という人物像や、彼にとって「旅」がどういうものであったかという点につい

ても少し触れてほしかった。 
 

○ ＥＵがノーベル平和賞を受賞した際、その大統領が俳句で思いを語ったというエピ

ソードがある。また、国際紛争下の人道支援などの際に俳句を用いると感情がうまく

表現できるという事例もあり、俳句は思わぬ使われ方をしながら世界に広がっている。

番組の冒頭でそういった事例を紹介すると、俳句の現代的な意味や重要性に触れられ

たのではないか。 
 
○ ３０分ではもったいない内容だったと思う。出演者もテーマに合っていてよかった。

しかし、日本に興味はあるが、俳句についてはよく知らない人々が見た場合、俳句と

旅を一緒に紹介する番組としては追加の説明が必要だったと思う。基本的にはゆった

りしてよい番組だった。 
 

○ 世界で親しまれているＨＡＩＫＵとは異なる日本の俳句の特徴が紹介されていなかっ

た。番組のテーマが俳句なのか、景色なのか、芭蕉が行った場所を紹介することなの

か、はっきりしないと感じた。番組中には、出演者が撮影したすばらしい写真が数多

く紹介された。しかし画面は紅葉の景色であるのに紹介される写真は人物ばかりで、

番組としてのフォーカスがよく分からなかった。 
 
○ テレビ番組には、見る人をじっくり引き込むタイプの番組と、さらっと流れていく

タイプの番組があると思う。「ｊｏｕｒｎｅｙｓ ｉｎ ｊａｐａｎ」は後者ではないかと感じている。

ＮＨＫワールドが成熟するほど、さまざまな番組がそろってよいと思う。視聴番組は

旅番組であって俳句論を語るものではないと捉えると、旅の導入として俳句があって、
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きれいにまとまっていたのではないかと思う。ただ芭蕉についての説明などはもう少

しあったほうがよかった。 
 

○ 画面が非常に美しく深みがあった。番組には一般市民が登場するが、菊の花を摘ん

で食べるといったエピソードを外国人が見た場合、日本人の文化的な繊細さを感じ取

るかもしれないと感じた。しかし説明が無いため、そのような狙いが仮にあったとし

てもうまく伝わらないのではないかと思った。日本の俳句は制約の多い中で重層的な

意味を込めて作る難しい詩であるが、番組に登場した英語のＨＡＩＫＵは自由に印象を

述べているだけのように感じた。俳句の知識が無い人が番組を見ると、俳句は簡単な

もので、市井の人々が俳句をたしなむことも大変なことには思えないのではないか。

しかし、日本の俳句を知っている人には、俳句は訓練をしないとできないものだとい

うことが分かる。俳句をたしなむ普通の人々が、日本には数多くいるということが日

本を旅する中で分かるということが伝えたかったのだとすれば、やはりもう少し解説

があったほうがよかったと思う。 
 

（ＮＨＫ側） 俳句とは何か、出演者はどんな人物か、そして松尾芭蕉とはどういう存

在かについて、どれか一つを強調すればエッジが立ったかもしれないと思

う。見ている人々が日本を旅した時に何かヒントになるものが番組にある

ことを心がけて制作した。旅に出ると多くの人が写真を撮ると思う。何か

一つの景色を切り取るという動作は、文字でも可能なのだというヒントを

与えたかった。俳句を通じて、自分の思い出のなかに旅をとどめてはどう

かという提案をした。旅番組という目線で見たうえでの俳句に集中して制

作した。英語の俳句については国際俳句交流協会という団体に取材した。

この番組の公式サイトには、より詳しいＨＡＩＫＵについての情報が得られ

るサイトとして国際俳句協会のサイトを紹介している。また、松尾芭蕉や

番組に登場した地域の情報についても、番組公式サイトには詳しく掲載し

ている。番組の中ですべてを伝えることが難しいときには、ホームページ

を活用するなどさまざまな手段を通じて、視聴者に分かりやすい情報を提

示していく。 
 

（ＮＨＫ側） 日本の文化における俳句と、ローマ字でＨＡＩＫＵと書くものは別物だと

思う。日本ではどの新聞にも俳句欄があるほど定着しているが、その世界

には重層的な意味合いがあり、ある種とても難しい。一方で英語のＨＡＩＫ

Ｕは最小限の言葉で印象を切り取るという、少し違う方向に進化している

ように思う。今、さまざまな意見を聞いて、番組ではそのどちらに軸足を

置いて情報を伝えていくかを整理しておく必要があったように感じた。国

内の日本人向けの番組を制作する際と、海外に向けて英語で番組を制作す

る際とでは情報整理の質が違うと思った。美しい景色は海外に向けてもそ

のまま伝えられるが、情報を伝えるには明確な定義づけが必要だと改めて

感じた。 
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＜視聴番組②「Ｒｉｓｉｎｇ Ａｒｔｉｓｔｓ～Ｃｏｎｔｅｍｐｏｒａｒｙ Ａｒｔｉｓｔ：Ｋｏｔａｒｏ Ｓｅｋｉｇｕｃｈｉ～」について＞ 

 
○ 人物と作品が強く、非常にインパクトがあり、これまでの視聴番組のなかで最も引

き込まれた内容だった。取り上げられたアーティストのバックグラウンドを何も知ら

なくても、その作品と本人の魅力で３０分間一切飽きなかった。非常に楽しく、刺激

を受けながら視聴した。 
 
○ アーティストの作り出す作品がとてもユニークで、全く知らない情報でもあり、と

てもおもしろかった。また、よけいな説明がなかったこともよかった。 
 

○ 番組を見て、このアーティストについて調べてみた。それは、この人がどんな少年

時代を過ごして、どんなきっかけでこんな作風に至ったのかという個人的な背景を知

れば、さらに作品に込められた意味を深く理解できるように思ったからである。また、

このような作風が世界の現代芸術のトレンドに乗っているのか、それともかなり挑戦

的なものなのか、そういった位置づけをもう少し知りたかった。海外のプロのキュレ

ーターの視点があれば、もう少し理解が深まるかもしれないという印象を持った。 
 
○ 世界に影響を与えるような才能が眠っている人々が、日本にはまだたくさんいるの

ではないかと思った。このような人物を発掘して、番組で世界に発信するということ

に非常に勇気づけられた。この人自身が芸術作品という思いがするくらい、多面的で

偏りのない興味深い人物だった。これまでで最もよい番組だったように感じた。 
 

○ おもしろく視聴した。日本の中で新しい若い世代の芸術が登場し、巨大な存在であ

る「岡本太郎」に挑戦しているということが番組の途中で盛り上がる構成になってい

た。このアーティストは、パフォーマーであり教育者でもある。コミュニケーション

を取っていくことについても、自分自身の体が素材になっているようなところがあり、

アーティストという概念を完全に壊している。新しいタイプの表現活動をする人なの

だということ自体がうまく捉えられていた。 
 
○ こんな才能が日本の若い世代から出て来ることには心強さを感じた。番組のなかで

は４つのオブジェが紹介されたが、もっとじっくり見てみたかった。非常に楽しめた

番組だった。 
 

○ 番組自体に疾走感、スピード感があって引き込まれた。作品は一体につき何時間く

らいで完成するのかという点に興味を引かれた。また、日常生活を送っている普通の

人物がヒーローだというところもよかった。しっかりした哲学と気概のある優れた人

物を取り上げていたと思う。 
 

（ＮＨＫ側） 無名の逸材を発掘する番組であるだけに、提案の段階でどれだけ主人公

の「本物度」を見極められるかがカギだと考えている。世界的な巨匠に若

くして才能を認められていたり、国際的な賞を若くして受賞しているかな
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どが客観的な判断材料となる。もう一つの判断材料は、主人公のとびぬけ

た迫力を感じさせるエピソードである。今回取り上げたアーティストの場

合、企画段階でディレクターに「岡本太郎賞の作品はどうしたのか」と尋

ねたところ、もう壊してしまった」という答えだった。「取っておかない

のか」と確認したところ、「そのようなことに価値を見出さない人物であ

る」という返事があり、それで本物のアーティストであることを強く感じ

ることができた。 
 

（ＮＨＫ側） この番組は日本の若き才能を発掘するシリーズ「Rising Artists」の第１弾

である。第２弾は小澤征爾さんに認められたチェリストを予定している。

さらに映画やロボット工学の研究者など、幅広い分野から主人公を選んで

いきたいと考えている。 
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平成２４年１２月国際放送番組審議会議事概要 
 

 

平成２４年１２月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第５８７回）は１４日(金）ＮＨＫ放送

センターで８名の委員が出席して開かれた。 
会議では、まず最近のＮＨＫの動きについて、続いて最近の国際放送の動きについて説

明があり、意見交換を行った。その後、「平成２５年度国際放送番組編集の基本計画（案）」

の諮問にあたり、説明を行った。審議の結果、番組審議会として原案を可とする旨、答申

することを決定した。ひき続き、視聴番組「Ｓｃｉｅｎｃｅ Ｖｉｅｗ」について説明があり、意見

交換を行った。最後に国際放送番組の放送番組モニター報告の資料を配布し、会議を終了

した。 
 

 

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

副委員長 今井  克 （(株)全国新聞ネット 顧問） 

委  員 内海 善雄  （前国際電気通信連合（ＩＴＵ）事務総局長） 

委  員 セーラ・マリ・カミングス 

   （(株)桝一市村酒造場 代表取締役 / (株)文化事業部 代表取締役） 

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

委  員 竹中 千春  （立教大学法学部法律学科 教授） 

委  員 中山 俊宏  （青山学院大学国際政治経済学部 教授） 

委  員 渡辺  靖  （慶應義塾大学 環境情報学部 教授） 

 

 

（主な発言） 

 

＜最近のＮＨＫの動きについて＞ 

 
○ 北朝鮮が事実上のミサイルを発射したというニュースが入ってきたとき、ＮＨＫワ

ールド TV では何を伝えているかと思ってアクセスしてみると、しっかりと解説を入

れながらリアルタイムで放送しており、非常によかった。 
 

○ アメリカの大統領選挙でオバマ大統領が勝利した。関連する特集番組を制作する予

定はあるか。 
 

（ＮＨＫ側） 現時点では予定はないが、大きなテーマなので引き続きいろいろな取り

組みをしていく。 
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＜「平成２５年度国際放送番組編集の基本計画（案）」について＞ 

 
（ＮＨＫ側） １１月の番組審議会にて、原案を審議していただいた。そこでいただい

た意見や指摘をすべて盛り込んだ改訂版を作成し、あらかじめメールにて

送らせていただいた。特にご異論もなかったと理解している。本日の諮問

にて、ぜひご答申をいただきたいと願っている。 
 

○ それでは、この原案どおりの「基本計画（案）」を可とすることで決定したいと思う

が、よろしいか。 
 
○ 異議なし。 

 

（ＮＨＫ側） 答申をいただき感謝する。この「基本計画（案）」については、年明け

１月１５日（火）に開催される経営委員会に提出する。経営委員会の議決

を得たら、それに基づき具体的な番組編成を作り、２月８日の番組審議会

に提示する。 
 

＜視聴番組「Ｓｃｉｅｎｃｅ Ｖｉｅｗ 匠 Special～日本のものづくりを極める～」について＞ 

 
○ 日本のものづくりの現場を取材する５分程度のコーナー「匠～Ｊ－ｉｎｎｏｖａｔｏｒｓ～」を

５本まとめた番組だったが、各エピソードがどれも大変おもしろく、わくわくして視

聴した。すべて良かったが、少し情報を詰め込みすぎているような印象を持った。そ

れぞれがおもしろいために、各エピソードをもう少し長く見たい気がした。形だけで

なく質感までこだわり抜いた恐竜スーツのエピソードでは、子どもの反応や、いくら

ぐらいでどんな人や会社が購入し、どんなところで使用されるのかといったことにつ

いて知りたかった。また、地雷除去機のエピソードでは、ノーベル平和賞を受賞して

もおかしくないくらいすばらしい機械を日本のものづくりの現場が作っているという

ことを、このような番組でアピールしていくことは大変良いと思った。そのためには

開発の裏話や実際に使用している人々がどう感じているのか、どれほど良い取り組み

であるのかをもっと紹介したほうがいいのではないか。シリコンゴムで作られた人工

乳房の開発エピソードについては、実際に使っている人々の肉声や、女性にとってど

れほど重要な意味がある技術なのかなど、もう少し丁寧に紹介するとよりインパクト

があったと思う。 
 

（ＮＨＫ側） 今回の番組では、これまで放送した「ものづくり」を紹介するコーナー

の中から、よりすぐりの５つのエピソードを選んだ。１つ１つをより深く

紹介してほしいという指摘についてはよく考えて、次回以降の番組制作に

いかしていきたい。 
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○ 番組内容は非常に良かった。あまり知られていないことが取り上げられ、新鮮味が

あって興味深かった。また、どの説明もとても分かりやすかった。さらに、リポータ

ーが生き生きと説明しており番組の魅力を増していた。さらに、５つのエピソードが

短い時間で歯切れよく紹介され、テンポが速く５０分間があっという間に過ぎた。大

変よかったと思う。 
 

○ 番組で紹介された５つのエピソードは、これまでの放送の中から特によいものをピ

ックアップしたのではないかと思う。日本の伝統的な技術を紹介するという観点では

なく、まさに今、最先端で世界的に注目を集めている技術に焦点を当てて選び、取材

していることがよかった。恐竜スーツのエピソードは本当におもしろかった。まるで

ＣＧのようだが現実のものであり、ハリウッドの映画にそのまま出てきそうな感じだ

った。超未熟児用の人工呼吸器を開発した技術者は元ベトナム難民で、日本国籍を取

得して新しい医療機器の開発に取り組んだ人物であったが、そういうバックグラウン

ドに焦点を当てればヒューマンドラマにもできたかもしれない。しかし、そういう点

にこだわらずにさらりと触れているところが、押しつけがましくなく、非常によかっ

た。先進国では珍しくないかもしれないが、日本でも、さまざまなバックグラウンド

を持つ人々が日本社会にしっかりと統合されていることがこのエピソードでは伝えら

れており、非常によい視点だと感じた。 
 

○ どのエピソードも本当におもしろかった。地雷除去機の開発は命がけの要素もあっ

ただろう。実験して、多くの人々を救える機械を完成させたことは誇れることである。

国内の日本人にももっとアピールしてほしい。国際放送としては海外へのアピールが

重要であることは分かるが、日本人が考え、実行している偉大な取り組みについては、

日本国内にも発信してほしいと思う。海外から日本を訪れる人々に対しても、一層情

報を発信していってほしい。スタジオの出演者が何かを読んでいるように感じられる

場面があった。人に向けて話をしているような雰囲気作りができれば、もっと心が伝

わるのではないか。 
 

○ とてもおもしろかった。エピソードの順番もよかった。地雷除去機のことで心を動

かされ、恐竜で盛り上がり、最後は人工乳房で生活が変わったという女性の声で余韻

が残って終わるという流れで番組に引き込まれた。技術的な説明については、図解も

ありとても分かりやすかった。シリコンゴムで作られた人工乳房のエピソードでは、

その技術の開発によって人生が変わった人々について少し触れられていたので、他の

４つのエピソードについても同様の「ビフォア・アフター」の情報が知りたくなった。

匠の言葉を通じて、開発のきっかけをシンプルに紹介している演出がとてもよかった。

人生論やキャリア論にも通じるコンテンツになっていたと思う。リポーターに親しみ

がわき、同じ視点で番組を楽しく見ることができた。ただ、スタジオの出演者の位置

づけが分かりにくく、スタジオでの掛け合いが長く感じられた場面もあった。 
 
○ とても楽しく視聴した。国を支えていく技術ではないが、町工場の技術とも言うべ
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きものに着目したのはとてもよいと思う。しかし、「Ｔａｋｕｍｉ」（匠）という言葉にこ

