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平成２６年３月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会（議事概要） 

 

３月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、２０日(木)、ＮＨＫ名古屋放送局において、

１０人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２６年度中部地方向け地域放送

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２６年度中部地

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、東海北陸スペシャル「撮った！伝えた！描いた！ ＮＨＫ名古屋 テレビ６

０年」について説明があり、放送番組一般を含めて活発に意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、４月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委員長    村本 淳子 （公立大学法人三重県立看護大学理事長・学長） 

副委員長   金森 昭夫 （中日新聞社取締役総務担当） 

委員     秋元 祥治 （特定非営利活動法人 Ｇ－ｎｅｔ代表理事） 

井上 庄吾  （愛知県農業協同組合中央会専務理事） 

佐野 俊和 （コマツサービスエース（株）代表取締役社長） 

杉浦 宇子 （弁護士） 

立花 貞司 （トヨタホーム（株）取締役会長） 

田中 章義 （歌人・作家） 

野田 雄一 （富山ガラス工房館長、富山ガラス造形研究所教授） 

松本 耕作 （加賀味噌食品工業協業組合理事長） 

 

 

（主な発言） 

＜東海北陸スペシャル「撮った！伝えた！描いた！ ＮＨＫ名古屋 テレビ６０年」 

(総合 ２月２８日(金）後 7:30～8:43 中部ﾌﾞﾛｯｸ)について＞ 

 

○  記念番組らしく、お祭り気分で、大変にぎにぎしい番組だった。東海・北陸地方向

けにもかかわらず、浅田真央さんの映像や星野仙一さんのコメントや、華のある顔ぶ

れがそろって、懐かしい映像や放送技術の紹介など、盛りだくさんの内容だった。こ

れだけ盛りだくさんだと統一感が失われがちになるところだが、進行の天野ひろゆき

さんの巧妙な仕切りと、浅井愼平さんの的を射た簡潔なコメントによって、まとまり

感が保たれ、飽きることなく、楽しく視聴できた。こうすればよりよかったのではな
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いかと思った点を述べると、あえて生放送にする意図がよくわからなかった。進行の

アナウンサーが時間を気にしていて、せわしない感じだった。また、スタジオに招い

た一般参加者との質疑応答も話がかみ合わず、訴求したいことが伝わってこなかった。

収録であれば、そういったあたふたとした感じもなく、また一般参加者との質疑応答

も、番組の趣旨に合致した発言を編集できたのではないだろうか。せっかくいろいろ

な世代の人に来てもらっていたのに、役割が不明瞭だった。ツイッターで寄せられた

意見のテロップ表示も特段の意義を感じなかった。最初のテーマは、災害報道であっ

たが、編集計画の方針にそって取り組む姿勢は承知しているが、公共放送としては災

害時の報道の重要性はある意味当然のことであって、今回のような記念番組で、時間

を割いて熱く語るものではないのではないように感じた。やはり、ＮＨＫの意義は、

ＮＨＫでしか見られない、多くの人の心を豊かにする、魅力あふれた放送の実現を目

指すべきで、せっかく６０年を振り返るのであれば、笑顔や希望に満ちた映像で幕を

開け、地域の人々の未来を望むような構成がよかったのではないかと思った。地域の

放送局としての存在意義である地域を伝えるという観点では、きんさん、ぎんさんに

特化され過ぎていて、全般的に地域を振り返り、先々について予見をする明示が少な

かったように思った。 

 

○  全体的に６０年の記念番組らしく、大変わかりやすく、幅広い視聴者層をターゲッ

トに、出演者も工夫していた。特に足立梨花さんのコメントは楽しく、的確だと思っ

た。「中学生日記」の転校生シリーズ（２）「僕と君のメロディ」(平成２３年９月２

日放送)が、“きつ音”に悩む少年の実体験に基づく話だったことを初めて知るなど、

驚きや発見もあった。また、４Ｋカメラの説明もあり、視聴者全般の満足度は高いと

思った。地域の応援団でありたいというコメントがたびたびあって、その姿勢が視聴

者にも伝わっていたらいいと思う。ただ、１点気になったことがあった。災害報道に

関するクイズがあったが、３月１１日に近い時期ということもあり、災害報道をクイ

ズにすることに違和感があった。もう少し違ったテーマをクイズにして、災害報道に

関しては災害報道そのものをきちんと見せて完結させる方がよかったと思う。 

 

○  テレビ放送の開始から今までの６０年の経過を早足で眺めたという印象の番組だ

った。それぞれのテーマでの紹介の部分と、その間に思い出のシーンや懐かしい人物

の映像などがあっておもしろかった。自分自身のテレビの思い出と重なる映像や、生

まれる前の知らなかった映像もあって、それぞれが、興味深いものが多かった。しか

し、個々の紹介が短く、見ている人それぞれ興味があるところが違うので、興味のあ

るところはもう少し長く見たいと思ったのではないか。印象深かったのは、災害報道

の部分だ。ＮＨＫ名古屋の災害報道を重視するという思いが、伊勢湾台風の時の報道
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を原点と捉え、視聴者と一緒に振り返り、もう一度確認しているようで、真摯さが伝

わってきて、よかった。きんさん、ぎんさんの映像は、大変懐かしく今でも心癒やさ

れるものだった。また、竹下景子さんが語る「中学生日記」の意味深さを聞いて、自

分自身も再確認するとともに、ぜひ復活させてほしいと思った。ゲストの浅井慎平さ

んのコメントはとてもよかったが、若者代表の出演者に物足りなさを感じた。また、

中華航空機の事故や東海道新幹線開通の映像などが紹介されたが、冒頭だけの取り扱

いだったのも残念だった。短い時間にたくさん詰め込んだので散漫な印象も多少あっ

たが、全体的には楽しめた。 

 

○  盛りだくさんな内容で、６０年間を振り返るとともに、４Ｋカメラなど未来の技術

についても説明があって、よかった。年齢の高い人たちは懐かしいと思う内容だが、

若い世代の人からはどのように見られるのか、なかなか難しいと思った。おそらく、

その試行錯誤の結果、ツイッターを使って、生放送にしたのだと思うが、若い人たち

は番組をどう楽しんだらいいのか疑問に思ったのではないだろうか。また、名古屋局

のテレビ放送開始６０年ということは承知をしているが、中部７県向けの放送なのに、

岐阜県に関する話題が少なかった。司会のアナウンサーは、早口だったが、最後のま

とめかたはみごとだった。 

 

   (ＮＨＫ側) 

      生放送にした意義については、双方向性、つまり視聴者のみ 

なさんの反応をできる限り紹介したい意図があった。また、放 

送は２月２８日(金)で、翌日、数時間後にはテレビ放送開始６ 

０年を迎えるという時間帯なので、テレビが始まった当初と同 

じように生放送で伝えていくことにした。必ずしも生放送が適 

しているのかどうかについては、内容によると思うので、今後 

検討していきたい。災害報道に関して、クイズにしたのは、過 

去に起こった大きな災害から学ぶ教訓を広く共有したい、かつ、 

広い世代の人たちにもわかりやすく伝え、考えうるような手が 

かりを提示したいと思ったからである。ただ、制作スタッフの 

中でも、しゅん巡したこともあり、今後の検討課題としたい。 

 

○  テレビの役割について、「災害報道」「技術革新」「地域と共に」という３つテーマ

で進行していて、よくわかる流れだった。災害報道に関しては、やはりＮＨＫの情報

が信頼度が高いと改めて感じた。次に、技術の進歩について、４Ｋカメラが紹介され、

より鮮明なのは、よいことだと思うのだが、浅井慎平さんのコメントにもあったよう
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に、モノクロやローテクノロジーでこそ伝わるものもあるように思った。当時は、ラ

ジオ中心で、映像を見なくても言葉から状況が伝わったのだと、過去の映像を見なが

ら強く感じた。「地域と共に」という視点は、今後ますます重要になってくるだろう。

来年度はものづくりにスポットをあてる番組が始まるということで、楽しみにしてい

る。「中学生日記」については、思春期の子どもたちの、声にならない声というもの

があると思うので、それをドラマなどを通じて拾い上げていくことは重要だと改めて

思った。復活を望んでいるが、復活はあるのか、あるいは、それに代わる番組は今後

制作されるのか知りたい。モニター報告にもあるが、スタジオに来た一般の参加者の

役割が少し気になった。もったいない感じがして、生かせる別の方法があったのでは

ないかと思う。 

 

○  記念番組となると、郷愁感が漂うようなものが多いが、災害報道、技術の進歩、そ

の間に、その時代を飾ったヒーローやヒロインの映像を見せ、うまく構成していると

思った。テレビ放送より先に生まれ、テレビ放送に感動した世代や、テレビ放送開始

後に生まれてテレビの普及期、つまり、カラーテレビができた頃に子ども時代を過ご

した世代、完全にテレビの全盛期になっていて、インターネットなどさまざまなメデ

ィアに移行する時期に生まれた世代の３つの世代の関心事にバランスよくスポット

を当てていた。また、技術の進歩について時系列でつないでいた。当時のフィルムの

編集方法や技術者の苦労話などもあり、そしてもっとも適任者と思われる野際陽子さ

んのインタビューもうまく紹介していた。「東海北陸スペシャル」と銘打ったわりに

は、北陸の映像が少なかった。当時、名古屋局が北陸で撮影した番組は少なかったの

かもしれないが、であるならば、名古屋局のテレビ６０年なので、タイトルも名古屋

を全面的に出す方法がよかったのではないだろうか。放送枠の関係で、「東海北陸ス

ペシャル」としたのであれば、部内の都合にしか過ぎないように思う。ツイッターの

扱いだが、単に紹介するだけになっていて、生放送番組の特性に反映されていなかっ

た。もう少し番組の中で取り込んで活用すれば、臨場感が出てきて、生放送の意味あ

いが出てくるのではないかと思った。 

 

○  子どもの頃、スタジオ参加者と同じような体験をしていたので、昔のことを思い出

し、古き良き時代を懐かしんで見た。伊勢湾台風の頃は、フィルムを現像しなくては

いけなくて、当日に放送ができなかったことなど当時のことがよくわかって、隔世の

感を覚えた。また、“逆Ｌ字”型の表示は、名古屋局が考案したことには驚いた。こ

れまで、テレビの機能が進歩していると捉えていたが、撮影の技術が進歩したことを、

段階的に的確に伝えていた。具体的に、式年遷宮の映像が紹介されており、大変印象

的だった。「災害報道」のテーマのあとに、フィギュアスケートの女子選手たちや星
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野仙一さんの中日ドラゴンズ監督の頃の映像が紹介されていたことに、違和感があっ

た。構成があまりよくなかったのではないか。一般の視聴者がテレビに期待すること

は、いろいろなことを知り、楽しみたいということだと思う。「知りたい」というこ

とに関しては、ニュースをありのままに伝え、政治的に中立で、的確な解説をしてほ

しい。「楽しむ」という点では、ドラマ「大地の子」のように骨太で、次回が楽しみ

になり５～６回連続で完結する番組を放送してほしいと思った。 

 

○  司会の天野ひろゆきさんの機転の良さと知識の豊富さによって、かなり盛り立てら

れたように思った。スタジオの中の一般の参加者については、中途半端な印象だった。

もう少し、事前に質問などの打合せをしておくべきだと思った。一体感を出そうとメ

ッセージを受け付けたようだが、画面が見にくくて、番組内での紹介もなくて、残念

だった。我々の世代は、大変懐かしく見たのだが、若い人たちには何が残ったのだろ

うと疑問だった。番組の３本の柱と掲げた項目は、編集計画の基本方針とも合致して

いて、地域の人々の命、暮らしを守る、あるいは地域の活性化、そして高度な放送技

術を使って、大自然のだいご味などを発信していくことにつながっていると感じた。

ただ、地域の活性化については、やや内容が薄かったように思う。人物に焦点をあて

ていたが、もう少し幅広く捉えてもよかったのではないだろうか。“逆Ｌ字”を開発

したのが名古屋局だと今回初めて知ったが、引き続き、そういった技術の開発力を次

につなげ、公共放送の使命をしっかり果たしてほしいと思った。紹介された北陸東海

「文さんの味な旅 廻り(まわ)地蔵におもてなし」(昭和６２年７月２日放送)の話題

は、興味深かった。今の状況を「金とく」などで取り上げるとよいのではないかと思

ったので、検討してほしい。 

 

○  昭和２９年にテレビ放送が始まり、その５年後に起こった伊勢湾台風が、テレビが

最初に遭遇した大災害だという位置づけで振り返っていたが、名古屋局にとっても伊

勢湾台風の報道はずいぶん大きな出来事だったとわかった。伊勢湾台風から５０年と

いう年に、在名の民放でも特集番組などを放送していた。やはりカメラマンが災害現

場に出たものの、名古屋にフィルムを持ち帰ることができなくて、当日に放送できな

かったと、同じようなことを語っていたので、少し既視感があった。しかし、想定さ

れる南海トラフ巨大地震などに備え、名古屋局は重要な存在なので、伊勢湾台風の教

訓を生かして、災害報道に尽力してもらいたいと改めて思った。また、名古屋局制作

の番組をもう少し紹介してもよかったのではないか。もちろん「中学生日記」は欠か

せないと思うが、あまりなじみのない番組を紹介しただけで、物足りなさを感じた。

この６０年間で、ローカルニュースは、かなり充実してきたと思う。昔は東京からの

ニュースが多く、地方は５分程度だったのではないだろうか。だんだんとニュースの
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時間が増えて、地方局でもニュース番組を放送するようになり、今は夕方のニュース

番組も充実しているように、内容もこれほど豊富にしてきたと、もう少しアピールす

ればよかったと思う。自分の人生と照らし合わせながら、６０年間という過去を回想

する貴重な時間を作ってもらえてありがたいと思える番組だった。 

 