だわる必要があったのかは疑問に感じた。例えば、Ａｒｔｉｓａｎ（職人）という言葉でも

よかったのではないかと思った。「Ｔａｋｕｍｉ」という言葉で何を伝えようとしていたの

か。また、地雷除去機のエピソードで紹介された匠の言葉が「人生、お金じゃない」

というもので、他にもっといい言葉があったのではないか。ほかの匠たちの言葉には

「なるほど」と感じさせられたので不思議に思った。スタジオの演出では、山本リポ

ーターが番組中で自分の名前を名乗る際の発音が英語的だったので、少し気になった。 
 

（ＮＨＫ側） リポーターは、番組に登場する技術者の氏名は、日本語の発音で紹介し

てきている。 
 

（ＮＨＫ側） どんな担当番組でも、日本人を紹介するときには必ず日本語の発音で読

み上げてきた。自分の氏名の読み方については意識していなかった。 
 

○ 「Ｔａｋｕｍｉ」という言葉が、「ｋｉｍｏｎｏ」などのように、海外でも通じる発信力のあ

る言葉になればよいと感じた。日本人が自信を失っているときに、やはりすごい技術

があると気づくことができるとよいと思う。 
 

○ 番組の冒頭で、「日本の製造業にはブルーカラーとホワイトカラーの差はない」とい

う説明があったが、そのことが大切であり、「匠」という日本語をあえて英語ナレーシ

ョンの中で繰り返さなくても、日本のものづくりの哲学は伝えられたのではないか。 
 
○ 「Ｔａｋｕｍｉ」という言葉は、外国の辞書に掲載されているのか。 

 

（ＮＨＫ側） 「Ｔａｋｕｍｉ」はまだ外国の辞書に掲載されるほど定着していないので、「Ｊ

－Ｉｎｎｏｖａｔｏｒ」という言葉を一緒に使用している。「Ｔａｋｕｍｉ」は、英語で

いう「技術者」とは異なる独特の意味を持っており、日本らしい価値観を

あらわす言葉として番組では大切に使っている。 
 

○ 今は、“ジャパン”だから価値があるという価値観は変わってきつつある。そういう

意味で、ＮＨＫワールドＴＶ全体をどう見せていくかを考える際、“日本らしさ”を前面

に押し出すのではなく、普遍的なクオリティの高さを出していった方がいいのかもし

れない。例えばインドのテレビチャンネルにおいてＮＨＫワールドＴＶは「海外」とい

うジャンルに分類されていて、ＣＮＮやＢＢＣは「ニュース」というジャンルに分類さ

れている。ＮＨＫワールドＴＶのコンテンツはとても普遍性があり、インパクトもある

と感じるのだが、例えば日本庭園を紹介するような番組になると、日本らしさが強く

出てしまいインドの一般視聴者はチャンネルを変えてしまうかもしれない。「Ｔａｋｕｍ

ｉ」という言葉をどう使っていくかは、この問題と無関係ではない。 
 
○ ＮＨＫワールドＴＶに出てくるのは日本人、アジア系の人々なので、それだけである
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種の特殊性、日本らしさは伝わってくる。さらに日本を強調するような番組が続くと、

やや重いように感じたことはある。バランスをどう取るかが大切だと思う。今回の視

聴番組はＮＨＫワールドへの呼び水になるような優れた内容だと思うので、ツイッターや

外部ホームページなどで少しでも視聴できるようにし、ＮＨＫワールド視聴へのきっか

けとして使用してはどうか。また、今後はＢＢＣなど他国の国際放送と番組の共同制作

をしたり、番組交換をするなどしてオープンに交流をしていけば、結果的にＮＨＫワ

ールドの信頼性を高める契機になるのではないか。スタジオ部分は台本があるように

感じられた。 
 

（ＮＨＫ側） スタジオの出演者はものづくりに詳しい人物であるが、番組で紹介する

内容をすべて記憶して進めることは難しい作業なので、台本は用意した。 
 

○ 本当におもしろかった。地雷除去機の開発者の言葉が「（開発は）お金よりも価値の

あるものだ」といった内容で、ありふれた言葉であったが、この人物は実際に４年間

をかけて開発をしていた。普通の会社が、４年間もコストばかりかけ続けることは考

えられない。この人物は会社のトップであり、開発を続けて結実させたことを考える

と、その言葉はかなり重いものなのではないかと思った。日本人の職業観というべき

ものが、大げさではない形で番組のどのエピソードにも共通して感じられる。制作上

意図したのかどうか分からないが、非常に優れていると感じた。 
 

（ＮＨＫ側） ご意見を糧に、今後もより良い番組の制作に努めていきたい。 
 



1 

平成２４年１１月国際放送番組審議会議事概要 
 

平成２４年１１月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第５８６回）は９日(金）ＮＨＫ

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

いて説明があり、意見交換を行った。その後「平成２５年度国際放送番組編集の基

本計画（案）」について説明があり、意見交換を行った。ひき続き、視聴番組「ＮＥ

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

組モニター報告の資料を配布し、会議を終了した。 
 

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

副委員長 今井  克 （(株)全国新聞ネット 顧問） 

委  員 竹中 千春  （立教大学法学部法律学科 教授） 

委  員 中山 俊宏  （青山学院大学国際政治経済学部 教授） 

委  員 沼田 貞昭  （鹿島建設(株) 顧問、 

一般社団法人 日本英語交流連盟会長） 

委  員 萩原 敏孝  （㈱小松製作所 特別顧問） 

 

 

（主な発言） 

 

＜ 近のＮＨＫの動きについておよび 近の国際放送の動きについて＞ 

 
○  スクランブル放送の是非を問うアンケートに関する記事を目にした。どう

いうことなのか。 
 

（ＮＨＫ側）  ＮＨＫの放送にスクランブルをかけるかどうかという論議は時

折起こるが、ＮＨＫとしては災害報道なども念頭において、未払

いの視聴者にもしっかり放送を届けるために、スクランブルはか

けないという立場である。 
 

○  総務省で開かれた「放送コンテンツ流通の促進方策に関する検討会」に関

して、コンテンツを海外に出して行くにあたりそれを誰が作るかという、Ｎ

ＨＫと民放との役割分担の議論はあり得るのか。国ごとに、外国の番組に求

めるものは違う。国内と別の規準で制作してもうまくいくかは分からない。

そういう事情を考慮すると民放が取り組むのは難しいのではないか。 
 

（ＮＨＫ側） 基本的には今制作しているコンテンツをどう出していくかとい

う枠組みについて検討している。日本のテレビ業界は日本のマー

ケット向けに特化したドラマ制作をしているが、例えば音楽著作
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権のクリアなど、あらかじめ海外に展開できるような形での制作

に切替えるといった検討も１つの項目になると思う。ＮＨＫとし

ても完全に海外向けに特化したドラマ制作には踏み切れないが、

多少なりとも海外を意識した作り方を試みてみる価値はあると

思う。民放では出演者のスケジュールなどのように、あらゆるこ

とが１３本という本数を単位に制作が行われるので、難しい面も

あるが試みるべきではないかという意見も出ている。 
 

○  アメリカドラマは１シリーズにつき１２本または１３本という単位だと

思うが、シーズン２などと継続していく。１シリーズの本数を多くするとい

うより、どうマーケティングするかが大切ではないか。 
 

（ＮＨＫ側）  オールジャパンの取り組みなので、例えば民放とＮＨＫのドラ

マをセットにしてパッケージとして提供したり、タイのチャンネ

ルを日本のコンテンツのチャンネルとして確保し、民放とＮＨＫ

のコンテンツを併せて編成していくといった試みが可能だと思

う。ただビジネスベースに乗せるのは簡単ではない。 
 

○  ＮＨＫからワールドＴＶの提供を受けている福井県のケーブル局を通し

て、ワールドＴＶを視聴している外国人への聞き取り調査報告があったが、

英語がよくわからないので字幕が必要だという声や、ＢＢＣやＣＮＮの英語の

質とは異なるという指摘もある。「ＡＳＩＡＮ ＶＯＩＣＥＳ」など英語のレベルが

上がっていると感じる番組もあるが、全体的にインタビューする人、される

人のレベルを上げていくことは必要だと思う。また、おすすめの番組はこれ

だというＰＲが必要ではないか。 
 

（ＮＨＫ側）  今後は茨城県つくば市でケーブル局を通じてワールドＴＶを視

聴している外国人視聴者に対しても、福井県と同様に聞き取り調

査を実施し、いただいた意見をしっかり受け止めて改善していき

たい。 
ワールドＴＶの番組を国内ケーブル局等へ提供する業務につ

いては、これまで１年ごとに総務大臣の認可を得て実施してき

たが、来年１月以降は、３か年の大臣認可を申請するよう準備

を進めている。これにより一層多くの在留外国人視聴者に視聴

してもらえるものと期待している。 
 

（ＮＨＫ側） ＰＲについては、本日からフェイスブックにＮＨＫワールドの

公式アカウントを公開した。そこでは毎日、おすすめの番組をお

知らせしていく。 
 

○  英語の質についていうと、ＣＮＮやＢＢＣよりもＮＨＫワールドのほうが話す
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スピードが速い。大学の授業の際に比較した時の結論である。英語を母国語

としない人には分からなくなるおそれがあるのではないか。 
 

（ＮＨＫ側） キャスターに対応を検討させたい。 
 

○ アンカーからインタビューされた時に出演者が同じようなスピードで答えら

れず、番組のトーンが変わってしまうことがある。そういう観点からも、ペー

スは落としたほうがよいのではないか。 
 

（ＮＨＫ側） ペースの問題も大切だが、まず記者の英語をレベルアップする

ことが非常に重要だと思っている。若い世代にはネイティブに近

い語学力を持つ人材が増えており、今後レベルが上がっていくと

期待している。 
 

＜平成２５年度国際放送番組編集の基本計画（案）について＞ 

 
○  「日本と世界に広がる取材網を 大限生かして、日本、アジア、そして世

界の動きを、日本の観点を踏まえて」という記載があるが、これはＮＨＫの

国際放送がどこを目指して行くのかということに関わると思う。「日本、ア

ジア、世界の動き」は並列ではなく、日本を中心に置き、日本から発信する

力に重点を置くべきではないか。我が国の実情や動き、考え方をどう発信す

るかということがまずあって、それに加えてアジアや世界の動きを伝えると

いう形にした方がよいと思う。また、「日本、アジア、そして世界の動きを、

日本の観点を踏まえて」という表現については、日本のことを日本の観点で、

という点でも重複があるのではないか。 
 
○  「信頼される日本発の情報源として『ＮＨＫワールド』の世界的な声価の

確立を目指します」という表現について、“信頼される”が“情報源”にか

かるのか、“日本”にかかるのか、分かりにくいと感じた。また、「世界的な

声価の確立」を目指すということについては、名声が目的なのか、ＮＨＫへ

の信頼を得ることが目的なのか、疑問に思った。 
 

○  これまでの２４時間英語放送の確立や、アジア地域に軸足を置いた報道を

今後とも頑張っていただきたい。リポーターや記者の英語スキルの向上にも

特段の配慮をお願いしたい。 
 

○  「日本の観点を踏まえて」という表現については、日本の視点をしっかり

示すということは重要なので、独立した別の文章にした方がよい。 
 
○  基本的な質問だが、この文書は誰に向けてのものなのか。英語版は作るの

か。文章自体は事務的で、パッションが伝わってくるものではなかった。こ
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の文書の持つ役割を確認したい。 
 

（ＮＨＫ側）  「平成２５年度国際放送番組編集の基本計画（案）」は経営委

員会の議決を得た後、視聴者に向けてホームページで公開する。

国際放送も視聴者からの受信料で運営しており、説明責任を果た

すための公開である。 
 

○  ＮＨＫワールドはこういう方針であるということを世界に示すために、こ

の文書を英語で用意する必要があるのではないか。インターナショナルなサ

イトでは、“Ａｂｏｕｔ ｕｓ”などのページで方針を掲載している。ワールドＴＶ

を配信している各国の放送事業者などに対しても説明責任があるように思

う。 
 

○  今回の２５年度に向けての文書は、２４年度の文書とどこが違っているの

か。 
 

（ＮＨＫ側） ２４年度は、震災もあったが、３か年経営計画の初年度にあた

る年であり、この３か年をどう運営するかということをふまえた

文章を準備した。２５年度は経営計画の２年目にあたり、記述は

短くなってはいるが、当初盛り込んだ思いを引き続き背負いなが

ら運営していく。 
 

（ＮＨＫ側） ２５年度の文案でも、冒頭のパラグラフで、国際放送の使命

は重要であり肝に銘じていることをうたっている。 
 

○  今回議論した内容を踏まえて、文案を練り直していただき、次回の審議会

で 終的に答申することとしたい。 
 
 
＜視聴番組「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」“特集”“ニュースリポート”抜粋 について＞ 

 
○  取材対象地域が東アジアを中心に幅広くカバーされているので、アジアの

状況が広く伝えられ、国際メディアとしての機能を果たしていると思った。

ミャンマーや北朝鮮のリポートは取材が困難な地域で、特に民主化が緒につ

いたばかりのミャンマーにすばやく対応してしっかりリポートしているこ

とを評価したい。日本が参加している国際会議を取材する際には、日本がど

のような主張をしているのか取り上げなければならないと思うが、ＩＭＦ総会

のリポートではその要素が少なかったように感じた。 
 
○  ミャンマーを取り上げたリポートはよかった。また、バンコクのキャスタ

ーの英語は立派で、安心して聞ける。ＩＭＦ総会の際にＢＢＣは著名人を集
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めたディベートを企画していた。ワールドＴＶでも何か企画したのか。 
 

（ＮＨＫ側） ワールドＴＶとＢＳ１で「ＮＨＫディベート」を企画して放

送した。経済部の記者が司会を務めた。日本の城島財務大臣、

ＩＭＦのラガルド専務理事、リベリアのサーリーフ大統領、日

立製作所の川村会長、世界経済フォーラムのシュワブ会長が参

加した。 
 

○  ミャンマーのリポートは圧倒的におもしろかった。いろいろな立場の人々

の発言が紹介され、取材の視線は庶民や外国からの訪問者のものでバランス

も良く、非常にクオリティーが高かった。やはりインタビューがとてもよか

ったからだと思う。インタビューされる側にも、アウン・サン・スーチー氏

は大統領になるのかと聞かれてかわしつつもノーと言わない余裕があり、言

論の自由がここまでは実現されているというぎりぎりの感じが伝わってき

て、サスペンスがあった。隣国であるタイの人は突っ込んで聞きたいだろう

と思う。しかし、ＮＨＫの番組として聞いているあたりが大変おもしろかっ

た。また、北朝鮮のリポートも興味深かった。中国のひとりっ子政策につい

てのリポートについては、政府とぶつからないよう努力しつつ、社会的な取

材をしていくことは大事だと思った。反日感情が非常に強い状況下で、取材

自体が大変になっていると思うが、重要なドキュメンタリーの制作を続けて

いってほしい。震災報道については、紋切り型にならないように工夫を続け

てもらいたい。母子避難家庭のリポートは、背景の説明が足りないように感

じた。ＡＰＥＣウラジオストックのリポートは、テーマ自体はおもしろいが今

ひとつだった。ＩＭＦ東京総会のリポートは、中国が不参加だったことにあ

まり触れられていなかった。日本の立場や、中国の関わり方に対する意見な

ど、逃げずに報道してほしかった。 
 

（ＮＨＫ側） ＩＭＦ東京総会関連では、４日間にわたって２回ずつ「ＮＥ

ＷＳＬＩＮＥ」で関連のリポートを行った。２日目には財務省の財

務官に出演してもらい、日本の立場をしっかりと伝える機会を

設けた。 終日にはアジア経済について取り上げた。 
 

○  震災関連のリポートについては、全体的に暗い印象を受けた。画面からは、

ほとんど復興に着手していないように感じられるが、ものづくりの面につい

てはほとんど回復しており、世界への影響はほぼ無くなっている。そういう

点も取り上げてほしい。また、復興が停滞しているのならば、その理由を追

究する必要があるのではないか。北朝鮮のリポートについては、人々が遊園

地やピザを楽しむ様子が紹介されていたが、日本のメディアであるＮＨＫが

取材できた内容は許された範囲内のものに限られていると思うので、実態と

はずれがあるのではないか。それを初めてカメラが入ったと世界に向けて発

信することに疑問を感じた。ミャンマーのリポートはおもしろかった。 
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○  良い意味で普通のニュース報道番組として、安心して見ることができた。

北朝鮮のことはおもしろおかしく取り上げることはできないテーマだと思

う。コンテクストの提供が十分ではなかったのではないか。ＩＭＦ東京総会

のリポートについては、海外向けの放送なのだから、インタビュアーは話を

聞くだけでは無く、もっと出演者に踏み込む聞き方をしてもよかったと感じ

た。 もおもしろかったのはミャンマーのリポートで、町の雰囲気もよく伝

えられており、飽きずに 後まで見ることができた。 
 
○  ミャンマーのリポートがとてもよくできていた。反政府派と言われる人々

もインタビューでかなり思い切ったと思われる内容を答えている。一方で大

統領補佐官も非常に自由に話している。それには非常に驚いたが、それだけ

ミャンマーでの改革のスピードは速いということなのかと感じさせられた

点で、優れた番組だと思った。また、取材のしかた自体が、民主主義の視点

に立つというＮＨＫの価値観といったものが背景にあることが、表に出なく

ても視聴者に感じ取れるという意味で大変優れた番組構成であったと思う。

中国のひとりっ子問題のリポートについては、これは大きな問題の一端であ

ると思った。中国は１０年から１５年後にはおそらく現在の日本と同じくら

いの少子高齢化社会になると思われる。日本はその問題を社会福祉予算でど

う取り組むかという議論をしているが、中国ではすべて個人に負担がかかっ

てくるおそれがある。中国では大きな社会構造の変化のなかで少子高齢化に

必ず直面するが、その一つの側面が今回のリポート「ひとりっ子を失った親

を救え」でとり上げたようなことだという解説があれば、より重みや深みが

出たように思った。 
 
○  「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」というタイトルは、ネイティブ・スピーカーが聞いた時、