○  年代によって、見方が異なるだろうと思う。特に、若い人たちは、全く違ったので

はないか。私は、自分史とテレビの進歩が一緒だったと考えながら見たので、懐かし

さと人間の力や進歩はすごいものだと感じた。テーマを３つに絞っていたので、全体

的にとてもわかりやすかった。「中学生日記」を振り返るコーナーが、「災害報道」の

テーマに中にあるように見えたので、違和感があった。私にとっても、自分の人生を

振り返って、いろいろなことを思い出し、とてもよい時間を過ごすことできた番組だ

った。 

 

   (ＮＨＫ側)    

「北陸東海」という番組は、現在放送中の「金とく」につな 

        がっている。「金とく」と同様に、中部地方の７県をまとまった 

地域として捉えており、今回の「東海北陸スペシャル」でも、 

各県１つ以上の話題を紹介したかった。しかし、時間的な制約 

のため、「東海北陸スペシャル」という番組でありながら、北陸 

地方の情報が少なくなってしまった。ご指摘は重く受け止めた 

いと思う。メールやツイッターのメッセージを番組内でもっと 

展開させたり、スタジオの参加者にもっと意見を伺うことを理 

想としているが、いろいろなことを詰め込みすぎた結果、あの 

ような形になってしまった。もっと時間を取って、いただいた 

意見に応えたり、それをスタジオで展開することができれば、 

生放送のよさも出たと思うので、今後工夫はしていかなくては 

ならないと思った。番組の整理がよくなかったのだろうが、３ 

つの大きなテーマの間で、「災害報道」と「技術の革新」の間に 

スポーツと「中学生日記」というコーナー、「技術の革新」と 

「地域と共に」の間に、「思い出の映像集」のコーナーを挿入し 

ていた。つまり、３つの大きな柱と、その間に２つのコーナー 

を挟むという構成にしていたが、違和感を持たれたということ 

は、枠組みをもう少し明確にすべきだった。名古屋局制作の番 

組については、平成２６年度に「中部アーカイブス」として、 

過去のいろいろな番組、特に好評だったものなどを紹介する予 
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定だ。地域のニュースについては、当日の「ほっとイブニング」 

を特別番組にし、紹介していたので、この番組では深くは伝え 

なかった。 

「中学生日記」については、さまざまな賞をいただいた、高 

い評価の番組だったが、１０年ほど前から議論があり、視聴率 

などの調査をしたところ、見てほしい中学生ではなく、高齢者 

が多く見てくださっていることがわかった。中学生からお便り 

をもらってドラマにするなど、いろいろな取り組みをしたが、 

なかなか中学生の視聴が増えなかったこともあり、大変惜しま 

れながら、終了した。中学生や若い世代に届くような番組を作 

ろうということで、「ティーンズプロジェクト フレ☆フレ」を 

立ち上げた。ほかにも名古屋局では「Ｇｏｏｄ  Ｊｏｂ！会社 

の星」も制作していて、ノウハウなどがあるが、何年もかけて 

取り組んだ結果、見ていただけなかったので、現時点では、復 

活は難しいと思う。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ３月１４日(金)の金とく「証言 ビキニ事件～６０年 語られなかった思い～」を

見た。平成２３年７月３日(日)にＥＴＶ特集「大江健三郎 大石又七 核をめぐる対

話」も見たが、その時に、ビキニ事件について、とても勉強になった印象だったが、

時間がたって忘れつつあった。この番組では、６０年がたって言える思いを、生存し

ている第五福竜丸の元乗組員や漁港で働いていた人の話、役所の記録や、また焼津か

ら離れた所で原水爆の反対運動に携わっていた人の証言などを淡々とつなぎ、そのこ

とで、さまざまな不条理のようなことがあぶり出されていた。現在起こっている福島

の原発問題とも重ね合わせて、とても深く考えさせられた。特に、感情を揺るがされ

たのは、元乗組員の見崎進さんの発言だ。戦争を体験し、さらに、被爆するという、

いろいろな困難にあった人だが、被爆後も地元で冷たく扱われた時期もあったようだ。

しかし、当時は、ただ生きることに一生懸命だったという、その語りは胸に迫るもの

があり、人生を翻弄する、大変な出来事だったことがよくわかった。東京電力福島第

一原発の事故後は、病身にもかかわらず、語り継いでいかなければならないと講演活

動を続けているが、その根底には、恨みがあると言っていた。被害を受けたのに、白

い目で見られるなど、つらい思いをしてきた。そういった語られなかった思いがにじ

み出てくるような感じで、大変よい番組だった。視聴後、ホームページを見たところ、
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静岡局のサイトにビキニ事件に関する常設のページがあり、静岡局がこれまで長い間

取材を続けて取り組んできていることを知った。平成２３年に「ＥＴＶ特集」を見た

ときに感動したはずなのに、薄れてきていたので、こういった番組を繰り返し制作し、

そして、東海・北陸地方など広い地域で放送することは、とても意義があると思う。 

 

○  ３月１４日(金)の金とく北陸スペシャル「福井から世界へ 若きアスリート列伝」

は、地元の新聞で、名前や活躍は目にするものの、顔が浮かぶほどではない若いアス

リートについてほどよく紹介する内容だった。紹介された選手たちの取り組んでいる

競技が、バドミントン、グランドホッケー、ボート・シングルスカルなど、メジャー

なスポーツではないため、今までは地元の新聞やテレビで実績を見聞きしても、その

才能や将来性に実感が持てなかったが、番組を見て、競技の特性や選手の能力の高さ、

優秀性などを大変よく理解できた。また、地元から世界に羽ばたこうとしている大き

な才能の芽がいくつもあることに感銘を受けた。選手の幼少時からの努力の積み重ね

や非凡さを感じさせるエピソードを映像で紹介したり、家族や恩師などが出てきて、

選手の人柄のみならず、選手を取り巻く人々の思いなども垣間見え、身近さと温かみ

を感じられる、よい内容だった。また、番組進行の武井壮さんは気の利いた進行に加

え、きちんとしたことばづかいや礼節のある態度、アスリートならではの観点や心情

に基づくコメントなど、番組の進行兼コメンテーターとしてすばらしく、機能してい

た。昨今、オリンピックにおける選手の「オリンピックを楽しみたい」といった発言

に対して賛否の声があったり、アスリートの責任が問われたりする中で、武井さんが

語った、「アスリートの記録に向かう姿を見ると元気になる、勇気をもらえる、そう

言ってくれる人を増やしていくことがアスリートの仕事である」というコメントは至

言であったと思う。 

 

○  名古屋局制作の「ゆめうつつー」(総合 ３月３日(月) 前 1:35～1:45、１０日(月) 

前 1:55～2:05、１７(月) 前 1:35～1:42 中部ﾌﾞﾛｯｸ)を、大変興味深く見た。内藤啓

史アナウンサーの個性や、また斬新な企画を受け入れ、楽しんで演じているようで、

その懐の深さに感銘を受けている。とてもファンキーなショートストーリードラマな

ので、ぜひ委員のみなさんにも見てほしい。さらによい取り組みだと思ったのは、ホ

ームページでも平成２４年の第１シリーズも含め、全部見ることができるようにして

いることだ。癖になるおもしろさで、引き続き定時番組化してほしい。なお、これに

関連してだが、このようにインターネットで放送後に無料で全部見られることはすば

らしいと思うが、ＮＨＫオンデマンドについても、ぜひ無料化を進めてほしい。有料

課金の理由も承知しているが、かかるコスト低減のしようもあると思う。イギリスの

ＢＢＣなど海外の放送機関は無料で公開しているところもあるので、ぜひ検討しても
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らいたい。 