ヘッドラインというイメージになるのか。辞書には無い言葉である。ニュー

トラルな印象があり、これだけ内容が充実しているのであれば、もう少し何

か主張がある言葉もあり得るのではないか。「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」という言葉の生

まれた経緯やイメージしているものを参考までに聞きたい。 
 

（ＮＨＫ側）  ２４時間英語放送になる前は、「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」は１０分ず

つ項目だけを伝えるニュースだった。そのほかに午後８時台に３

０分のスペシャルニュースを放送していた。２４時間英語放送に

なってからは、１日に何回もスペシャルニュースが放送されるよ

うになり、個別にタイトルをつけるわけにはいかないので、どん

な名前がよいか検討した中で「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」が残った。 
 
（ＮＨＫ側） 「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」というタイトルは、ワールドＴＶの放送が始

まった頃に決めた。ワールドＴＶが２４時間英語放送としてスタ

ートした時期に、変えるかどうかの議論をしたが、ネイティブの
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アドバイザーも含めて検討したところ変えずに続けようという

結論になって現在に至っている。現在の「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」は企画

が数多く取り上げられており、以前のものとは異なる。そういう

意味では番組名について検討の余地があるかもしれない。 
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平成２４年１０月国際放送番組審議会議事概要 
 

 

平成２４年１０月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第５８５回）は５日(金）ＮＨＫ放送セ

ンターで８人の委員が出席して開かれた。 
会議では、まず最近のＮＨＫの動きについて、続いて最近の国際放送の動きについて説

明があり、意見交換を行った。ひき続き、視聴番組「Ａｓｉａ Ｉｎｓｉｇｈｔ」および「Ｓｅａｓｏｎｉｎｇ 

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

のモニター報告の資料を配布し、会議を終了した。 
 

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

副委員長 今井  克 （(株)全国新聞ネット 顧問） 

委  員 内海 善雄  （前国際電気通信連合（ＩＴＵ）事務総局長） 

委  員 竹中 千春  （立教大学法学部法律学科 教授） 

委  員 中山 俊宏  （青山学院大学国際政治経済学部 教授） 

委  員 萩原 敏孝  （㈱小松製作所 特別顧問） 

委  員 長谷川祐子  （東京都現代美術館 チーフキュレーター） 

委  員 渡辺  靖  （慶應義塾大学 環境情報学部 教授） 

 

 

（主な発言） 

 

＜最近のＮＨＫの動きについて および 最近の国際放送の動きについて＞ 

 
○ 沖縄県・尖閣諸島の問題に関する報道で２点質問がある。まず、中国で放送されて

いるＮＨＫワールドで尖閣諸島のニュースが流れた時に、それがブロックされたかど

うかということである。もうひとつは、このような問題を報道する際に、自らのスタ

ンスをメッセージとして徹底的に報道するか、または完全に公正中立な立場で報道す

るかについては、そのいずれも簡単であると思う。最も難しいのは、しかるべき主張

を盛り込みながらも公正な立場を貫くということであろう。公正中立な報道のなかに

日本の主張を入れる努力をどのようにしたのか、それともしなかったのか、基本的な

考え方について知りたい。先ほど説明のあった「視聴実態調査」の結果では、「偏り」

の項目でそれほどＣＣＴＶとの差異が出ていなかった。この項目で大きな開きがあれば、

公正中立な報道が正しいと言えるだろうが、はっきりと結果は出ていないのではない

か。 
 

（ＮＨＫ側） 「視聴実態調査」の「偏り」については、報道内容のバランスというよ

り、地域的に全世界の情報が扱われていないという意味合いが含まれてい

ると考える。報道のスタンスについて申し上げれば、われわれは日本のメ

ディアであるので、あの島が日本固有の領土であるという前提のもとで日
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本の立場を報じている。その際に、日本の主張に対して中国政府がこのよ

うに反論したということを紹介するなど、一方的な言い分だけではなく反

論も併せて伝えるのが客観性を担保するための基本的な戦略である。なる

べく相手の主張も紹介することが報道内容に対する信ぴょう性を高めると

信じている。ＮＨＫワールドＴＶは中国ではまだ参入を認められていない

ので、ブラックアウトの問題は生じていない。ＮＨＫワールドの日本語放送

であるＮＨＫワールド・プレミアムについては、今回の尖閣問題報道におい

て中国国内でたびたびブラックアウトしていると把握している。中国国内

で放送するには、中国が管理する中国の衛星を使うことになっているため

であり、機会があるごとに抗議している。 
 

（ＮＨＫ側） 毎年度当初にＮＨＫワールドＴＶにチャンネルを割り当ててもらうよう中

国側に申し入れをしているが、空きが無いとして認可されていない。 
 

○  先日ヨーロッパに滞在していた際、終日ホテルでＮＨＫワールドＴＶを視聴する機

会があった。尖閣諸島や領土問題に関する報道があり、客観的だという印象を受け

たが、外国で視聴するととても上品に感じた。ＣＣＴＶなどが強烈なメッセージを出

している時に、正しいことを上品に報道している様子は、例えばヨーロッパの感覚

で見ると、消極的なのは何かやましいことがあるように受けとられるのではないか

と思えた。落ち着いているが、相対的に見たとき、その姿勢は必ずしもプラスでは

ない場合があるかもしれない。外国ではＮＨＫは信頼に値するジャーナリズムであ

るという印象を与えるのが最も重要だと思うので、ＮＨＫの報道がどのように受け

取られているかという点については綿密にモニターし、バランスを図っていくこと

が必要であると思う。また、東日本大震災に関する報道では、被災地の復興に向け

た努力を前面に打ち出そうとすることは痛いほど伝わってくる。しかし、外国で見

ると、ここまで報道されるということは、日本はまだかなり危険な状態なのかとい

うイメージを持たれかねないと思った。余震の数は減っている、観光客はこんなに

戻ってきているという面を取り上げるのもひとつのバランスの取り方ではないか。

また、日本が苦しみながら頑張っていることはよく分かるが、それが外国の視聴者

にとって具体的にどんな教訓になり得るのかという視点も必要ではないか。地震が

起きたときにまず何をすべきだったのか、建物の造りはどうだったのかといった、

教訓を具体的に世界に示していくような報道があってもよいと思った。 
 

（ＮＨＫ側） 一連の報道について、海外の番組モニターからリポートが続々と届いて

いる。すべてを一度しっかりとそしゃくし、尖閣問題の報道が世界でどの

ように受け止められたのか、どのような伝え方が最も適切かということを

検証したい。 
 

○ 韓国との竹島問題から続けて見ていて、日本政府の立場そのものが「冷静に」とか、

「感情的にならずに」とか、「刺激しないように」といった抑制を前面に出しすぎてい

て、本来言うべきことをきちんと言っているのかという疑問を感じていた。政府の立
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場を踏まえながらＮＨＫの一連の報道姿勢を見ると、やはりどこか冷静さといったも

のに引きずられているように感じる。感情的な放送に影響される海外の視聴者も少な

くないと思う。今後もこの問題は継続するので、これまでの報道について検証したう

えで、今後の報道姿勢をどのようなものにするか考えてほしい。中国での経済活動が

ひどい状況になっているという点も少しは踏まえてほしい。非常に難しいテーマだが、

日本自体が発言力をもっと強化しなければならない、自らの国益を守るためにしっか

りと発言しなければならないと言いながら、あまり実践されていない。そのような状

況下でのＮＨＫの取り組みの難しさは理解できるが、もう少し検討してほしい。 
 

○  中国各地の暴動など、事件の映像はＮＨＫの現地の記者が積極的に取材してきたも

のだという報告を聞き、そのこと自体はすばらしく安全性も確保されていると思うが、

やはり暴動を起こす側は、たとえ集まっている人数が少なかったとしても、メディア

が来たら暴れようと待っているところがある。カメラが来たら暴れる。ＢＢＣやＣＮＮ

に大きな事件として取り上げられるので、それを利用して暴動を拡大させたり、政府

の信用を落としたり、選挙に利用したりすることさえある。海外メディアで大きく取

り上げられると、伝ぱ力を持ってしまうという側面もあると思う。 
 

○  尖閣諸島のような問題については、第三者はどちらが正しいかなかなか判断できな

い。一方が上品にふるまい、もう一方は非常にエキサイトしているような場合、海外

の視聴者は上品な放送を出している国の主張の方がおかしいと感じるのではないか。

公正な報道の「公正」とは、視聴者がどう感じるかという点で公正でなければならな

い。日本政府の発言は国際常識に反していると思う。ＮＨＫの国際放送は単なるジャ

ーナリズムではなく、日本の国際放送である。その点を考慮してほしい。 
 

○ 世界第２位の経済力を持つ大国である中国で、尖閣問題をめぐってあのような乱暴

ろうぜきが行われた理由はよく分からないところもある。二国間の問題において、当

事者として公正中立な立場があるのか疑問である。日本政府の立場ではなく、日本の

国益をいかに守るかが重要だと思う。世界の常識が通じない国に対して、対立をあお

るような、関係のさらなる悪化だけは避けなければならないと思う。 
 

○ 視聴者が中立公正だと思うことが本当に中立公正であるのかどうか、そのことは疑

問である。私が考える中立公正とは、例えば日本の中で尖閣問題について非常に怒っ

ている人々がいる一方で、例えばソマリア沖に行けば中国の船舶を日本の船舶が護衛

していて、それで中国から感謝状をもらったりしているという事実もあるということ

である。世論をそのまま反映した報道ではなく、日中関係のさまざまな局面について

多元的に紹介していくというのが、中立公正ということであると思う。 
 

（ＮＨＫ側） ＮＨＫは破壊行動をしっかりと取材し、自らのカメラで記録して世界に

向けて発信した。それは中国政府に、「これ以上やらせてはいけない」と

いう抑制をもたらしたかもしれないし、世界各国が中国に対して持つイメ

ージを大きく変えたとも思う。客観的に取材した成果をそのまま出してき
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たということはご理解いただければと思う。 
 

○  われわれは中国や日本の報道は見ているが、中立公正という点から見て、第三者

がこの問題をどう取り上げているのかはあまり知らない。その点をよく調査し、Ｎ

ＨＫとしての論点なり伝え方なりを工夫していけばよいのではないか。また、中立

公正と言っても日本の立場、中国の立場をそれぞれ伝えてもよく分からないかもし

れない。しかし第三国の権威者がもしいれば、そういう人物からコメントをしっか

りと得ておくなどして、二者の関係性を相対化しておかなければならない。もちろ

ん日本の国益に沿ったポジティブな意見である必要があるが、そのような取り組み

をしていかない限りは堂々巡りになる。結果として日本政府が良くないということ

になるのは、解決策のない議論であり、調査や相対化の取り組みをすることでそれ

なりの解決策につながるように思った。 
 

 
＜視聴番組「Ａｓｉａ Ｉｎｓｉｇｈｔ～Ｔｈｅ Ｇｏｌｄｅｎ Ｔｒｉａｎｇｌｅ - Ｆｉｇｈｔｉｎｇ ｆｏｒ Ｃｈａｎｇｅ～」について＞ 

 
○  日本のプレゼンスがあまり見えてこなかった。この地域に日本がどのように関わ

っているのか分からず、物足りなく感じた。 
 

（ＮＨＫ側）  この番組は、アジアという地域で今何が起きどんな生活が営まれてい

るかということを、ＮＨＫの取材という目を通して発信するという役割を

担っているが、必ずしも毎回日本について触れることを決まりにはしてい

ない。 
 

（ＮＨＫ側） 過去に、メコン川で2,000 メートルを越えるカンボジアの橋を日本の援

助で造っているといったテーマを取り上げたこともある。 
 

○  とてもおもしろかった。「黄金の三角地帯」と呼ばれる地域には昔から興味があ

ったが行ったことがないので興味深かった。国際政治の立場から言うと、このあた

りで麻薬密輸が行われる背景には、先住民族や武装勢力、軍政など、国民統合にお

けるさまざまな問題がある。そういった問題が取り上げられないことには疑問を感

じた。戦争と麻薬はセットであるが、その点に触れられていないことについては、

タイの政府や王室、軍などの協力を得た取材だからなのかとも思った。コーヒーを

植えて成功しているのを見て、タイの経済成長や国民統合などの平和構築が進んで

いることに思いを巡らせた。 
 

（ＮＨＫ側） 転作をしている農家がケシを栽培していたのではないだろうかと取材班

が思い、突っ込んで取材しようとしても、同行している政府関係者に止め

られてしまうと聞いている。取材期間のなかでどこまで撮れるかという問

題もある。この地域の麻薬はミャンマーやラオスから来るばかりでなく、

タイの国内にも数パーセント残っている。本当にそれが医薬用に使われて
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いるのか、疑問も感じた。歴史の問題の取り上げ方については、心して今

後も取り組んでいきたい。 
 

○ 「黄金の三角地帯」の風景を初めて見た。とても興味深かったが、番組内容のどこ

に日本との接点を持って行くかが重要だと思う。例えば、この地域や南米などから

流れてくる麻薬が日本にどのくらいの被害を及ぼしているかということ、それにど

う日本が向き合い、撲滅しようとしているかなどは、まさに接点のひとつだと思う。

どぎつく描くのではないにしても、やはりできる限り日本との接点を取り上げてほ

しい。経済的には、ミャンマーとラオスは、タイとは切り放して考えなければなら

ないのではないか。東南アジアでは近年、コーヒー豆をさかんに生産しているので、

一斉に生産することが本当に彼らを支える産業になるのかという疑問もある。その

あたりにもう少し迫ってほしかった。 
 
○  日本政府はメコン川流域の開発や、ＡＳＥＡＮの中でも経済成長の途上にある国々

に対し特別な支援を、さまざまな形で行っており、番組のどこかで取り上げるべき

である。政治的な課題があってのことかもしれないが、「黄金の三角地帯」の諸問

題は経済開発が遅れているがゆえに生じているという面があるので、やはり日本か

らの支援については触れるべきだと思う。番組の冒頭で、中国の支援について取り

上げられている。視聴者はこの地域に対し中国がそれなりに支援をしていると考え

るだろう。日本の印象が消えてしまう。事実を公平に取り上げてはいないのではな

いかという気がした。 
番組のテイストがヒューマン・ストーリーになっていたが、非常に深刻な麻薬の

問題なので、おもしろいのかどうかよく分からない。また、麻薬患者のリハビリは

世界のどこでも行われているにもかかわらず、番組ではタイのリハビリセンターで

奮闘している様子を特別な取り組みであるかのように描いていたことには、若干違

和感を抱いた。 
 

○  最も印象に残ったのは、中国がこのような地域でリゾート開発をやっているとい

うことだった。東南アジアはある意味、国際政治における影響力を争う主戦場であ

る。そのため、番組はおもしろかったが、最後は完全に個人を巡るエピソードの紹

介で終わったことに対する不満が多少あった。今、東南アジアで非常にダイナミッ

クな動きが起きているということが、この番組を見ているだけでは必ずしも分から

ない。もう少しグローバルな視点があった方がより勢いのある内容になったのでは

ないかという気がした。 
 
○  日本の視点や、日本的な要素をどこまで入れるかについては、ＮＨＫの国際放送

がどこを目指すかということに関わるので、このような番組があってもよいと思っ

た。ＮＨＫは常に日本を背負っているだけでなく、麻薬の問題など、普遍性の高い

国際社会の抱えている課題にも向き合っているという表明になるからである。ＢＢＣ

やＣＮＮなどは、「どこかにイギリスやアメリカの影が見えないと取り上げない」と

いう方針ではないと思うので、ＮＨＫもそういう方向を目指すのか、それとももっ
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とナショナルなものを背負っていくという方向を目指すのか、根本的な問題に関わ

る問いである。必ずしも番組に日本が出ている必要は無いと思う。 
 
○  この地域について新しい情報がいろいろとあって、興味深く見た。しかし番組で

主張したいことはタイが努力していることなのか、麻薬を撲滅すべきだということ

なのか、ミャンマーやラオスがあまり成果を上げていないということなのか、あま

りよく分からなかった。例えば、タイの女性がコーヒー栽培を始めてハッピーであ

ると言っていたが、それは経済収入が上がってうれしいのか、麻薬患者が減ったか

らうれしいのか、理由は最後まで明確に示されなかった。 
 
○  ヒューマン・ストーリーになっているために、事態の深刻さや、長年の麻薬栽培

の弊害をコーヒー栽培の導入で打開し、新しい状況に展開していくための実践的な

努力や工夫、背景などの描かれ方が少し不足していたように思った。南米の麻薬の

流通も非常に深刻である。その問題を番組で紹介したような手段でいい方向にシフ

トさせられるのであればとても貴重であり、その仕組みがどんなものであるのか、

立体的に描く工夫があった方が良かったと感じた。テーマはすばらしかった。 
 

（ＮＨＫ側） ミャンマーやラオスについても本当にどのような状況にあるのか、継続

して取材していきたい。この番組はアジアの今を描くものであるが、その

一方でニュースでは伝えられない、その地域の人々の表情や言葉を聞く、

思いを聞くという番組にしたい。現段階ではごくわずかにしか、それが実

現できていない。これからもアジアの多様性などについて取り上げ、世界

の人々に関心を持ってもらう入口になるような番組を目指したい。 
 
＜視聴番組「Ｓｅａｓｏｎｉｎｇ ｔｈｅ Ｓｅａｓｏｎｓ – Mt. Fuji」について＞ 

 
○  日本人の心の琴線に触れるよい内容だったと思うが、海外の人々にはどれほど理

解されるだろうかと感じた。単位が長さはフィート、温度は華氏で表されていたが、

理由があるのか。世界の大多数はメートル法を使っているので、その点が気になっ

た。 
 

（ＮＨＫ側） ナレーターがアメリカ人で、アメリカのアクセントになっているため、

単位はフィート、華氏を優先した。ただ、テロップでメートル法の説明な

ど補足情報を加えてはどうかという検討も行っている。 
 

○  非常に美しく感動したが、名称がローマ字で出てきても意味がわからないことが

気になった。漢字だと地名などのだいたいの意味あいが分かるのだが、ローマ字で

ある場合はもう少し翻訳を足した方がよいように感じた。富士山が爆発するシーン

はリアリティがあり過ぎて現実のことかと思ってしまった。世界中で今、地震が来

て日本はつぶれるのかと思われているので、フィクションであるということを示し

てほしい気がした。また、環境問題についてもう少し触れた方がよいように思った。 
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（ＮＨＫ側） 地名にしても名前にしても、漢字が持っている意味があまりにも多く、

どこまで英語で伝えるかは非常に悩ましい。翻訳するときに最も留意して

いる点である。富士山の胎内神社を訳す際に、直訳するのではなく、続く

場面で母親の子宮であるというような言葉を流れのなかでこめたが、そう

いう工夫をしていきたい。爆発のＣＧについては、例えば画面に「ＣＧ」と

いう文字を入れるなど検討したい。富士山が火の山であることは、富士山

への日本人の畏怖につながっているのだが、今の時期にそれを表現する場

合、世界ではそのような捉え方をされるのだという指摘は新鮮な発見で、

今後気をつけたい。環境保全については、世界遺産の登録を目指している

折でもあり話題になるところだが、情報を盛り込みすぎないようにした。

元番組の「新日本風土記」から海外の人々に分かりやすく、伝えたい要素

を選んでいるので、過不足がやはり出てくるかもしれない。 

 
○  カメラワークが非常によく、美しいのでうっとりしながら視聴したが、富士講に

ついては外国の人々に理解されるだろうかと思った。 
 
○  きれいな映像で非常によかった。ただ、音楽の音が大きく、ナレーションが小さ

かったので英語が聞きづらかった。ナレーションを聞くためにボリュームを上げる

と音楽の音量も上がってしまうので困ったが、低音をカットしてみたところ、聞き

やすくなった。音をいろいろ調べてみたが、女性の低音を入れすぎていると思う。

ネーティブだけが視聴しているわけではないということを念頭において、英語が聞

きやすいようなミキシングの工夫をした方がよいかもしれない。 
 

○   富士講や、番組終盤に出てきた日本人のスピリチュアリティーについては、日本

人にとってもよく分からないのではないかと思う。本当にそれらが富士山を象徴す

る題材なのか、また、取り上げるなら外国人にもう少し分かるように説明をしなけ

れば、不思議な宗教のようにしか受け止められないかもしれない。全体の映像は美

しかったが、その点が残念に感じた。 
 
○  途中で富士山を追い続ける写真家が登場したが、そこから突然シニア層向けの番

組のような雰囲気に変わり、その意味がよくわからなかった。前半に紹介された神

道や自然信仰、富士講などはよかったと思うが、それが突然美しい富士山の撮影に

努力する写真家のエピソードが出てきて、うまくつながらない印象を持った。番組

自体が短くなったとしても、信仰や、富士山は山以上の山であるという面に終始し

たほうがよかったのではないか。途中から、美しいものを追う、というムードにど

こか流されてしまったように感じた。 
 

（ＮＨＫ側） 元の番組「新日本風土記」のコンセプトは、日本人の、知っていると思

っていた知らない風土、足元の文化を見つめ直そうというものである。つ

まり、日本人でも知っているようで知らなかったものをできるだけたくさ
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ん紹介するというコンセプトのもとで６０分の番組を制作しているが、そ

の中から外国の人々にも伝わるのではないかというものを選んで英語化し

ている。富士講については、海外に向けての番組では別の要素を入れた方

がよかったのかもしれない。取捨選択をする際に、外国の人々向けである

ということをさらに意識する必要があると思った。映像については、ＮＨ

Ｋの地方局がベストのポイント・ベストの時間に撮影し、年間を通じてス

トックしてきた最高の映像をふんだんに使用しており、かなりこだわりが

ある。そのため外国の人々の目を引くことができると思うが、さらにそこ

に秘められた日本人の精神世界というものをどのようにうまく伝えていく

か、今後も努力して取り組んでいきたい。 
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平成２４年９月国際放送番組審議会議事概要 
 

平成２４年９月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第５８４回）は７日(金）ＮＨＫ放送セン

ターで８人の委員が出席して開かれた。 
会議では、まず 近のＮＨＫの動きについて、続いて 近の国際放送の動きについて説

明があり、意見交換を行った。さらに、ＮＨＫワールド ラジオ日本のネット展開および視

聴番組「ラジオジャパンフォーカス」について説明があり、意見交換を行った。 後に国

際放送番組の放送番組モニター報告の資料を配布し、会議を終了した。 
 

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

委  員 内海 善雄  （前国際電気通信連合（ＩＴＵ）事務総局長） 

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

委  員 竹中 千春  （立教大学法学部法律学科 教授） 

委  員 中山 俊宏  （青山学院大学国際政治経済学部 教授） 

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

委  員 萩原 敏孝  （㈱小松製作所 特別顧問） 

委  員 渡辺  靖  （慶應義塾大学 環境情報学部 教授） 

 

 

（主な発言） 

 

＜ 近のＮＨＫの動きについておよび 近の国際放送の動きについて＞ 

 
○  政局に関連して、何週間にもわたって法案が可決されない状況や、為替の問題も

あり、民間ではいろいろな意味でかなり苦しんでいる。そういう実態を、もう少し

掘り下げて報道してもらいたい。また、近い将来に本当に原発が無くなった場合、

具体的にどういう影響が出るのか、国民生活や経済成長、経済活動そのものがどの

ようになるのか、さまざまな影響を考慮したうえでどう決断するかという視点をも

って、取り上げてほしいと思っている。国内放送についても言えるが、国際放送で

も留意してほしい。 
 

○  ７月下旬にインドのニューデリーに行った際、宿泊したホテルで NHK ワールド

TVが視聴できた。BBC や CNNと並んで見劣りせず、しかもアジアの視点を持った

報道だと感じた。例えば、イランの湿地帯が汚染されているという話題や、グリー

ンランドの氷が大量に解けて崩落しているという話題など、取り上げる内容がBBC

や CNNとは一味違っており大変よかった。 
 

○  ８月８日にミャンマーでＮＨＫワールドＴＶの放送が始まったとの報告があっ

たが、私が８月下旬にヤンゴンのホテルで宿泊した際には視聴することができなか

った。受信できる環境でも、ホテル側の都合で受信しないというケースもあるのか。 
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（ＮＨＫ側） ＮＨＫとしては各ホテルにワールドＴＶを放送してもらうよう促す努力

を重ねているが、 終的に放送するかどうかはホテル側の判断による。 
 

○  ８月下旬に NHK が世界のメディアで初めて、アフガニスタンのタリバン対米交

渉担当者に単独インタビューを行い、ニュースで伝えたことが、現地の関係者から

注目を集めたと聞いている。「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」など、国際放送でも放送したのか。 
 

（ＮＨＫ側） インタビューをしたというニュースは、「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」でも放送した。 
 

（ＮＨＫ側） このインタビューを深く掘り下げた「クローズアップ現代」は、NHKワ

ールドで９月１１日に放送する予定である。 
 

＜視聴番組「ラジオジャパンフォーカス」ついて＞ 

 
○  １０１歳の詩人の回に感銘を受けた。詩の話なので音だけでもよく分かる。詩の

中身が非常にはっきりしていて、割合単純なものなので、メッセージが伝わりやす

かったという意味でもよかった。燃料電池を作る際に出る二酸化炭素を肥料に使う

という、“絶品トマト”の回もテーマは良かったが、数字が次々に出てくると分か

りにくく感じた。 
 
○  今回の視聴番組では、「テクノ」「文化・生活」といったテーマが設けられている

が、どんな構成で放送するのかについては相当苦心しないとひとりよがりになって

しまうと思った。“トマト”の回は、おいしそうなトマト、立派なトマトができた

と言っているのだが、二酸化炭素が流れる装置やトマト自体の映像があった方がよ

いような感じで、興味深かったがテレビのほうが向いている内容だったと思う。ラ

ジオ番組制作者の苦心が感じられた。銀座の回では 初に津軽三味線の音色が聞こ

えてきた。銀座とどんな関係があるのか、ちょっと不思議に感じた。 
 

（ＮＨＫ側） 視覚に訴えられないので、内容をどう分かってもらうのかについては本

当に苦労する。制作者はラジオならではのコメント力を磨いて、聴いて

いると情景が目に浮かぶようなものを書くよう心がけたい。 
 

○  “トマト”の回については、非常に興味を持って聴いたがよく分からなかった。

その理由は、難しい単語がいくつか出てきたことと、話し方が一本調子であること

である。詩人の回については、取り上げた人物がテレビ番組で紹介されていたのを

見たことがあったためイメージがしやすく、内容も分かりやすかった。ナレーショ

ンも単調ではなかった。競輪選手の回については、内容は分かったが少しもおもし

ろくなかった。銀座の回は、日系三世のブラジル人出演者が何を話しているのかよ

く分からず、銀座というのに映像がなくて全くおもしろくなかった。そもそもテレ

ビに適したテーマを選んでいるからではないか。ラジオにふさわしいテーマが、詩
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人の回以外選ばれていないと思う。アナウンサーが読んでいるのは、同じ原稿をそ

れぞれの言語に翻訳したものではないかと思うが、本当に単調になってしまってい

る。ニュースと異なり、今回の番組のようにナレーション中心のラジオ番組を理解

できるほどの語学力を持つ人は、ノンネイティブにはあまりいないと思う。NHKワ

ールドを聴く人はネイティブだけではない。かつ英語で聴く人がほとんどであると

すれば、ノンネイティブが理解できる英語をまず考えるべきではないか。国際機関

で話されている英語というのは、ノンネイティブの人が分かる英語である。そのよ

うな基準をもったほうがよいのではないかと思った。 
 
○  海外でこのような番組を聴いている人は、日本でどういうことが話題になってい

るか、流行しているかといったことに興味があるのではないか。例えば、日本でマ

イケル・サンデルが人気らしいとか、AKB４８は人気があって海外に進出している

といったことに、実際に私の海外の友人たちは大変興味を持っている。そういう観

点からすると、詩人の回でとりあげた『くじけないで』という詩集については確か

に日本でもそれなりに関心があったと思うが、他の回については日本に住んでいて

もやや初耳という感じが否めない。しかも、多くの日本人が強い関心を示すテーマ

かどうかという点についても少々疑問であるので、もう少し切り口に工夫があった

方がいい。例えば若者論は日本の論壇の中ではやっているが、ほかの国でも関心を

持たれるのではないかと思う。また、アメリカでは例えば３０分も議論が続いたり、

時折討論者どうしがけんかしたりして、掘り下げた議論が行われる番組がある。そ

のような議論、もう少し深みのあるような話題があってもよいのではないか。 
 
○  「ラジオはホットなメディアで、テレビはクールなメディアである」と、カナダ

人学者のマクルーハンが述べている。ラジオがホットなメディアであるという意味

は、トークが中心にあり、それがある種の想像力を刺激し、映像に制約されないイ

メージが膨らんでいくということだと思う。ラジオ日本の場合は、どうしても多言

語に翻訳して放送するという宿命から原稿を用意せざるを得ず、フリートークがで

きないのだと思う。そのためラジオ本来の強みが失われて、例えば“トマト”の回

については原稿を読んでいることがすぐに分かってしまい、聴いていて疲れてしま

う。どのようにその壁を乗り越えたらよいのか考えてみたが、全く分からなかった。

制作側でそのあたりについて検討はしているのか。３０分は無理だろうが、例えば

１０分程度の、フリートークのような内容を、即座に翻訳していくという工夫は現

実的には無理なのか。 
 

（ＮＨＫ側） 「リスナーとともに」という番組のみが各言語で独自に制作されている。

今回の視聴番組「ラジオジャパンフォーカス」のような番組の場合、以前

は一人のナレーターで制作するケースが多かった。それをもう少しやわら

かく、分かりやすく聞かせようという工夫で、 近は男女一組のナレータ

ーによるかけ合いを導入している。また、番組部分が終わってから、改め

て出演者どうしがフリートークでかけ合うような試みも行っている。 
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（ＮＨＫ側） 放送する言語の対象が決まっているところ、例えばタイやベトナム、パ

キスタンといったところについては、各国の事情に合わせたプレゼンテー

ションがしやすい。それぞれの事情に合わせてアレンジをして、現地から

来ている放送専門家と我々日本人の制作者が議論を戦わせてコメントを補

足するといった工夫ができるが、英語放送だとどうしてもユニバーサルに

せざるを得ないという宿命があり、特定のリスナーを意識することが逆に

しづらい。 
 

○  今回の視聴番組はどのようなリスナーを想定して制作されているのか。誰が聴い

ていることが前提となっているのか。また、今回の４本をどんな理由で選んだのか。  
ある地域に住んでいる人々の中には、テレビやネットを利用できる人々がいる一

方で、ラジオが主力メディアだという人々もいる。例えばネパールの民主化運動は、

FM ラジオ局がネパールに次々にできたことから始まったというのが通説である。

リスナーをどう想定するかということはとても難しいと思う。 
モニターからの反響を見ると、トマトの回への反響はインドやバングラデシュで

農業をしている人、ぺルーでジャーナリズムに関わっている人などから寄せられて

いる。アイディアを探している人たちであろう。他の反響を読んでも、自分に関心

がある分野がテーマとなっている番組を聴いているように感じられる。 
 

（ＮＨＫ側） ラジオ日本は現在、短波以外に中波、FM、衛星ラジオでも放送している。

そのため、その地域ごとに、番組を聴いている人々すべてがリスナーであ

ると考えている。 
 

（ＮＨＫ側） 今回の４本は、好評意見ばかりではなく、改善すべき点の指摘といった

意見なども含めて、反響の大きかったものを中心に選んだ。制作側として

は内容が良かったと思える番組でも、反響が少なかったものは選ばなかっ

た。 

 
○  自分が行く地域というのは途上国が中心で、ラジオは貧困層から中間層の人々が

主に聴くメディアとして捉えている。そういう地域では、日本の何について関心が

あるかというと、やはりテクノロジーの部分であることを普段から感じているので、

今回のトマトの回は少し内容が難しかったかもしれないと思った。こういった分野

は先進国のリスナーにとっても関心のあるものだと思うが、それ以上に熱を持って

ラジオを聴いている途上国の人々にとっては、内容的にあまりに先を行き過ぎてい

て、イメージしづらかったかもしれない。テクノロジーの分野を分かりやすく伝え

るチャレンジは続けてほしい。 
 

（ＮＨＫ側）  毎週火曜日に日本の 新技術、あるいは 先端のビジネスを紹介して

いる。比較的難しい内容である場合もあるので、若干番組の長さは短めに

制作している。ほかの曜日の番組が１０分であるのに対して、７分から８

分程度である。それを「日本の昔話」というぐっとやわらかい内容と組み
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合わせて放送している。 
 