 

○  毎年申し上げているが、地域が行う地域おこしの取り組みをＮＨＫで取り上げて放

送することは、まさに地域活性化にとって大切なことだと思っている。そういった意

味でも、３月１４日(金)のぎふスペシャル「笑う岐阜に福来る～第１１回全日本学生

落語選手権～」は心強く、また楽しく見た。その上でのお願いだが、やはり地域おこ

しは、その地域以外に情報が発信されて意味を持つ。こういった番組は、県内の放送

だけではなく、ぜひ、中部７県、あるいは全国に発信をしてほしい。また、たとえば

この番組に出演していた立川志の輔さんは、富山の出身なので、富山県でも放送する

など、県域の放送を各県ごとに送り合うのもよいのではないか。例えば、番組の冒頭

や最後に、富山の人向けにメッセージをもらったり、あるいは、岐阜の人から富山の

人へ送るメッセージを付けた上で、岐阜の情報を富山県で放送したり、一方で、富山

の観光や地域おこしの情報を岐阜県で放送するようなことも企画としておもしろい

ように思った。ソチオリンピックのため「ナビゲーション」や「金とく」が休止にな

っていたが、「ナビゲーション」や「金とく」は地域の情報を深く掘り下げて届ける

という意味では、大変重要で貴重な番組だと思うので、調整をして、なるべく休止せ

ずに放送してほしい。 

 

   (ＮＨＫ側)    

ぎふスペシャル「笑う岐阜に福来る」については、放送日程 

の詳細は未定だが、４月に「ろーかる直送便」という枠で、全 

国向けに放送する予定だ。 

 

○  ２月２３日(日)明日へ―支えあおう― 証言記録 東日本大震災第２６回「宮城県

名取市～誰も想像できなかった～」は、被害状況を思い浮かべさせる、迫力のある番

組だった。経験していないことはなかなか理解しにくく、自分が逃げることよりも、

警告して回っていく姿や、必死で助けようとお互いに助け合った話を聞いて、人のた

めに尽くすという日本人のすばらしさを感じた。昭和８年の地震の際に津波が来たよ

うだが、時間の経過とともに忘れられてしまっていたようで、いかに忘れられないよ

うに語り継いでいくことが大事かと再認識した。ぜひ、年に１回は視聴者に思い出さ

せ、忘れないように、語り部となって、こういった番組を続けてほしい。 

 

○  ３月７日(金)のＮＨＫスペシャル「無人の町の“じじい部隊”」(総合 後 10:00～

10:49)は、帰れる環境を作っておくことが、使命だということで、防犯・防火、放射

線量の測定などに取り組んでいる人たちの様子から、帰還困難区域でどんなことが起
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きているのかなどの実態が紹介されていた。国民に現状を知らせるため、密着して、

記録として放送したのだと思うが、放射線量の高い所にＮＨＫの職員も入っていたこ

とでも敬意を表したい。除染作業なども進み、４年後には帰還できるようなまちづく

りの計画がまとまったようだが、その進捗状況を今後も放送してほしい。ほかの番組

と違って、角度が異なる捉え方で、大変よい番組だと思った。 

 

○  ３月９日(日)のＮＨＫスペシャル「どう使われる ３．３兆円～検証 復興計画～」

(総合 後 9:00～9:58)を見た。いったん計画が決まると変更ができない制度や体質を

持つ日本で、失われたすべてを元どおりにするという感情論によった復興計画が、ど

んどん被災地の実状からかい離している姿が、ＮＨＫの独自調査によって具体的にイ

メージでき、課題提起として十分に説得力のある内容だった。タイトルにも表われて

いたように、一見、災害復興計画の課題は、事業予算の規模や制度、費用などの金の

問題と捉えられがちだが、番組では、宮城県女川町の、まちづくりの原点に立ち返っ

て、これから先この地域はどうあるべきかを住民が議論できる場を行政が設け、住民

が主体的に復興を進めている姿に焦点がよく当てられていた。被災地をただ単に復元

するのではなく、これからの社会に適合した町を自分たちで生み出すという住民の気

概や希望を、映像を通して感じることができた。全体を通して、震災復興における課

題がかかる金銭の多寡や制度のよしあしのみではなく、まちづくりそのもののポリシ

ーやビジョンのあり方、住民の主体性やコミュニティとしての価値観の共有など、国

の施策のあ点にあるといったことをよくあぶり出していた。大変充実した内容だった。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「どう使われる ３．３兆円」を見た。石巻市、大槌町、女川町

の３つの市区町村の復興計画について、２つは継続、ひとつは計画変更となったが、

その対比を示し、なぜこうなったのかを、ゲストの前岩手県知事の増田寛也さんと学

習院大学教授の赤坂憲雄さんの解説で深く掘り下げていた。今までは復興が遅れてい

るのは、制度の問題で、市区町村がではなく、もっと国や県が前面に出て対応すべき

だと思っていたが、被災者が震災直後に思うことと、ある程度年月を経てから思うこ

との違いによって、その調整で手間取っているのだと新たに知った。２人の解説によ

って、大変難しい問題が多くあることを改めて知った。 

 

○  ３月１１日(火)の特集ドラマ「生きたい たすけたい」(総合 後 10:00～11:13)は、

被災地の人にとっては、賛否両論あるかと思うが、避難先の赤ちゃんに母乳の代わり

にガムシロップをあげた場面などは役に立つ情報でもあった。ドラマではあるものの、

なるべく現実的に描こうとしていることが伝わり、勉強になる要素も多くあった。３

月１１日に、こうした現実の問題をドラマとしても描くことは、よいことだと思う。
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ＮＨＫだからこそできる本格的な番組をこれからも制作していってほしい。 

 ３月１９日(水)の「３・１１万葉集」(総合 後 10:00～10:48)も、すばらしい番組

だった。 

 

○  特集ドラマ「生きたい たすけたい」は、大変よいドラマだった。宮城県気仙沼市

の気仙沼中央公民館で 400 人余りの人が取り残されたが、無事助けられた。避難して

いた児童養護施設の園長の息子がロンドン在住で、インターネットでメッセージを発

信し、それが拡散し、救助につながったという実話を基にした話だが、新聞でも読ん

でいたが、その事情がよくわかった。番組情報誌「ステラ」による、制作者たちが、

被災者の心の傷がまだ癒えないこの時期に番組を作っていいのかと悩みながらの作

業だったという話が載せられていたが、こういった事実に即したドラマであれば、そ

ろそろドラマにしてもいいのではないかと思った。これからもこういう努力を続けて

いってもらいたい。 

 