○  “トマト”の回はまさに先端技術の話であった。例えば燃料電池車の利用で排出

される二酸化炭素が減る一方、その燃料である水素を作るためにはどうしても二酸

化炭素ができてしまう。減る二酸化炭素と生じる二酸化炭素の比率は、現在の技術

レベルではおよそ１０対７である。つまり燃料電池車にすればすべてが解決すると

いうわけではなく、トータルで見ると３程度しか二酸化炭素は減らないということ

である。しかし、生じる二酸化炭素を、番組で取り上げたような例えば農業への有

効利用に使用できれば、世の中の地図が相当変わって見える。このような難解なテ

ーマを、よくぞ選んだと思った。ただ、分かりにくい。今私が言ったような情報を

冒頭で伝え、実用化されたら大変な意味があると言ったら聴いてもらえるような気

がするが、途中で「生じた二酸化炭素の販売先が無くて問題である」という情報が

わずかに出てくるのみで、数量的なインパクトが分からないためよく理解できない

まま話が進んで行ってしまうという印象を持った。しかしテーマの選び方は鋭いと

思った。 
アメリカのラジオ番組で「Talk of the Nation」というものをよく聴く。その番組の

テーマは本当に森羅万象で、非常にローカルなことから難解なことまで扱う。しか

し内容はけっこう理解できる。それは、キャスターが聴き手の目線で、各テーマの

専門家に話を聞いているからだと思う。例えば「テクノ・ビジネス」がある地域の

人々にまさに注目されているなら、その時間はもうある特定の人々向けにしてしま

って、その人々の目線を持つ人が専門家の話を対話形式で聞くといった工夫をすれ

ば、相当なところまでいけるのではないか。 
 

○  ラジオで何を取り上げるかという問題があると思う。例えば BBC はラジオを含

めてチャンネルがたくさんある。カレント・アフェア（時事問題を取り上げた番組）

を一日中放送しているサービスもある。その中で、ディベートやディスカッション

の番組がかなり多い。３０分ないし１時間かけてじっくり議論するという番組だが、

昨今の原発問題などはそういう番組に適したテーマではないか。切り口や、きちん

と話せる人を見つけてくるのが大変だとは思うが、ラジオはテレビと違ってじっく

りと、「これを聴こう」と思って聴くものなので、将来的には検討してもよいので

はないか。 
 

（ＮＨＫ側）  ３年後に、ラジオ日本は放送開始８０周年を迎える。ラジオは古いメ

ディアだがネットと親和性があって新しいメディアでもある。また、ア

メリカなどではオピニオンリーダーほどラジオを聴くという側面もある。

また、ラジオ日本が１７言語で放送しているということは、１７カ国の

専門家を擁しているということであり、NHK の中で唯一、多言語の人材

を擁していると言える。今後も多言語の多メディア展開を図り、音声サ

ービスのいっそうの充実を考えていく。 
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平成２４年７月国際放送番組審議会議事概要 
 

 

平成２４年７月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第５８３回）は１３日(金）ＮＨＫ放送セ

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

明があり、意見交換を行った。ひき続き、視聴番組「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」について意見交

換を行った。最後に国際放送番組の放送番組モニター報告の資料を配布し、会議を終了し

た。 
 

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

副委員長 今井  克 （(株)全国新聞ネット 顧問） 

委  員 内海 善雄  （前国際電気通信連合（ＩＴＵ）事務総局長） 

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

委  員 竹中 千春  （立教大学法学部法律学科 教授） 

委  員 中山 俊宏  （青山学院大学国際政治経済学部 教授） 

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

委  員 萩原 敏孝  （(社)経済同友会 副代表幹事） 

委  員 渡辺  靖  （慶應義塾大学 環境情報学部 教授） 

 

 

（主な発言） 

 

＜最近のＮＨＫの動きについておよび最近の国際放送の動きについて＞ 

 
○  「京都アフガン平和会議」を取り上げたことはすばらしい。アフガニスタンの支

援国会合はカルザイ大統領も参加して開催され、日本のメディアも大きく取り上げ

ていた。しかし国際的に、特にアフガニスタンの現地で大きく取り上げられていた

のは、日本のメディアではあまり扱われなかった、この「京都アフガン平和会議」

のほうであった。穏健派のタリバンとアフガン政府、それにもう一つこれまでなか

なか会議のような場に参加してこなかった勢力が一堂に会したので、アフガニスタ

ン人や国連関係者、日本大使館の人々も含めて大きな話題となり、アフガニスタン

現地の新聞でも相当に取り上げられていたと聞いている。日本ではあまり報道され

ないのだろうと思っていたところ、ＮＨＫワールドではこれを取り上げていたこと

を知りとても感激した。また、現地にいる知人がＮＨＫワールドＴＶを皆で見たと

言っていたこともこの場で伝えたかった。これはすばらしい目のつけどころだった

と思う。 
 

○  以前にＮＨＫワールドＴＶで放送したニュースの中で取り上げられた風力発電

のトピックは、カナダ人研究者のネットワークでかなり話題になっているという事
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例もある。 
 

○  ８月６日と９日の式典の中継を海外にも放送するとのことだが、どのような解説

をつけて放送するのか。日本が国際社会に向けてメッセージを打ち出せる貴重な機

会なので、国内放送に単純に英語翻訳をつけるだけの放送ならばもったいないと感

じる。 
 

（ＮＨＫ側）  国際放送用に英語のコメンテーターやアナウンサーを現地に派遣し、

日本国内向けの中継を英語にするかたちで放送する。基本的には日本語

の放送と情報をもとにするが、海外の人々に分かりやすいコメントにす

るなど、海外を意識した伝え方をする。 
 

（ＮＨＫ側）  広島の式典は、全国向けには前半を中心に伝えている。ローカル放

送用にフルサイズで放送する内容を、そのままＮＨＫワールドＴＶで放

送しようと考えている。 
 
＜番組視聴「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」(消費税率引き上げ法案の成立確実に) 

（ＮＨＫワールドＴＶ ６月２６日(火)１８：００ほか）について＞ 

 
○  消費税率引き上げ法案の成立が確実になったというニュースは、午後３時台に第

一報があって、視聴番組は午後６時台のもので、午後８時台にはもう少し詳しい情

報を伝えたとの説明だったが、午後６時台の番組だけを見た人が内容を理解できた

のか疑問に思った。第一報から午後６時の番組までの時間があったのなら、現在の

日本の状況において、税率が８％や１０％であることがどんな意味を持つのか、国

家予算の中に占める借金の割合はどんな比率になっているのかという説明を用意

すればもう少し分かりやすかったかもしれないと思う。この午後６時台のニュース

を見た人々は日本が少し前に踏み込んだということが分かる一方、本当にこれで安

心できるのかという疑念も持つだろうと思う。さまざまな情報を正直に伝えていく

ことが非常に大切ではないかと思う。 
 

○  総理会見を同時通訳で聞いていて、いろいろな党名が出てきて、よく分からない。

これは外国の人には分からないだろうという感想を持った。二十数分間聞いたとこ

ろで解説があって、要点が分かった。この種の問題については総理会見をそのまま

流すだけでは分かりにくい。また、総理の同時通訳者が女性で、多少違和感をもっ

た。 
 

○  午後３時、６時、８時とそれぞれの時間帯で違う内容を放送したとの説明だった

が、そのすべてを見た視聴者はほとんどいないと思う。日本人が海外で見る場合は

少し違うかもしれないが、国際放送では、たまには日本のニュースを見ようかとい

う場合が多いように思う。そういう見方をする人々に対して、総理会見を放送し続

けることの有効性に非常に疑問を感じた。また、同時通訳することのリスクもある
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と思う。解説を聞いてようやくなるほどと思った。なぜ詳しい解説番組にしなかっ

たのか。会見を聞いてその場での解説となると、十分なことはできない。時間を少

しおいてまとめてから放送すればよかったのではないか。津波や原発事故の報道の

時には、「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」には速報性が求められていたと思う。しかし消費税引き上

げについても同様の速報性が必要なのか。テーマによっていろいろ検討が必要では

ないか。 
 

○  野田総理は会見の際、海外の人に向けてではなく、日本国民に向けてメッセージ

を伝えている気持ちだったわけなので、そこには難しさがあったことはよく理解で

きる。しかし、いかにも長かった。会見をそのまま放送して、ＮＨＫワールドがタ

ーゲットにしている海外の視聴者に向かって正しくメッセージが伝えられたかど

うか。今回のやり方以外の方法があったかもしれない。 
 

○  ブレーキングニュースとして伝えるときに、「何が」ブレーキングなのかという

ことがすべて抜け落ちていた。重要なところをピックアップして、最初に少し意味

づけをしてから会見を引用して、もう一度意味づけしてまた引用して、という工夫

がなければ、すべて視聴者に投げ出して自分で考えさせ、ずっと辛抱した人が最後

に分かるという構造になってしまう。これでは視聴してもらえない。最初にこのニ

ュースはこういう点がブレークだと示して解説し、続けてブレーク１、ブレーク２、

ブレーク３と整理していく間に解説が入るという構造にしなければもったいない。

なお、株価のニュースではアジア市況の箇所でインドが入っていなかったので、入

れて報じてほしい。 
 

○  消費税については、日本の景気がこれだけ冷え込んでいるときに上げるのがよい

のか、いずれ上げなければいけないにしても、今上げる必要があるのかどうか、経

済学者の中でも意見が分かれている。今回の消費税率アップが国際経済においてど

んな意味を持っているのかという見地から、立場の異なる経済学者のコメントがあ

ればよかったのではないか。ビジネスニュースに関しては、鉄鋼、スペイン経済、

キプロス、アジアンマーケット、ルネサスエレクトロニクスの再建という順で取り

上げられていたが、いろいろな数字が出て来るアジアンマーケットは最初か最後に

取り上げることにして、ミニ特集のようなものをいくつか続けて放送した方が、見

ている側からするとどんなセクションか分かりやすくなってよかったと思う。 
 

○  この「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」については、状況説明をもう少しするべきだったというこ

とにつきる。日本政治について、外国人に対してしっかり理解できる言葉で、英語

で説明できる人は本当にいない。そういう人材をＮＨＫ自身で育てていくと同時に、

そういう人材のプールを作っていかなければならない。日本の国内情勢に対する世

界の関心は以前と比べて若干落ちているかもしれないが、原発事故があったり、さ

まざまな動きが起こっているアジア地域において重要なファクターであることを

思うと、いろいろな状況に対して説明できる体制を作っていく必要があるのではな

いかと思う。また、総理会見をそのまま流したのは当事者の生の映像がほしいとい
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う気持ちからだったのではないかと思うが、ダイジェスト版でもよく、官邸で広報

を担当している人物などをスタジオに招き、ＮＨＫの解説担当者とやりとりしなが

ら話す方がいい形になったのではないかと思った。 
 

○  ニュース番組を見るときには、冒頭でどんなラインナップなのかを確認し関心が

ある内容があればその時間まで待って見る。また、同じ時間帯の他のチャンネルを

見てみて、興味が持てる内容だったり、途中から見ても何の話をしているか分かる

場合にはそちらを見たりする。この「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」では、冒頭にラインナップを

示すような仕掛けが見当たらなかった。総理会見の際に画面下部に流れているテロ

ップからは、あまりインパクトが伝わってこなかった。テロップに何か工夫をする

だけでも、途中から見た場合にどれくらい重大なニュースを今放送しているのかと

いうことがビジュアルで分かるようにできる。そうすればあと１，２分、チャンネ

ルをそのままにしておいてもらえるのではないか。 
 

○  総理会見の同時中継という試みは非常に良いと思う。欧米の放送でもニュースの

中で、例えばオバマ大統領がホワイトハウスで会見をするという時などには、冒頭

を１分ほど中継することがある。そうするとニュース全体が非常に引き締まる感じ

になる。そのようなトライアルは続ければよいと思う。視聴番組は日本政治、ビジ

ネス、国際情勢、天気予報という構成だったがその中で常に日本的視点、ＮＨＫの

視点というものがどこかに入っていなければならないと感じる。基本はグローバル

にニュースを伝えるが、そのニュース自体の選択や伝え方については日本独自の視

点が必要であろう。今回の中では、新日鉄と住友金属工業の統合や、ルネサスエレ

クトロニクスの経営再建のニュースは他の国際メディアでは取り上げなかったも

のだと思う。そういう点で、日本の経済に関心を持っている海外の関係者には価値

のある内容だったのではないか。 
 

（ＮＨＫ側） 総理会見を中継するという速報性を重視して取り組んだが、同時通訳の

難しさや会見の内容を考えると、このような長さで中継する必要があった

のかどうか反省すべき点があったと思う。また、解説についても、もっと

多様に部厚く準備をして、午後６時の放送に備えることができたかもしれ

ないと感じた。今後に生かしたい。 
 
＜番組視聴「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」(リポート選) 

（ＮＨＫワールドＴＶ ５月３０日(水)ほか 全７本）について＞ 

 
○  パキスタンに硫酸をかけられる女性たちがいるということをＮＨＫが取り上げ

たのは、日本のメディアは人権問題について関心を持っているということを示す意

味で、よかったと思う。リポートに登場したＮＧＯの指導者の女性はフランス人だ

った。パキスタンの女性がイニシアチブを取って人権活動をしていくのは難しいと

いう事情の反映であろう。天安門事件に関わった軍人については、よく見つけたも

のだと感心したが、放送後のその人物の身の安全が心配になった。国内の若手記者



 

 5

が地方局からリポートしているのは、良いことだと思う。世界に向けて放送すると

いうインセンティブを与えることで、張り切って仕事に取り組むというのはよいこ

とである。 
 

○  すべてのリポートを感動して視聴した。大変なドキュメンタリーの実力だと思っ

た。現地から記者が頑張って話していることも非常に良いことだと思った。地域に

よっては、内戦下であったり、イスラムファンダメンタリストがいたりという状況

の国々で取材するのは、かなり危険でもあり、どこまで公表できるのかということ

や、公表したあとにどんなことが起きるのかということを非常に厳しく考えなけれ

ばならないと思った。インターネットで情報が得られるようになれば、そのことに

も責任をもって報道していかなければならない。 
 

○  パキスタンのリポートは、一般的にジェンダー・ベースド・バイオレンスと言わ

れている性差別に基づく暴力を取り上げたもので、この問題はＮＧＯや国際機関の

中でも直接対応している団体が世界的にもまだ足りていない分野であり、そこに着

目して非常にバランスの取れた報道をしていると思った。現地の支援団体の代表者

が直接キャスターとやり取りをする機会を設けたことで、具体的な対策や、最も現

場に近いところの情報を視聴者に届けることができていた。キャスターが支援団体

の代表者に質問をした際、法整備面や文化面、世論といったパブリック・オピニオ

ンについてとてもバランスよく聞いていた。現地でこのような報道をする際の繊細

さに配慮したうえで取材していることが感じられた。自分も紛争地の支援活動のな

かで実際に被害者の女性たちと話していると、マスメディアでこういう問題を取り

上げてもらうことには、自分達の活動を裏付けしてもらう意味があって、とても価

値があると言われる。実際に最前線で活動しているＮＧＯの活動を取り上げている

という意味で、実際の被害者たちだけでなく、その問題に対して何かしなければな

らないと感じている人々の支えにもなる内容だったと思う。現地の人々がＮＨＫの

国際放送をテレビで視聴できるとは限らないので、ぜひ同じような内容をラジオな

ど彼らがアクセスしやすい媒体でも伝えて、実際の被害者の女性たちにも情報が届

くようにしてほしい。リポートしている記者たちの話し方は、全編にわたってとて

も聞きやすく自然に耳に入ってきた。日本人のアクセントはありつつも、話し方や

スピード、区切りに配慮して分かりやすく話していると感じた。 
 

○  いくつかのリポートは大変よい内容だった。ほかのメディアではなかなかとらえ

られない内容を報道していた。国内リポートのうち、中学生が修学旅行で東北に行

ってボランティアをするものについては、紙を乾かして何にするのかよく分からな

かった。がれきを片付けているような内容であればよかったかもしれない。ビザ無

し交流のリポートについては、少し残念に思った。やはり日本の国際放送であるな

らば、北方４島の状況について明快に触れるべきではないか。現状をリポートする

ことには意味があると思うが、買い物ツアーを一生懸命に手伝っている日本人の姿

を伝えることは、情けないように思った。 
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○  海外リポートは、国内にももう少しきちんとした形で放送してもよいような、価

値ある取材だったと思う。ニュースについては、そのことが日本とどう関係するの

か、どう影響するのか、日本はそれをふまえてどうするのか、という視点があれば

よりよいと思う。海外のニュースを取り上げる際に、日本というのは何なのかを示

すよう言い続けている。国内リポートについては、その取材の目的や意図が伝わっ

てこなかった。特にビザ無し交流のリポートでは、北方４島の状況があるのだから、

このようなことをしていてよいのかという視点がどこかにあればよかったと思う。 
 

○  外国のテレビ放送では、ある種の映像が出るときには事前に警告が出されたり、

少しぼかしたりという注意が払われている。パキスタンの硫酸をかけられる女性た

ちのリポートについてはそれらが無く、むごたらしい画面が何度も放送されたこと

でＮＨＫは世界とスタンダードが違うと思われたのではないかと気になった。 
 

○  例えばＢＢＣの画面では、これから紹介する映像をご覧になる方は気をつけてくだ

さい、というメッセージが出ることがある。非常に残酷な、例えば遺体がたくさん

出て来るような映像の場合であるが、今回のリポートがそういうケースに該当する

のか分からないが、多少は配慮が必要かもしれないと思った。 
 

○  ニュースは不特定多数の人間が視聴する。特集番組やスペシャル番組であれば、

テーマに応じて構えて見ることができるが、ニュースでは視聴する側が見る映像を

コントロールできないため、意識せずにむごい映像に接してしまうことがあるかも

しれない。パキスタンのリポートについては、ある種の注意喚起があってもよかっ

たのではないか。ビザ無し交流のリポートについては、北方領土へのスタンスとい

う見地から、強い違和感を持った。 
 

○  パキスタンのリポートで登場した女性たちにはあとで報復されてしまう可能性

もあることを考えると、顔や名前を出して大丈夫なのか配慮が必要かと思うが、そ

の一方で撮影を許したのは障害を負った人がそのことと向き合ってまっすぐ生き

ていこうという気持ちからであり、映像がショッキングだからそれを見せたくない

と捉えるかどうかは、非常にデリケートな問題だと思う。パキスタンは人権活動が

非常に活発で、女性の活動家も数多くいる。優れたジャーナリストもいる。議会に

も女性が２割以上参加している。リポートで紹介されていた法案についても、ジェ

ンダー政策が国際社会から押しつけられたわけではなく、むしろ市民社会から起こ

ってきた動きであったと思われる。この問題には、さまざまな議論の余地がある。  

「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」は非常によい番組になってきている。力のこもった現地取材リポ

ートを１５分ずつ、２本合わせて３０分ほどの特集番組が作れるくらいになってい

るように思う。事前にどんな特集かということをしっかり周知して、それから放送

するスペシャル番組というものがあるとよい。 
 

（ＮＨＫ側） われわれがふだん報道現場でしているような議論がこの場で展開され、

とてもうれしく思った。パキスタンのリポートについて、もしＮＨＫが視
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聴に対する注意を事前に出したとしたら、伝えるメディア自身が取材対象

をそういう目で見ていることを強く印象づけてしまうことになる。国内ニ

ュース、海外ニュースに共通することだが、ＮＨＫでは処刑される場面な

どの残虐な映像や、災害で実際に流されてしまう場面などはメディアの責

任としてカットしている。今回のリポートについては、本人の承諾を得て

取材し、自ら訴えたいという本人の思いを大切にして伝えたものである。 
 

（ＮＨＫ側） 今回取材した人物は、パキスタン国内でもテレビに出演してこのような

暴力の被害について訴えている。そういった意志を持った人物だけに画面

に登場してもらった。不特定多数の人間が視聴する番組で使用する映像に

ついては、確かにさまざまな配慮が必要だろうと思っている。 
 

○  リポーターのレベルが非常に高くなったことに着目したい。国内リポートを担当

した記者たちの英語で伝える技術はしっかりしていた。さまざまな研修の成果が出

ているのではないかと思う。今後も、日本で起きている出来事や世界で生じている

問題について日本人がどう考えているかということを、日本人の見方としてきちん

と伝える、正確に訴えるという力を増強していってほしい。 
 

○  ＮＨＫワールドのひとつのあり方が、「アジアに関して情報を得るならＮＨＫを見

るのが一番だ、アジアのキーはＮＨＫの報道だという信頼を高めていく」というも

のだとすれば、パキスタンや中国のリポートは、日本が言論の自由が保障され、人

権を大切にし、民主主義を掲げている国だということを示す非常に意味のあるリポ

ートだったと思う。こういった視点をもっと前面に押し出した方が良いのではない

か。例えばＣＮＮは「Ｔｈｅ ＣＮＮ ｆｒｅｅｄｏｍ ｐｒｏｊｅｃｔ」という取り組みを行っており、

世界各地で起きている悲惨な状況を伝えている。そこまで政治色を出すことの是非

は見解が分かれると思うが、今回紹介されたリポートは日本の特性を伝えていくう

えではとてもよかったと思う。ビザ無し交流のリポートについては、日本から参加

した、事務局ではない人々の感想はどういったものだったのか、このような交流に

参加していない人が果たしてこのことにどんな意見を持つのかという視点がある

と、より重層的な内容になっただろうと思う。 
 

○  現場に行き、現地の人々を取材することには非常に価値があると思った。日本の

視点、ＮＨＫの視点をどう出すかを考える際、題材の選び方自体に価値観が現れる

ように思う。日本の対外政策、あるいは援助政策の考え方の中には人間の安全保障

という考えがある。視聴番組からは、その優れた価値観をＮＨＫも持って報道して

いることが感じられた。 
 

（ＮＨＫ側） 国内リポートについては、特に外国との微妙な問題をはらんだテーマを

取り上げる際には、背景や意味合いをもっと説明する必要があると思う。

東日本大震災の際、東北地方の被災地にある地方局の若手記者から、英語

で積極的にリポートするようにした。若い世代になると海外で生活した経
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験のある者も多く、地方局で活躍している英語の上手な記者たちに日本の

地方の状況を世界に発信することを担ってもらうよう、昨年からネイティ

ブの講師による英語リポート研修を始めた。今後も回数を増やし、できる

だけ多くの記者に参加してもらう。 



1 

平成２４年６月国際放送番組審議会議事概要 
 

 

平成２４年６月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第５８２回）は８日(金）ＮＨＫ放送セン

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

明があり、意見交換を行った。その後「モニター報告を基にした定時番組の反響分析」に

ついて説明があり、ひき続き、視聴番組「TOKYO EYE」および「MAPPING KYOTO 

STREETS」について説明および意見交換を行った。最後に国際放送番組の放送番組モニタ

ー報告と視聴者意向報告があり、会議を終了した。 
 

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

副委員長 今井  克 （(株)全国新聞ネット 代表取締役社長） 

委  員 内海 善雄  （前国際電気通信連合（ＩＴＵ）事務総局長） 

委  員 セーラ・マリ・カミングス 

   （(株)桝一市村酒造場 代表取締役 / (株)文化事業部 代表取締役） 

委  員 竹中 千春  （立教大学法学部法律学科 教授） 

委  員 中山 俊宏  （青山学院大学国際政治経済学部 教授） 

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

委  員 萩原 敏孝  （(社)経済同友会 副代表幹事） 

委  員 渡辺  靖  （慶應義塾大学 環境情報学部 教授） 

 

 

（主な発言） 

 

＜最近のNHKの動きについておよび最近の国際放送の動きについて＞ 

 
○ モニター報告を基にした定時番組の反響分析については、深刻なニュースや厳しい

内容のドキュメントであればｃｈｅｅｒｆｕｌという評価にはならず、ｕｎｐｌｅａｓａｎｔやａｎｎｏｙと

いう、不評と定義されている言葉が選ばれてしまう可能性がある。それが内容につい

ての評価なのかどうかを判断するにはもう一段階工夫が必要ではないか。 
 

（ＮＨＫ側）  反響分析は、リポートを漫然と１００ページ読むよりも、うまく検

索でヒットさせて３０か所を読み込むというような、省力化のための

ツールとしてとらえている。機械的な出力をうのみにするのではなく、

最終的には制作者の目で読み込む必要があると考えている。 
 

○  「ＮＥＷＳＬＮＥ」が最も多く対象になっているのだろうが、ニュース番組に対し

て「気が散る」「混乱する」という評価が出ている場合は、本当にネガティブな評

価であろう。ニュースを見て「混乱」したのであれば、その理由は考える必要があ
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るのではないか。 
 

○ 「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」であれば、ｆａｉｒやｎｅｕｔｒａｌ、ｏｂｊｅｃｔｉｖｅやｓｕｂｊｅｃｔｉｖｅといった言葉で

検索すればよいのではないか。また、日本を紹介する番組が非常に良い結果を出し

ていることが明らかである。 
 

（ＮＨＫ側） 一般の人の意見ではなくあくまで３０か国、１０５人のモニターの声を

分析したものである。モニターは地域の偏りがないよう意識して選んでい

るが、英語のリポートが必要なため、結果として欧米の人、特にイギリス

の人が多くなっている。 
 

（ＮＨＫ側） 反響分析は今回初めて紹介されたものだと思うが、さまざまな意見をど

のように分析し、次の新たな番組開発に役立てていくためのツールとして

興味深くとらえている。ブラッシュアップしていく必要があるが、さらに

磨きをかけて、育てていきたい取り組みだと考えている。 
 
＜番組視聴「TOKYO EYE」（NHK ワールド TV ５月９日（水）9：30ほか）について＞ 

 
○  災害時に日本にいた外国人の世話をしていた学生の話を聞くと、そういった外国

人は英語の情報がないということを切実に感じているようなので、そのような観点

からこの「ＴＯＫＹＯ ＥＹＥ」のような番組は必要だと感じた。 
 

○  いろいろな要素があった中で、地震の揺れを経験できる施設の紹介もあったが、

役に立つのかどうかと思った。医療機関の紹介などは極めて有用だろうが、全体が

統一されていなかったという印象を受けた。とはいえ、とても楽しく視聴した。 
 

○  番組はどちらも非常に安定感があり、安心して視聴できた。クリス・ペプラー氏

のようなプロフェッショナルが番組の中心にいると、番組の安定感が非常に増すと

思った。ただ、財布を無くしたことと、病気、地震、台風という組み合わせはどう

かと思った。 
 

○  盛りだくさんな感じがした。１つ１つはおもしろいが、緊急時にどうすればよい

のかという情報に短くまとめてほしかった。２０年前に来日する際、できるだけ日

本の情報を集めてから来ようと思ったが、同じようにこれから日本へ来たいと思っ

ている人の不安を除くような情報を紹介していくのもよいと思う。 
また、番組内で実際にいろいろ経験している人が普通の人である点も、よかった

と思う。 
 

○  前半には日本はこんなに安全で暮らしやすいというアピールが続き、例えばタク

シーの中の忘れ物が戻ってきたり、病院の治療費が７割免除されたりということは、

他の国にはないということで、非常にインフォーマティブな話題だった。しかし後
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半になると地震に台風、大雨が紹介され、安全というよりも、かえって日本はこわ

いところだという感じがするのではないか。 
 

○  定時番組なので今回のような作りの回もあるのかもしれないが、この回だけ見る

とやはり日本に来ようと思っていた人の気持ちをそぐかもしれない。むしろ、来日

したあと、国内のホテルなどでこのような番組を見せればよいのかもしれない。ま

た、スタジオで進行するばかりではなく、もう少し街なかで撮影するような設定が

あってもよかったのではないか。スタジオだけだとどうしても無機質になってしま

うと思う。サウジアラビアのとあるテレビ番組で、日本の街なかで財布を落として、

それがきちんと返ってくるかどうかを実験するというものがあった。財布はきちん

と返ってきて、サウジアラビアでは大変評判になり、日本に来る人が２０％ほど増

えたという話がある。日本のこういった側面について特集していくことは良いと思

う。 
 

○  ナレーションが非常に明確で、安心して見ていられた。自分が外国に住んでいた

際の経験から言うと、電話のかけ方や、英語が通じる緊急の電話サービスはどんな

ものがあるのかといった内容があればよりおもしろかったのではないか。 
 

○  とても楽しく視聴した。必要な情報を旅行者に伝えるという機能を主眼にしてい

ると思うので、外務省などが作るような説明番組とどこまで違うものを作れるかと

いう点が勝負だろうと思った。情報の伝え方をよりおもしろくするとか、ヒューマ

ンタッチにするかといった工夫もできるのではないか。司会者と２人のスタジオ出

演者のプロフィールを最初にもっと紹介すると、より番組に入り込めるように思う。

また、やはり日本や東京の安全性について、例えば道で会った人やたまたま隣に座

った人も相談に乗ってくれるというような要素が取り上げられるとよいのではな

いか。震災の時もみんなが助け合う、困っていたら英語ができなくてもみんなで助

け合うという情報も入ってくると、地震などが起こったとしても「大丈夫だ」とい

う結論に至るのではないかと思う。そういった内容が番組に出て来ると、説明番組

とは異なるものになると思う。 
 

（ＮＨＫ側） 番組で心がけているのは、東京の美点や、日本の美点を積極的にアピ

ールするということである。今回の内容は、飯田橋にある警視庁の遺失

物保管所を取材したいと考えたことがきっかけであった。しかし、取材

は受けないことになっているとのことであった。そこで、代わりにタク

シー会社をひとつの例として取り上げた。利用者が忘れ物をしたのは運

転手の責任だという発想は、海外では絶対ないだろうと思う。それが東

京のタクシー、あるいはサービス業の感覚なのだということを表現した

くて紹介した。後半に取り上げた地震や台風の話題については、地震が

あったことは世界中の人が知っており、台風も実際に来るので、それら

を隠さず、逆に東京はどのように備えているのかということをアピール

した方がよいと考えた。 



 

 4 

 
 
＜番組視聴「MAPPING KYOTO STREETS」（NHK ワールド TV ５月９日（水）11：30ほか）

について＞ 

 
○  京都の番組について、一本の通りを取り上げるというのはおもしろい企画だと思

った。 
 

○  番組冒頭で「歴史と今とを融合させて生きる京都人のシンボル」として京都タワ

ーが紹介されたが、私は違和感を覚えた。昔のものとあのタワーはどこで結びつく

のか。和ろうそくを意識したデザインだという説明を聞くと、なるほどと思うが、

それでもやはり京都タワーは京都人のマジョリティーのセンスではないのではな

いか。カプセルホテルを取り上げた部分でも、同じように感じた。画面は美しく、

色彩も大変よかった。プレゼンターの佐藤弘樹氏の声はとても良く、外国の人たち

も聞いていて安心感があるのではないか。 
 

○  とてもおもしろかったが、プレゼンターの佐藤氏の話し方はもう少し軽めでもよ

かったのではないか。 
 

○   ＭＡＰＰＩＮＧというのはおもしろい発想なので、３０分の番組だけではなく、セ

グメントに分けてインターネット上で部分的に拾い出すことができたら、京都の旅

行をプランニングする時に役に立つかもしれないと思う。 
プレゼンターの英語は、一生懸命さが伝わってくる、悪くない英語だった。 

 
○  プレゼンターの佐藤氏がどんな人物なのだろうという興味が募った。京都には、

こんな人がいるのだと思って、そういうところも興味深く思った。 
 

○  日本にとってドル箱の旅先として、このようなストリートを取り上げて紹介する

という試みは良いと思う。後半の映像は特にすばらしかった。ただ、冒頭の烏丸通

をふかんで映す場面は、海外の人から見ると普通のコンクリートでできた街並みに

しか見えないと思う。あの場面は少し長いという印象を受けた。 
 

○  とてもおもしろく視聴した。冒頭に京都タワーや京都駅が登場するのは、やはり

新幹線を下りると最初に見るものということで、南から通りをたどっていくのだろ

うと思った。京都タワーは和ろうそくを模したものと知り、興味深かった。誰かが

歩いて紹介するとヒューマンな感じが出てよいのではないか。 
 

○  非常によい番組だった。まず、行ってみたいと思わせられた。また、そうだった

のか、という知識としての発見がたくさんあった。さらに、３０分見ていてとても

心地がよかった。このような３つの要素がそろっている情報番組はあまり無く、と

てもよくできていた。 



 