○  東日本大震災から３年ということで、震災関連の番組が多くあり、充実した内容だ

ったと思う。特に、３月１６日(日)のＮＨＫスペシャル メルトダウンＦｉｌｅ．４

「放射能“大量放出”の真相」は、しっかりと真実を伝えなくてはいけないという使

命感が感じられた。まだまだ知りたいテーマがたくさんあるので、今後も引き続き制

作してほしいと思う内容だった。「原発ホワイトアウト」という小説が話題になって

いるそうだが、ＮＨＫでドラマ化するといいのではないかと思いながら見た。 

 

○  東日本大震災関連番組を多く見たが、その中で、ＮＨＫスペシャル メルトダウン

Ｆｉｌｅ．４「放射能“大量放出”の真相」は、出色だった。番組では爆発が起きな

かった東京電力福島第一原発の２号機で、なぜ放射性物質が出たのか、また、１号機

では、汚染水漏れが生じているが、なぜなのか、さらに、事故翌日に早くも、放射性

物質がこれまで分からなかったモニタリングポストで高い値を示しており、ベントを

行うと放射性物質は出ないはずなのに、なぜ出たのか、という３点に絞り、きちんと

検証していた。コンピューターグラフィックスと再現ドラマによって、実にわかりや

すかった。福島第一原発の事故は、今後も解明が進んでいくと思うが、引き続き、こ

のシリーズを続け、真相を伝えてもらいたい。 

 

○  ３月５日(水)の歴史秘話ヒストリア「大発見！歌麿の最高傑作 巨大美人画に秘め

られた真実」を見た。「深川の雪」は、白黒写真でしか残ってなかったので謎の作品

と言われていたが、ついに発見され、ＮＨＫのスクープということで大変興味深かっ

た。ただ、平成２４年２月に発見されたのに、なぜ放送が今年なのかが気になった。
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また、昭和２２年に銀座で展覧会に出品されたあと、行方不明だったらしいが、どの

ような経緯で発見されたのか、知りたかった。 

 

○  ３月５日(水)の探検バクモン「ＴＯＫＹＯ花街アドベンチャー」（前編）は、大変

おもしろい内容で、すぐに生かせるような知識も得ることができた。料亭での「一見

さんお断り」の意味や一期一会の精神、料亭での作法、また、新橋の花街の芸がすご

いと言われる理由などがよくわかり、大変興味深い番組だった。名古屋にも名妓連と

いうのがあり、“見番”もある。また、毎年「名古屋をどり」などがあって、舞妓も

いて、芸妓の文化も愛知県にもあるので、「金とく」で番組にできるのではないかと

思った。 

 

○  ３月５日(水)と１２日(水)の探検バクモン「ＴＯＫＹＯ花街アドベンチャー」(前・

後編)を興味深く見た。特に、後編では、お座敷遊びは初めての爆笑問題の２人が、

視聴者をうまくひきこんでいたように思った。お座敷遊びは、遠い世界に感じていた

が、日本のおもてなしの原点があると理解でき、しだいに奥深さを感じられるように

なっていた。見終わった時には、花柳界の見方が今までと全く変わった感じがした。

とてもすばらしい番組だった。 

 

○  ３月１２日(水)あさイチ スゴ技Ｑ「美と健康に！ みそ汁の極意」では、みそに

関して、科学的な根拠になる専門家のコメントを交え、また一方で、効果を強調しす

ぎることなく、適度なバランス感覚で表現していた。料亭の本格的なみそ汁のような、

ワンランクアップのみそ汁の作り方を紹介していたが、文字どおり「スゴ技」だった。

ただ、全国各地でみその種類や味が異なり、たとえば、かつおだしで取るものに合う

みそと昆布だしで取る関西の白みそなどがあるので、普遍的に言ってしまっていいの

かと少し疑問に感じた。しかし、みそ汁をさらにおいしくする工夫といったことにつ

いても科学的に説明し、また実践的でもあったので、楽しく見ることができた。 

 

○  ３月１５日(土)の時論公論「ＳＴＡＰ細胞 科学者の説明責任は」と３月１６日

(日)のサイエンスＺＥＲＯ「緊急ＳＰ！ＳＴＡＰ細胞 徹底解説」を見た。「サイエ

ンスＺＥＲＯ」については、ＳＴＡＰ細胞の論文疑惑を解説しているだけで、期待は

ずれだった。そもそも、この日は、佐村河内守氏の関連でＮＨＫはお詫びを放送して

おり、他人の真がんを問う資格があるのだろうか。そういった時期に、こういった切

り口で迫る制作姿勢に、浮世離れしたものを感じた。一方、「時論公論」では、１０

分間で、簡潔にＳＴＡＰ細胞の論文の疑義について解説を加えるとともに、説明責任

を果たすべしとする、きっぱりとした番組の基本姿勢を感じさせる、大変よい番組だ
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った。 

 

○  ３月１６日(日)の小さな旅「城下町 ほっこりと～石川県金沢市～」について、金

沢の象徴的なイメージは、雪のちらつく町の風景などだが、今年は雪が少なかったの

で、撮影のタイミングが難しかったのではないかと心配して見たところ、絵になる風

景がきれいに撮れていた。また、ナレーションも落ち着いていた。茶道については、

専門家ではなく、趣味にしている一般の主婦を中心に紹介していた。茶がテーマの場

合は、茶碗が中心になりがちだが、この番組では茶釜を中心に、釜師十四代の宮﨑寒

雉さんを紹介して、茶釜の製作工程や作品などにもうまく焦点を当てていた。また、

「茶道」に偏らず、家庭で広く飲まれるほうじ茶についての紹介もあり、うまくバラ

ンスを取っていたと思う。本当にほっこりとした番組だった。 

 

○  連続テレビ小説「ごちそうさん」を感動しながら見ている。特に、め以子の「何も

かもすべて取られて、生きるためにやっているのに、逮捕するんだったら、食わせろ」

や「言わなければいけないことは、言うべきで、偉い人たちはその言葉をみんな聞か

なければいけない」といったセリフに、なるほどだと感じながら、楽しく見ている。 

 

○  ２月２０日(木)の東北発☆未来塾「地域医療のチカラ“家で最期を迎えたい” そ

れをかなえる医療とは？」は、地域医療について、人間にしっかりと焦点を当てた番

組だった。長野県の佐久総合病院の医師たちの医療活動を追い、大変丁寧に家庭訪問

を行っている様子などを取材していた。長野県がなぜ寝たきり率が低いのかという点

について、病院の理念がすべての原点になっていることがよくわかる内容だった。た

だ、ここまで取材するのであれば、やや情緒的な、医師の人柄によるものが大きいと

いう観点からではなく、なぜ佐久総合病院の理念が効果を生んでいるのか、科学的な

データなども示してもらうと、より説得力のある番組になったのではないかと思った。

これからの地域医療の“チカラ”を考える上で、大変よい番組だった。 

 

○  ２月２２日(土)のＥＴＶ特集「９４歳の荒凡夫～俳人・金子兜太の気骨～」は、金

子兜太さんが風呂に入る場面から始まった。通常だと、少し驚くものだが、９４歳の

生きざまを取り上げるときに、このオープニングは本当にみごとで、拍手喝采したい

内容だと思った。こういう演出のできる人がいるというのはすばらしいことだと感じ

た。 

 