 5 

 
○  番組の冒頭でラヴェルの「ボレロ」を編曲したような曲が流れて、なぜこの曲な

のかと、非常に違和感があった。 
 

（ＮＨＫ側） 整然と碁盤の目をなす京都の風情を、パターン化の中で多彩な音色を聞

かせる「ボレロ」に重ね合わせてみた。更にそこに京都のわらべうたをミ

ックスし、テーマ曲としての遊び心を演出してみた。音楽に関しては、海

外の視聴者からは「日本を紹介する時には、日本らしい音楽をかけてほし

い」という意見がしばしば寄せられる。一方、制作者からすると、常に新

しい工夫をしたいという気持ちがある。視聴者の要望にどうこたえるか、

またそれをいい意味でどう裏切るかが、番組を作るうえでのだいご味と思

って試行錯誤している。 
 

（ＮＨＫ側） 番組のプレゼンター佐藤氏は、京都でよく聞かれている地元ＦＭ局の

一つで、午前中４時間の生放送番組を２０年近くの間担当されていて、京

都では広く知られた人物である。一方で、テレビにはほとんど出演してい

ない。番組では、登場して一言話しただけで信頼感を感じさせられる人を

探していたので、佐藤氏に出演をお願いした。テレビでの話し方について

は、佐藤氏は試行錯誤しつつ取り組んでいただいているので、今後改善さ

れていくものと思う。 
番組制作時には、ネイティブのスーパーバイザーにも立ち会ってもら

っている。 
番組ではさまざまなテーマを取り上げている一方で、裏のテーマも必

要だと考えている。京都ではどの通りを扱っても信仰が関係してくる。今

回の烏丸通についても、前半の東本願寺のあたりの話の前後にまず和ろう

そくと京都タワーを取り上げたが、そこには京都では仏教の儀式などに必

要な和ろうそくが作られていること、そして和ろうそくに似た京都タワー

が街を見守る灯台として存在していることを紹介することで、京都には仏

教を厚く信仰する心があるということを表現するというねらいがあった。

その意図がうまく伝わったかどうかは人によると思うが、例えば東本願寺

の前は、信仰の気持ちを表す意味で、道が曲がった形で通っているなど、

歴史的なものも含めて裏テーマをしっかり出していこうと考えている。ナ

レーターは関西在住のカナダ出身の女性で、制作側としては非常に番組の

テイストに合っていると考えている。 
 

○  テーマを一つにしぼった番組もよいのではないか。例えば日本庭園の番組には、

海外のガーデニング好きな人が目を向けるだろう。ｖｉｓｉｔ Ｊａｐａｎのテーマで、見どころ

のある地域が少しずつ紹介されていけばよいと思う。最近は海外からの旅行者がようや

く戻ってきつつあるが、旅をするうえで食べ物はとても大事なので、旅行者を安心

させるような内容が紹介できればよいのではないか。 
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（ＮＨＫ側）  ワールドＴＶは３０の定時番組を放送しており、その中には 
「ｊｏｕｒｎｅｙｓ ｉｎ ｊａｐａｎ」という、日本各地を取り上げ、テーマや地域をし

ぼりながら紹介している番組もある。 
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平成２４年５月国際放送番組審議会議事概要 
 

平成２４年５月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第５８１回）は１１日(金）ＮＨＫ放送セ

ンターで５人の委員が出席して開かれた。 
会議では、まず最近のＮＨＫの動きについて、続いて最近の国際放送の動きについて説

明があり、意見交換を行った。ひき続き、視聴番組「Ｊ－ＭＥＬＯ」「ＴＯＫＹＯ ＦＡＳＨＩＯＮ Ｅ

ＸＰＲＥＳＳ」「ｉｍａｇｉｎｅ－ｎａｔｉｏｎ」について説明があり、意見交換を行った。最後に国際放送

番組の放送番組モニター報告と視聴者意向報告があり、会議を終了した。 
 

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

委  員 内海 善雄  （前国際電気通信連合（ＩＴＵ）事務総局長） 

委  員 竹中 千春  （立教大学法学部法律学科 教授） 

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

委  員 渡辺  靖  （慶應義塾大学 環境情報学部 教授） 

 

 

（主な発言） 

 

＜最近のＮＨＫの動きについて および 最近の国際放送の動きについて＞ 

 
○ 英語リポート研修とはどんなことを行っているのか。リポートの原稿は誰が書くの

か。インタビューのしかたについても勉強してほしい。期待している。 
 

（ＮＨＫ側） 研修スケジュールは３泊４日程度で、国際放送局がカナダの公共放送

CBC から英語ニュースのアドバイザーとしてＮＥＷＳＬＩＮＥに招へい

しているプロデューサーと、ワシントン支局での経験がある記者の２名を

主な講師として、彼らを中心に、英語圏で通用するネイティブな表現や話

し方、イントネーション、企画の立て方、リポートの撮り方といった内容

のトレーニングを行っている。参加者には実際に課題を出し、自ら考えて

取り組ませた。ほぼマンツーマンに近い内容で実施した。原稿も自分で書

く。インタビューのしかたや、スタジオ解説に関するトレーニングは今後

の課題である。 
 

○ 番組の中では、どのジャンルのものの視聴率がよく、どんな分野のものが今後改善

の余地があると考えられるのか。 
 

（ＮＨＫ側） １３の国と地域で視聴実態調査を行っている。これはチャンネルの認知

やNHKワールドTVを視聴しているかどうかということに加えて、どんな

番組を視聴しているかについて、1,000 人単位でウェブを中心とした調査

を実施している。上位にくるのは「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」で、半数以上の人に認
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知されている。続くのが「ＮＨＫスペシャル」「クローズアップ現代」、独

自番組では「ＢＥＧＩＮ Ｊａｐａｎｏｌｏｇｙ」「ＴＯＫＹＯ ＥＹＥ」が上位に来る。他の

ニュース情報チャンネルに比べてわれわれが強化すべきはフローの情報

番組である。ＢＢＣなどで毎日放送している経済番組やディベート番組とい

ったものであるが、そういったものをどう強化していくかが課題である。 
 

○ 東日本大震災の１年後に、国際人の育成を支援するある社団法人のプログラムで東

北と関東の大学生がアメリカ視察を行った。日米で定住外国人向けの情報発信がどの

ようになされているかについて比較調査したところ、アメリカには外国人向けの番組

が多数あり広く浸透しているが、日本では定住外国人向け放送をさらに拡充する必要

があるという結論になった。また、学生たちは、ふだんから外国語で情報発信をして

いるＮＨＫワールドのようなメディアの知名度向上が必要であると言っている。若い

人がこのような事柄に関心を持ち始めたことは悪くない。また、インターネットで見

られることをどんどん周知していくとよいのではないか。 
 

（ＮＨＫ側） 国際放送であるＮＨＫワールドは受信料で運営されているサービスでも

あり、日本国内での認知度を上げることは重要なことである。海外での周

知に注力してきたが、ネットでの視聴が可能であること、ケーブルテレビ

でも視聴できるところが出ていることなどを周知し、国内への浸透も重要

な柱として進めていきたい。 
 

（ＮＨＫ側） 災害時の外国人への情報提供は非常に大きな問題だと思っている。ＩＴ防

災ネットワークという、災害時に ITをより高度に活用するための外部協議

会に参加しているが、その場でも外国人向けのネットでのさまざまな情報

提供を進めていく必要があるのではないかという意見が出されている。よ

り周知を進めていかなければならないと考えている。 
 
 
＜番組視聴 「Ｊ－ＭＥＬＯ」「ＴＯＫＹＯ ＦＡＳＨＩＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳ」「ｉｍａｇｉｎｅ－ｎａｔｉｏｎ」  

（ＮＨＫワールドＴＶ ２０１１年１２月５日（月）８：３０ほか、２０１２年３月６日（火）

８：３０ほか、２０１２年４月４日（水）８：３０ほか）について＞ 

 
○ 「Ｊ－ＭＥＬＯ」はとても楽しい番組だった。番組の熱心なファンたちがなぜ日本の

音楽が好きなのか、日本が好きなのかという理由をもう少し詳しく知りたかった。ま

た、音楽番組なので、もう少し音楽自体を紹介してほしいと感じた。日本の音楽は実

に多様なジャンルをカバーしているということだが、「Ｊ－ＰＯＰ」とは何なのか、もう

少し番組内で議論されるとおもしろい。「ＴＯＫＹＯ ＦＡＳＨＩＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳ」もおも

しろかった。キャスターの英語はとても上手だが、もう少しダイナミックに、いきい

きと話してもよいのではないか。専門的な掛け合いのような議論があってもよい。今

回の構成については、最初に靴の話題が出てきて、熱心に見ていたところ突然衣装の

話題に切り替わり、そのあとにまた靴が出てきた。ストーリーの組み合わせがうまく
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いっていなかった印象があった。「ｉｍａｇｉｎｅ－ｎａｔｉｏｎ」については、インタビューはビ

ビッドで、紹介された人々も元気にコメントしていておもしろかった。日本語で話し

ているスタジオゲストが、他の出演者の英語による会話が盛り上がっても、それに参

加できないのではないかという点が気になった。 
 

（ＮＨＫ側） ご覧いただいた放送回は過去のリポートのダイジェストであり、初回放

送の際には、取り上げたＪ－ＰＯＰファンが日本のアーティストをどうやっ

て知ったのかといったインタビューも行っている。楽曲については、番組

数の４分の１程度の分量で、ライブを取り上げたり、曲を紹介したりする

ことに重点を置く回を設けている。Ｊ－ＰＯＰとは何かというテーマは難し

く、ディベート番組か、または全く別の形の番組にした方がよいと考えて

いる。世界各地の、できるだけあらゆる地域をカバーするように番組を制

作していきたい。 
 

（ＮＨＫ側） キャスターについては、ネイティブのスタッフが指導しており、打ち合

わせしながらこの形になっている。外国人ゲストがスタジオに来た際など

にはアドリブ度は高くなる。今回取り上げた日本人デザイナーは、靴のデ

ザイナーとしてスタートし、日本で大変有名になった人物である。このデ

ザイナーの靴がすばらしいということで、まずは靴を取り上げてみた。も

う少し詳しく説明したかったが、紹介するとすぐ別のブランドがまねをす

るとのことで、企業秘密であり取材は難しかった。すぐフォロワーにまね

をされるため、どうしても煮えきらない場面がある。 
 

（ＮＨＫ側） 多くのゲストが英語を使わないので、英語で盛り上がっている場面は、

日本語で説明を加え、参加してもらうようにしている。インタビューの前

には雑談をし、日本語と英語を交えて打ち合わせをしながら、なるべく柔

らかに番組に入ってもらうように努めている。 
 

 
○ 「ｉｍａｇｉｎｅ－ｎａｔｉｏｎ」を選んで視聴したが、その理由はマンガが日本経済に最も貢

献し、かつ日本の文化を世界に発信している重要なコンテンツではないかと思ったか

らである。内容は非常によかったが、出演者によるプレゼンテーションのしかたがハ

イテンションすぎて迎合的だと感じた。日本語のインタビューがきちんとした英語で

字幕になっているかについて注目したが、大部分が３行の字幕であった。２行ならつ

いていけるが、３行は無理である。簡潔な字幕を作るよう心がけてほしい。「ＴＯＫＹ

Ｏ ＦＡＳＨＩＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳ」も視聴した。あるトレンドが東京の最先端ファッション

として紹介されていたが、きょうＮＨＫに来る際、表参道を通って見てみたところ、

そのファッションの人はほとんど誰もいなかった。日本人の多くは、もっとセンスの

いい服を着ている。とても特殊な例であるファッションを日本の国際放送として放送

するべきなのか、疑問に思った。国際放送の目的には、外国に対して日本のイメージ

を良くすることも含まれるのではないか。 
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（ＮＨＫ側） 英語字幕は、なるべく端的に短い言葉で作成することを目指しているが、

いわゆるオタク用語が多く、英語化作業はかなり困難な場合がある。努力

を重ねて改善していきたい。また、視聴者が専門的でとても詳しい人であ

る場合は、出演者の話を一言一句聞き逃さないようにしていることがある。

番組制作側の伝えるべきスタンスを精査しながら、より見やすい番組作り

に努めていく。 
 

（ＮＨＫ側） 日本の街角を取り上げるコーナーでは、必ずしも広く知れ渡っているフ

ァッションを紹介しているわけではない。また、若者のファッションの移

り変わりは非常に早い。 
 

○ 「デオドライゼーション」という言葉がある。これは日本のポップカルチャーには

日本的なものがなく、無臭化されたものだ、という議論で使用される。何が日本的か

分からないが、何となく人気があるというのが、まさに「Ｊ－ＭＥＬＯ」という番組で

はないかと感じた。キャスターのＭａｙ Ｊという人は英語、日本語のほかにペルシャ語

やほかの言語も話すそうだが、そういった人々がたくさん出てくることが、今の日本

のポップシーンの特徴のように思えて興味深かった。「ｉｍａｇｉｎｅ－ｎａｔｉｏｎ」は非常に勉

強になった。コンテンツは、ニーズがあれば世界中に同時に発信していかなければな

らない時代になっているのだということは、とても貴重なメッセージであった。なお、

インタビューする際には、なるべく簡潔に答えてほしいといったことを、あらかじめ

伝えるべきではないか。 
 

（ＮＨＫ側） インタビューを受ける相手とは事前のコミュニケーションをもっと取

って、番組全体の主旨とのスムーズな流れを作り、明確な答えを得られ

るようなやり取りができるよう改善していく。 
 

○ 「Ｊ－ＭＥＬＯ」については、出演者は日本の中でどのくらい人気がある人々なのか、

海外の人たちに伝える情報があってもよいように思う。番組のどこかで、今日本で若

者たちに人気があるのは、今月は誰であった、というような全体状況的な情報があっ

てもよい。「ＴＯＫＹＯ ＦＡＳＨＩＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳ」については、日本のファッションの

おもしろいところは、どんな人でも好きな服装に関して居場所があって、非常に多様

な、ニッチなファッションコミュニティーのようなものが多数あることなので、幅広

くバランスよく番組で取り上げていってほしい。「ｉｍａｇｉｎｅ－ｎａｔｉｏｎ」が取り上げてい

る内容には、けっこう深い世界がある。アメリカの文化人類学者が、日本のゲームや

アニメなどに見られる世界観には非常にユニークな点があると言っている。そういっ

た指摘を、ワンポイントでよいので紹介すれば、さらに日本への興味が深まっていく

のではないか。ＮＨＫワールドの番組一覧を見ると２０代以上の人が見る番組が比較

的多いように感じるが、今後はこのポップカルチャーを中心に、子どもたちにまでタ

ーゲットを広げていくのかどうか、子どもの親たちが見たいと思うような番組の種類

までラインナップを広げていくのかどうか、興味深く見守っている。 
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○ 日本のモノづくりはもう終わったとか、貿易収支が何十年ぶりかで赤字だといった

話題が多い中で、こういったクールジャパンの、日本のソフトパワーの強さを取り

上げた番組をいろいろと制作して海外に放送している点について、非常にいい仕事

をしていると思った。「Ｊ－ＭＥＬＯ」で扱っている音楽や歌は、世界中で反響を呼ん

でいる。地球のどこへ行っても、その地にはこの番組を見ているファンがいて、司

会者に抱きついて感激しているという姿を見ると、感動した。このような時代に日

本から明るい話題を出していくということについて、今後も頑張ってもらいたい。 
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平成２４年４月国際放送番組審議会議事概要 
 

 

平成２４年４月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第５８０回）は１３日(金）ＮＨＫ放送セ

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

明があり、意見交換を行った。さらに、ラジオ日本の１７言語のライブストリーミングを

聞くことのできるｉＰｈｏｎｅアプリの紹介があり、意見交換を行った。ひき続き、視聴番組

「NEWSLINE」について意見交換を行った。さらに、ワールドＴＶのパイロット番組のウ

ェブ調査について、および国際放送番組の放送番組モニター報告と視聴者意向報告があり、

会議を終了した。 
 

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

副委員長 今井  克 （(株)全国新聞ネット 代表取締役社長） 

委  員 内海 善雄  （前国際電気通信連合（ＩＴＵ）事務総局長） 

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

委  員 竹中 千春  （立教大学法学部法律学科 教授） 

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

委  員 渡辺  靖  （慶應義塾大学 環境情報学部 教授） 

 

 

（主な発言） 

 

＜ 近のＮＨＫの動きについて および 近の国際放送の動きについて＞ 

 
○ ラジオ日本の１７言語ｉＰｈｏｎｅアプリの説明があったが、このサービスは無料なのか。

いつごろ開始予定か。アンドロイドアプリも作成するのか。 
 

（ＮＨＫ側） サービスは無料である。現在、内部で 終手続きを進めており、さらに

アップル社の審査手続きを経てサービスを開始する予定である。アンドロ

イドアプリに関しても、国や地域によって機種ごとに内蔵しているフォン

トが違うなどの課題をどうクリアするかを考えながら検討している。 
 

＜視聴番組「ＮＨＫ ＮＥＷＳＬＩＮＥ」について＞ 

 
○ 田中防衛大臣が北朝鮮のロケット発射について話している内容の英訳に「Ｉ ｈｏｐｅ

…」という表現が出てきたことに違和感を持った。日本はしっかり対応するというこ

とを言っているはずなのに、なぜそのような英訳表現になるのかと疑問に思った。キ

ャスターにはそれぞれ個性があって、少しぎこちない人も非常に慣れている人もいた。

地域性のあるなまりを話す人が、その地域のニュースを伝えると感じが出る。ニュー
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ヨークからの経済ニュース中継は斬新な試みでよかった。中国情報を伝えるコーナー

で紹介されたチベットの映像はかなりショックを受けるものであったが、そのコーナ

ーを担当したキャスターが中国当局からハラスメントを受けることはなかったのかど

うか、関心を持った。何か情報を聞いていたら教えてほしい。 
バンコクのキャスターは、イギリスで教育を受けた人物か。 

 
○ 中国当局によってあの場面はカットされるようなことはあるのか。 

 

（ＮＨＫ側） 中国当局によってカットされることがあるのは、ＮＨＫが在外邦人のた

めに行っている日本語の海外向けサービス「ＮＨＫワールド プレミアム」

で、英語の国際放送「ＮＨＫワールドＴＶ」にはそういったことは行われな

い。基本的に中国政府は、英語のＮＨＫワールドＴＶを中国で放送すること

を認めていないため、カットすること自体ができない。中国ではネットを

通じてＮＨＫワールドＴＶを視聴している人も出てきているので、そのよう

な人々の目には触れていると思う。また、正規の手続を経ずに衛星放送で

ＮＨＫワールドＴＶを見ている人も出始めていると聞いている。 
 

（ＮＨＫ側） 中国国内での衛星放送を通じてＮＨＫワールドＴＶが見られるよう、中国

当局に毎年申請しているが、チャンネルの空きがないという理由で断られ

ている。しかし、大きなパラボラアンテナを正しく設置すれば、直接受信

で視聴することは物理的に可能である。 
 

（ＮＨＫ側） バンコクのキャスターの英語は、おそらくイギリス教育によるものかと

思われる。 
 

○ チベットの報道はすばらしかった。尖閣諸島のニュースについては、いつごろから

中国は尖閣諸島について領土を主張するようになったのかについて触れると、日本の

立場を世界により説明できるのではないかと思った。難しいかもしれないが、個人的

には中国の恣意的な政策の変遷についてもう少し伝えてもよかったかと思う。今回の

２番組を視聴して、ＮＨＫの国際放送のアイデンティティーについて非常に深い問い

が含まれていると感じた。ミャンマーの選挙やチベット情勢、ニューヨーク証券取引

所の状況といった、ＣＮＮやＢＢＣを見ていても取り上げられるようなニュースに力を

入れて、そういったメディアに匹敵するような「グローバルなグローバルメディア」

を目指すのか、それとももっと日本に引き寄せた視点から取り上げるニュース、例え

ばバングラデシュの自家発電の話やシェールガスに日本企業が深く関わっているとい

ったことに力を入れて「ローカルなグローバルメディア」を目指すのか、方向性とい

う意味で難しい問いを感じた。 
 
○ １月に「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」を視聴番組として取り上げた際、グローバルという点にお

いて、まさにどちらの視点を採るか、どういうバランスを取るべきかという議論があ

った。両方のいいところを取り入れていくという結論だった。 
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（ＮＨＫ側） 全世界を対象に放送する場合、グローバルな部分がないままローカルな

部分を主張すると、どこまで受け入れられるのかという懸念がある。一方

ですべてがグローバルというやり方は困難である。グローバルな話はグロ

ーバルに取り上げつつ、日本国内向けに報道局が行った取材をベースに海

外にどう発信するかという工夫を加える。そういう作業を通してどのよう

に情報を発信していけば海外の人々に日本の様子や、ＮＨＫが捉えたアジ

アや世界のニュースを伝えられるか、日々考えながら試行錯誤している。 
 

○ そういう意味では、両者入って非常にバランスがよいと思った。 
 
○ ニュースはまず正確であるかどうかが重要である。さらに、いろいろな事件がある

中で何を取り上げるかという視点も重要である。バランスが極めて大事で、両方があ

って信頼性があると言えると思う。ＮＨＫのニュースは正確でバランスもよく取れて

おり、安心して聞ける。そのうえで特徴は何かというと、アジアの情報発信であると

思う。ＢＢＣやＣＮＮと全く同じことはできるわけがない。今回の視聴番組には、不思

議に思う点がいくつかあった。視聴番組の放送日と同日の新聞には、民主党が消費税

について意見をまとめるかどうかと、東京のマーケットが震災以前の状況に戻ったと

いう２つの大きなニュースが取り上げられていた。これらは日本発のニュースとして

は非常に重要で、日本がリカバリーしているのかどうか、消費税が取れるのか取れな

いのか、いずれも日本の信頼を回復できるかどうかに関わる内容であるのに、視聴番

組では全く取り上げられていなかった。ニューヨークからの中継に取り組んでいるの

はよいとしても、その 後あたりに世界の主要マーケットのアウトラインが紹介され

るが、ロンドンやＤＡＸ、フランスのＣＡＣのことばかりで、肝心の東京や香港の情報

は取り上げられなかった。また、天気予報のコーナーは長かったが、イスタンブール

から始まってヨーロッパ、南北アメリカ、オーストラリアまで取り上げられるのに、

日本や中国、香港という肝心の場所は出てこなかった。アメリカメジャーリーグファ

ンの話題が取り上げられたが、日本のプロ野球ファンが紹介されてもよいのではない

か。トータルで言えば、とても信頼できるニュース番組ではあるが、アジアの情報を

発信することができていたのだろうかと疑問に思った。ミャンマーやチベットのニュ

ースは非常によかった。情報の得にくいところを、日本の特派員が一生懸命リポート

しているため、日本人の英語でも十分聞ける。しかし、アメリカなど地域によっては、

リポートを現地の人に担当してもらった方がよいのではないか。 
 

（ＮＨＫ側） 野田佳彦総理大臣の消費税にかかわる発言などは、比較的早い昼間の時

間帯で放送し、マーケット情報も東京情報のコーナーで取り上げている。

夜の２３時台、朝の８時台は、ヨーロッパやアメリカ方面をターゲットに

している放送時間帯であり、その内容をどうするかについては意識しなが

らオーダーを組んでいる。気象情報についても、この時間帯が視聴するの

に好適なのはヨーロッパからアメリカにかけての地域なので、そのあたり

を意識して取り上げている。 
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○ 番組のオープニングデザインが、全体的な配色はシンプルだが印象に残る、上品な

感じでとてもよいと思った。ＮＨＫワールドのロゴが画面の真ん中に来ており、映像を

見ながらそれに目が行ってしまうことがあって気になった。今後さらに、画面上に文

字情報が流れるようになるのか。ほかのニュースサイトを見るとシンプルだったが、

流しているニュースの時間帯が決まっているからなのかもしれないと考えている。そ

れぞれの地域の人が、それぞれのアクセントで話すのは臨場感があってとてもよいと

思った。天然ガスのニュースについてのみ引っかかりを感じたのは、記事の内容と話

しているアクセントが合っていないことが原因だったのではないか。欧米系のメディ

アの場合、現地の人がリポートするときには、ネイティブではない人にも、ネイティ

ブの人にも分かりやすいようにアクセントを調整すると思うので、どこまでの範囲の

アクセントを許容するのか基準を統一していく必要はあると思う。欧米系のニュース

を見ていると、現地のリポーターの人には全部テロップがついていることがある。す

ごく労力がいることなので、ゆくゆくはということになるかもしれないが、場合によ

ってそういった工夫をすることでアクセントや臨場感を残しつつ、ニュースも正確に

伝えるということが必要になると思った。国際的なニュースを取り上げつつ、日本だ

からこそ取り上げられるニュース、例えば原発の問題、北朝鮮や尖閣諸島の問題など

についても日本に寄り過ぎず、客観的なデータを入れて説明できているので、日本人

以外の人が見て中立的に頼れるソースになっていると思った。フラッシュニュースの

テロップはシンプルで分かりやすいが、シンプル過ぎてパッと見て意味が分からない

ものもあった。また、アフガニスタンのニュースで「Ａｆｇｈａｎｉ ｋｉｌｌｅｄ ｔｗｏ Ｂｒｉｔｉｓｈ ｓ

ｏｌｄｉｅｒｓ」という記載があった。見る人によっては、少し偏った見方の英語に感じるか

もしれないと思った。アフガン人がイギリスの兵士を二人殺害したというニュースだ

が、「Ｔｗｏ Ｂｒｉｔｉｓｈ ｓｏｌｄｉｅｒｓ ｗｅｒｅ ｋｉｌｌｅｄ ｉｎ Ａｆｇｈａｎｉｓｔａｎ」といった表記の方が見

方によっては中立的である。イギリス人はｓｏｌｄｉｅｒと表現されているのに、アフガニス

タン人はＡｆｇｈａｎｉと表現されているのはなぜなのか、など、現地の人が見ると気にな

るところなので、気になった。全体的に分かりやすくバランスが取れている番組であ

った。 
 

（ＮＨＫ側） ロゴが画面の中央寄りに出ているのは、４対３の画面を想定してこの位

置に置いているためである。 
 

（ＮＨＫ側） 国際ニュース情報チャンネルのなかで、すべてＨＤで放送しているのは

世界でＮＨＫだけである。１億5000万世帯のＮＨＫワールドＴＶ視聴可能世

帯のうち、本当にＨＤで視聴しているのは、フランスやイギリス、一部の

アジアの 1000 万世帯程度かと思われる。ニューヨークではまもなくＨＤ

での放送が始まるが、大多数は以前のＳＤという、４対３の画面で視聴し

ている。その画面に文字情報を入れようとすると、横長画面で見たときに

は若干中央寄りのかたちになる。 
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○ 非常に優れたニュース番組だと思った。グローバルメディアには、コンテンツもそ

うだが、報道する側のグローバル性が求められるが、今回の視聴番組ではリポーター

もさまざまな国籍で、さまざまな人々が協力してＮＨＫとして報道しているというこ

とで、体制としても非常にグローバルになってきたと感じた。ＮＨＫの各支局の担当

者が頑張ってリポートしているのはとてもよいことだと思った。インド英語、フィリ

ピン英語などと同じように、日本英語「ジャパニーズ・イングリッシュ」が定着して

いけばよいと思う。頑張って進めていく方がよいのではないか。内容については、非

常に取材力が必要な問題について頑張って取り組んでいると思う。インドや中国のチ

ベット問題、ミャンマーの問題など、取材が難しい内容について独自に取り上げてい

ることを非常に高く評価したい。特に中国のチベット問題については、ＢＢＣなどでは

「追い出された」という報道をしていたので、ＮＨＫの取材はかなり優れた、世界的

な報道ではないかと思う。トップに持ってきたほうがよかったのではないかという気

がした。気になったところは、日本を取り上げた部分、例えば核サミットについては、

日本の外交姿勢について核の問題などをもう少しフォローして伝える必要があるとい

う点であった。北朝鮮の制裁延長や教科書検定について、われわれは基礎知識を持っ

ているのでわかるが、なぜ教科書に検定があるのかということからわからない人々が

見ても理解できるような説明を入れていくことが必要だと思う。尖閣問題については、

偏りがあってはならないが、中国の船舶がたくさんいることは事実なので、そういっ

た映像があってもよいような気がした。 
 
○ アンカーによって英語の聞きやすさにはかなり差があることを感じた。人によって

は、意味をよくくみ取れず、分かりにくい感じがあった。ニュースの取り上げ方、正

確さについては非常によかったと思う。アジアを代表する報道機関としてのＮＨＫの

バランス感覚がよく出ていると思った。教科書検定の問題については、少し説明不足

のような、消化不良な感じがした。 
 

○ 今回は取り上げるべきニュースがたくさんあり、取り上げ方や順番もとてもよかっ

たと思う。ニューヨーク中継の中で取り上げたアメリカ経済の話からガソリン価格の

話題、それに対する不満と、代替エネルギーとしてのシェールガスのニュースが取り

上げられ、それが日本ではこのような関連があるという一連の流れが、非常にうまく

紹介されていた。アメリカ経済とエネルギーと日本との関係を、グローバルやローカ

ルという区切りを越えて、つながるように紹介していたことに非常に感心した。ただ、

このような展開はニュースの内容によるので、毎日はできないと思う。日本、アジア

のニュースを伝えるメディアであれば、ニューヨークからそれほど意味のないニュー

スを毎日流すよりも、将来の課題として、アジアにほかにもう１か所、例えばシンガ

ポールといった場所を拠点にすることも一つの考え方ではないか。天気予報について

は、以前にも長すぎるという意見があったが、やはり必要なものなのか。 
 

（ＮＨＫ側） これまでは日本気象協会のデータに基づいて放送していたが、世界の気

象情報がより詳細なことで知られるオーストラリアの気象会社からのデ
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ータ配信をもとにして南半球もカバーし、より見やすいものを放送できる

よう準備をしている。気象情報はある種の時間調整の役割も持っている。

見ている人に長すぎると感じさせないような工夫も考えていきたい。ニュ

ーヨークからどういうニュースが出せるのか、どういう内容がふさわしい

のかということを考えつつ、無理の無い形を探っていきたい。アジア拠点

の強化については、バンコクはおおむね確立している。今ある拠点をしっ

かりと固め、そこからの発信をさらに強化できないか検討していく。 
 

○ ＢＢＣやＣＮＮでは、天気予報のキャスターとアンカーとのやり取りがある。深刻な

ニュースが続いた終わり頃に天気予報のコーナーがあって、気分を切り替えて番組が

終わっているようだ。そのように心がけているのか。 
 

（ＮＨＫ側） トライアルというかたちで、アンカーと気象キャスターのやりとりを工

夫することもある。台風が来ているときなど、気象情報自体が重要な要素

である場合は、アンカーとの間でやり取りをしつつ気象キャスターが説明

するなどの工夫はしている。しかし２人がうまく画面で関わる雰囲気を出

すためには、カメラ位置やスタジオの構造など、いろいろな制約がある。

できるだけ親しみを感じてもらいやすい見せ方を工夫していきたい。 
 

○ 海外の天気予報ではあまり見かけないが、日本では、桜が咲いたといった内容がよ

く取り上げられている。ＮＨＫでもそういうことを天気予報で取り上げれば、オリジ

ナリティーが出るのではないか。 
 

（ＮＨＫ側） 寒波が来て雪が降っているという内容の際は、気象コーナーの合間で日

本の映像を入れたり、ヨーロッパで大雨が降っているという内容の際には、

洪水の映像を挟むなどの工夫はしている。さらに見てもらう努力を心がけ

ていく。 
 

○ 時折、取り上げているニュースの内容が、字幕ではなく、表題のように画面に出さ

れていた。あの工夫は、とてもわかりやすくてよかった。海外のニュースではあまり

見かけない工夫である。 
 

＜視聴番組「ＮＨＫ ＮＥＷＳＬＩＮＥ」について＞ 

 
○ 先日香港やシンガポール、ニューヨーク、アブダビに行き、多くの人といろいろな

話をした。すると、ＮＨＫワールドではドラマや映画といったものをもっと見たいと

いう声を、非常に多く聞いた。ニュースはもちろんよいのだが、やはり日本のドラマ

がすばらしいという声がとても多かった。今回ウェブ調査をしたというスポーツ番組

に限らず、番組全体の編成に関わる希望調査のようなものは行っているのか。 
 

（ＮＨＫ側） ３年前、２００９年の２月に国際情報チャンネルとしてスタートした段
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階では、ニュースを主体に、フランス２４やアルジャジーラ・イングリッ

シュに対抗していくというものであったため、現在のところは定時でドラ

マや映画を入れていくということはなかなか難しい。ただこの３年の間に

は、民放の優秀な番組を紹介するという試みのなかで、例えばドラマ仕立

てのものを放送したり、阪神大震災の後日談をドラマにしたものを放送し

たりと、いろいろなトライアルは行っている。今後ＮＨＫワールドＴＶを総

体としてどのようなチャンネルにしていくのかということについては、ま

た改めて議論させていただきたい。 
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