○  ３月１４日(金)課外授業 ようこそ先輩・選「妄想は未来へのトビラ（前編）～作

家 林真理子～」を興味深く見た。作文が嫌いだと言った子どもを別な方向に振り向



14 

 

けていく様子を見て、きっかけづくりがうまい人だと思った。「シンデレラ」を題材

に、童話に書かれていないことを妄想させる質問を用意していたが、その設定などは、

普通の人にはなかなかできないもので、林真理子さんの小説に出てくる視点や取り組

みかたはこういったところにあったのかと思った。机の中は、シンデレラの心の中だ

というアドバイスをした段階から、人に見られたくないもの、秘密や恨みや願望とい

うような妄想に変わっていった。番組のタイトルに「妄想力」とあったので、疑問に

感じながら見ていたが、「妄想力」としたことによって、子どもたちの内面により深

く迫っているように感じた。後編は１０年後のシンデレラがテーマということで、興

味を持った。 

 

○  ３月３日(月)のワイルドライフ「イギリス田園地帯 命めぐるリンゴ園にフクロウ

が舞う」は、すばらしい番組だった。生き物の地球会議のようなセッションのような

内容だが、たとえば「日本版ワイルドライフ」のような番組もがあればいいと思う。

こういった番組は、もっと広報して、多くの人に見てもらったほうがいいと思う。 

 

○  ３月１０日(月)の再放送で、ザ・プロファイラー～夢と野望の人生～「苦しいから

こそ笑う～チャップリン 天国と地獄を見た喜劇王」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 5:00～5:59 ２

月１９日(水)本放送)を見た。世間に翻弄されながら、多くの人々を笑いで救おうと

した“人間・チャップリン”が伝わってきて、よい番組だった。ゲストの滝田洋二郎

さんは富山出身の映画監督だが、製作者としての立場から的確な言葉で表現していた。

映画というのは時代の空気を作ることだという話があったが、豊富な資料と映像を基

にして、よい構成だった。チャップリンが語った言葉で、「戦争も争い事もビジネス

だ。１人殺せば悪党で、100 万人殺せば英雄だ。数が殺人を神聖化する」という言葉

が、現在、世界で起こっていることと重なって、深く考えさせられた。また、「もと

もと人間の運不運などというものは、空の雲と同じで、結局は風しだいに過ぎないと

信じている」という言葉も強く心に残り、映画を見たときに感じたものを改めて思い

出し、またその背景までも知ることができて、作り手としてのチャップリンの人間像

がよく見えてよかった。チャップリン自身が語った言葉の中で「国全体が同じ方向に

向かっていくことに違和感を覚え」闘ったチャップリンの映画を、視点を変えてもう

一度見たいと思った。番組制作にあたって、資料の収集や検証などにも時間がかかっ

て大変だと思うが、放送作家が入っているのか、構成や制作がどのように行われてい

るのかについても知りたいと思った。 

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

 番組審議会事務局 
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平成２６年２月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会（議事概要） 

 

２月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、２０日(木)、ＮＨＫ名古屋放送局において、 

９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「平成２６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２６年度中部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、放送番組一般について活発に意見交換を行った。 

最後に、業務報告および３月の番組編成、放送番組モニター報告、視聴者意向について

説明が行われ、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委員長    村本 淳子 （公立大学法人三重県立看護大学理事長・学長） 

副委員長   金森 昭夫 （中日新聞社取締役総務担当） 

委員     秋元 祥治 （特定非営利活動法人 Ｇ－ｎｅｔ代表理事） 

佐野 俊和 （コマツサービスエース（株）代表取締役社長） 

杉浦 宇子 （弁護士） 

立花 貞司 （トヨタホーム（株）取締役会長） 

田中 章義 （歌人・作家） 

野田 雄一 （富山ガラス工房館長、富山ガラス造形研究所教授） 

森棟 公夫 （学校法人椙山女学園理事長、椙山女学園大学学長） 

 

 

（主な発言） 

 

＜「平成２６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＞ 

   

○  「編集の重点事項」の７番目に「地域の再生、地域活性化への貢献」があるが、全

国５４の放送局をフルに活用して取り組んでいくという意気込みが前面に押し出さ

れるような順番に掲げるべきだ。地域の再生、活性化に対して、ＮＨＫが本気だとい

う姿勢を表すのであれば、もっと上位になるのではないか。地方に住んでいると、地

域でのＮＨＫの役割の大きさを実感している。地域放送局制作の「しあわせニュース」

や「きわめびと」などが楽しみだ。 
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（ＮＨＫ側）  

 

          ９つの重点事項は、どれが上でどれが下というものではない。 

平成２６年度は、「ＮＨＫ経営計画」の３年目にあたり、経営 

計画を踏まえ作成する「編集の基本計画」の重点事項も、３年 

間継続性のあるものとなっている。そのため２６年度の重点事 

項の順番は２５年度の「国内放送番組編集の基本計画」を踏襲 

している。２７年度からは、新しい経営計画に入るので、ご意 

見も参考にしながら、重点事項の表現のしかたについて検討し 

ていきたい。 

 

○  ４番目の「東日本大震災からの復興を支援」について、これまで「ＮＨＫスペシャ

ル」などで、復興の状況や東京電力福島第一原発の事故による被害などを調査報道し、

大変感心する番組が多かった。完全に復興が実現するまで、現地の状況を的確に国民

に伝えてほしい。なぜこれほど復興が遅れているのか、法律的な規制などの面からも

掘り下げ、今後、大地震が起こった場合に、もっと迅速に復興できるよう、原因分析

などを十分に取材し、正確な情報を視聴者に伝えてほしい。 

 

○  「各波の編集方針」のラジオ第１について、かねてからラジオ、特にＡＭラジオに

ついては、若者をいかに引き込むのかが大きな課題だと聞いている。そこで、この数

年間、若者向けの番組を増やしているが、たとえば土曜や日曜の夜間は、うるさく聞

こえる番組が多いように感じる。若者向けにするのはいいが、そもそも若者向けとい

うのはどういうことなのか、若者に人気のあるタレントが出演して話すことではない

ように思う。「若者世代への定着を図りながら、中高年のニーズに応える」と書いて

あるが、実際どういう番組を作っていくのか、また、離れつつある中高年の聴取者を

どのようにつなぎ止めるのかについて、考え方を聞きたい。 

 

（ＮＨＫ側）  

ご指摘の点については、ＮＨＫ内でも議論になり、視聴者か 

らのご意見も届いている。そこで、「ラジオ深夜便」の土日の 

夜間については、若者向け番組の放送時間を短くして、平日と 

同じ午後１１時台からの開始にする。ラジオの聴取者は高い年 

代の方が多いので、そのニーズにしっかりと応えていこうと制 

作側も認識している。一方で、東日本大震災のときの調査で、 

非常災害時にもふだんから接しているメディアが視聴される 
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ことが明らかになっている。「安心ラジオ」という観点からも、 

「若者世代への定着も図る」必要があり、基本計画策定にあた 

った。金森委員のご意見は制作側できちんと受け止めて、実際 

の放送内容に反映していきたいと思う。 

 

 

＜「平成２６年度中部地方向け地域放送番組編集計画（案）」について＞ 

 

○  各局それぞれに特色ある内容で、その地域に対する強い思いが感じられるものだ。

たとえば、原発問題など、各局に共通するテーマについては、各局が連携して取り組

み、それが明確にわかるようなページを設けて記載してはどうだろうか。 

 

○  大河ドラマの最後に「紀行」として、ドラマで出てきた場所を紹介しているが、あ

の手法はすばらしいと思って見ている。愛知県は、歴史的にも三英傑の出た所であり、

桶狭間や長久手の古戦場など歴史的な場所が多くある。地元にとっては、関心も高く、

また海外の人にも知ってもらうきっかけにもなるので、ぜひそういった場所を取り上

げる番組を作ってほしい。 

 

○  最近、若者層をひき込むために関ジャニ∞など若者に人気のある人たちを番組の進

行役に登用しているが、これはとてもよい試みだと思う。全国放送だけでなく、地域

向け番組でも、引き続き、若者へのアプローチを進めていってほしい。また、静岡局

の徳川家康没後 400 年に合わせた取り組みは興味深い。歴史については、引き続き積

極的に取り上げてほしい。 

 

○  静岡局の「振り込め詐欺」の撲滅に向けた情報発信は、平成２５年度も取り組んで

いるが、静岡県だけではなく、全国的な問題だと思う。何か特別な意味があるのか。 

 

（ＮＨＫ側）   

    静岡県内だけの問題ではないが、静岡局の制作現場で、問題 

意識を強く感じ、継続して取り組んでいる。 

 

 

○  諮問された「平成２５年度中部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。 
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○  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。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  静岡局制作の１月１９日(日)のさわやか自然百景「静岡 掛川丘陵」は、茶畑と茶

畑の間に動植物や昆虫など、こんなにも多くの生き物がいるのかと驚いた。短い放送

時間だが、長期間丁寧に取材したもので、改めて自然の豊かさが感じられ、大変おも

しろかった。今後も、こうした着目点の良い番組を見たいと思う。 

 

○  ソチオリンピックの放送を、民放と比較しながら見ていたが、ＮＨＫは一番冷静に

放送していた。結果がよければいいが、選手やその家族は、いろいろな思いをしてき

ているので、冷静にオリンピックを捉えることは重要だと思う。 

 

○  毎日、大変楽しくオリンピック放送を見ている。結果よりも、チャレンジしている

ことそのものが尊いと思うので、オリンピックという世界的な舞台では厳しい結果だ

ったとしても、日本では一番になった人たちが出ているので、あまり知られていない

選手やその競技の第一人者たちの挑戦する様子を、オリンピック期間中のみならず、

その後もフォローアップして、詳しく丁寧に紹介してほしいと思う。 

 

○  １月１８日(土)、２５日(土)の土曜ドラマ「足尾から来た女」(前・後編）は、足

尾銅山鉱毒事件を題材に、尾野真千子さんが演じるサチの目線で当時の明治政府の動

きなどを描いていたが、演技が大変上手だった。サチは読み書きができないので、自

分の目で見、あるいは耳で聞いたものだけを信じるという、先入観を持たない素朴な

人物設定がうまく描かれていた。現代人がなくした大切なものが伝わってきたように

も感じた。また、柄本明さんが演じた田中正造の「都をつくったのは町、町をつくっ

たのは村、100 軒の家も１軒の家から始まった。その１軒を見殺しにする国は滅びる」

という言葉や、サチが原敬に石を投げて「村を返せ」と絶叫するシーンは、現在、福

島で起こっている問題や、福島の人たちの気持ちを代弁しているように見えた。２回

で終わり物足りない感じがした。サチがその後東京でどのように育っていったのかと

いうところまで描いてほしかった。 
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○  １月１９日(日)のＮＨＫスペシャル「アルツハイマー病をくい止めろ！」を見た。

アルツハイマー病は、高齢になって発症するのではなく、４０～５０代でも起こる病

気であり、注目されている病気でもあるので、同じ認知症の中でもアルツハイマー病

に視点を当てたのは、とてもよかったと思う。脳の「海馬」が萎縮することによって

アルツハイマー病が起こるメカニズムについても、丁寧にわかりやすく説明していた。

さらに、そのメカニズムが分かると、治療だけでなく予防もできるという点や、どこ

まで解明できているのかについても紹介していた。薬についても、予防薬や進行を止

めるものがあり、予防プログラムを実践する人を取材し、どういった方法が有効的な

のかなどを示し、説得力があった。認知症の研究がすごいスピードで進んでいること

もよくわかった。今、世界で認知症患者が 4,400 万人もいて、2050 年には約３倍に

なると言われている。高齢社会になり、働き盛りの人たちの発症も増えているといっ

た点からも切実感が伝わってきて、印象的だった。きちんと睡眠を取ることの大切さ

など、どのように生活を送ればいいのかという点まで丁寧に伝えていて、考えさせら

れた。続編として、どのような生活を送れば進行を止められるか、アルツハイマー病

にならないかについてさらに掘り下げてほしい。また、脳血管型の認知症も急激に増

えてきており、国や民間の動きもあるので、ぜひ発展させて制作してほしい。 

 

○  ２月２日(日)のＮＨＫスペシャル シリーズ 金メダルへの挑戦「世界最高得点を

めざせ～日本フィギュア男子～」は、髙橋大輔選手と羽生結弦選手の練習を追った番

組で、興味深く見た。特に、羽生選手が４回転ジャンプに挑戦し始めた頃からの成長

の過程や、４回転トウループとサルコウの技術的な違いや加点方法などの説明、それ

を基に演技構成の作戦を細かく立てていたことがよくわかった。それを知ったうえで、

ソチオリンピック本番の演技を見たので、大変感激した。髙橋選手についても、けが

のあとフォームなどを工夫し、４回転ジャンプが跳べるようになった過程を紹介して

いて、６位という結果だったが、立派な成績だと思って感動した。 

 

○  １月３０日(木)のクローズアップ現代「東大紛争秘録～４５年目の真実～」は、東

大紛争の収束に当たった教授たちの 600 ページにわたる議論の記録が出てきたこと

を基にしていた。東大の判断ではなく、文部省(当時)や自民党の指示で、入試が中止

になった経緯や、東大執行部の教授たちの葛藤などがわかり、大変興味深い内容だっ

た。ゲストの麗澤大学教授の松本健一さんは、坂本義和教授(当時)の「大学入試は、

大学が決めることで、文部省に指図されることではなかった。国家に対する“大学の

自治”の意味は、大きく変わってしまった」という意見に沿った考え方で、大学の自

治のあり方について敷延して話していた。しかし、私見だが、当時は、セクト集団が

力を持っていて、大学側と議論する状況は全然生まれず、「なぜ大学はあるのか」と
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いった根元的な問いかけの対話は途切れてしまっていた。番組の中で、セクトの存在

に一切触れられていなかった点を物足りなく感じた。 

 

○  ２月５日(水)のクローズアップ現代「見つめて触れて語りかけて～認知症ケア“ユ

マニチュード”～」は、高齢化が進み、認知症が増加する中で、何か解決する糸口が

あるのかと興味深く見た。初めて「ユマニチュード」という言葉を聞いたが、見る、

触れる、話す、立つという４つの基本の要素は、これまでの看護の場面でも使われて

いたことで、それがどのように有効なのか、その違いについて注目した。認知症であ

っても、相手の存在を認めていることをどのように伝えるのかが重要で、その精神や

哲学が根底にあるように思った。認知症患者を抱えている家族や看護する者にとって

は、日常生活において、頭では分かっていても、なかなかそれを具現化することは大

変だと思う。“ユマニチュード”を考案したイヴ・ジネストさんが、直接、認知症患

者のリハビリを行ったところ、変化が見られたが、なぜそういった変化が起こったの

かがよくわからなかった。今後、“ユマニチュード”が、日本でどのように展開され

ていくのかを知りたいと思った。 

 

○  私自身が、認知症の家族の看護の経験があるのだが、クローズアップ現代「見つめ

て触れて語りかけて」で紹介された“ユマニチュード”を見て、自分の対応が間違っ

ていたことに気づいた。高齢化社会において、介護の問題が身近になり、勉強したい

と思っているが、時間が取れないといった人は多くいると思うので、“ユマニチュー

ド”の講座や認知症患者との関わり方などが分かる番組を、Ｅテレで放送してもらえ

るとありがたい。 

 

○  １月２０日(土)のプロフェッショナル 仕事の流儀「未来を拓（ひら）く、希望の

サイボーグ ロボット研究・山海嘉之」を、引き込まれて見た。日本人の研究者がサ

イボーグ型ロボットの研究を世界の最先端で行っていることも、この最先端技術が現

在どういう状況なのかも全く知らなかった。ロボットを人間に装着することで、人間

の力を支えてパワーを持たせることを目指すという研究内容や、医療の現場で実際に

使われている様子を見て、驚くとともに感動した。一番ひかれたのは山海さんの人柄

で、人当たりがよく優しい雰囲気で、しかも権威によらない姿勢にとても感動した。

難病を抱える人たちに一対一で向き合い、どのようにすれば助けられるかについて、

データを取り、技術改良を行っていく姿勢と、一対一の真剣なやり取りが、その背後

にいる多くに役立つという考え方にも感動した。「あきらめようと思ったことはない

のか」という質問に、逆に「どういう時にあきらめるのでしょうか」と聞き返したと

ころがおもしろかった。困難も人生の中の調味料みたいなものだと前向きに捉えてい
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くモチベーションの持ち方がこの人の強みだと思う。また、患者の家族とメールでの

やり取りをするなど、人とのつながりを大事にし、自分の研究に生かしているところ

は、自分の専門分野の法律の世界とも結び付くものがあって、感動した。 

 

○  ２月４日(火)の「応援ドキュメント 明日はどっちだ」は、福井県小浜市にある若

狭東高校の吹奏楽部を取り上げていたので、大変興味深く見た。いろいろな世代の人

たちに見てもらえる番組だと思うので、もう少し早い時間帯に放送してはどうかと思

う。また、関ジャニ∞の３人は、人に対するまなざしの優しさが感じられ、すばらし

い司会者だと思うが、高齢者を司会者にして、「おばあちゃんの知恵袋」のような話

をゆったりとしたテンポで、さりげなく聞けるような番組もあればいいと思う。 

 

○  ２月１６日(日)の明日へ―支えあおう―復興サポート「防潮堤からつくる町の未来

～岩手県大槌町～」を見た。防潮堤の高さの問題やそもそも防潮堤が必要かどうかな

どについて、いろいろな面から説明していて、とてもわかりやすかった。「明日へ―

支えあおう―復興サポート」は、ほかの番組と異なって、ただ課題を掘り下げるだけ

ではなく、地域住民に集ってもらい、ワークショップを開催して番組化している。単

に番組を通じて被災地の問題や、復興への問題点などを提起していくだけでなく、番

組制作という過程をいわば復興の加速にしていくという、番組の位置づけ自体に大変

共感した。引き続きこういった取り組みを続けてほしい。ホームページを見たところ、

この番組以外にも「明日へ―支えあおう―」の中で、さまざまな被災地支援、復興支

援の取り組みをしていることを知って、驚きと感銘を受けた。ただ、ＮＨＫオンライ

ンのトップページにリンクを貼っていなかったのが残念だ。「国内放送番組編集の基

本計画」にも、東日本大震災の復興支援を大きな柱と掲げているので、この特設サイ

トの明示を提案したい。番組そのものは満足したが、対話の機会を作っていくのがこ

の番組の特徴だと思うので、その後のワークショップや地域住民の状況について、ホ

ームページで紹介してほしい。 

 

○  「ららら♪クラシック」の１月１８日(土)「よみがえったスワン～チャイコフスキ

ーの“白鳥の湖”～」と２月８日(土)の仮装？奇想？名演奏！～クライスラーの“愛

の喜び”～」を見た。クラシックの楽曲について、やや“通”な情報だが楽しく気軽

に知ることができる大変おもしろい番組だった。話題が要領よく３つに整理され、作

曲された時代や社会背景、作曲家の人柄やエピソードが、写真や記録映像など、硬軟

織り交ぜながら、メリハリよく紹介していた。クラシックの基礎知識や事前知識がな

くても視聴しやすいように、工夫されている番組だ。司会の加羽沢美濃さんは、作曲

家としての知識や技能を生かし、専門用語や専門知識をひけらかさずに、流ちょうな
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番組進行で、この番組の分かりやすさや親しみやすさに大いに貢献しており、感心し

た。石田衣良さんは控えめで、相づちやコメントのタイミングが大変よくて、よいコ

ンビだと思った。「よみがえったスワン」の回では、バレエの映像に加えて、ゲスト

に舞踏家で東京シティ・バレエ団理事長の安達悦子さんを招いて、曲の調子がもたら

す踊り手の心境変化などを、踊りのしぐさを交えて紹介し、バラエティに富んだ内容

で、よりいっそう楽しむことができた。取り上げた曲が、いずれも一度は耳にしたこ

とがある名曲で、作曲技法や奏法といった専門知識を要するような内容ではなく、作

曲家の人柄や文化的背景など、一般的に興味が湧くようなもので、なおかつ、曲に対

する共感や理解が深まる適当な情報量だったので、充足感が得られ、楽しめることが

できた。多くの人にクラシック音楽への関心を育むであろう、大変よくできた番組だ

と思った。 

 

○  ２月１日(土)のＥＴＶ特集 アンコール「海の放射能に立ち向かった日本人～ビキ

ニ事件と俊鶻丸～」を見た。1954 年(昭和２９年)のビキニ水爆実験のあと、アメリ

カは大した被害はないと発表したのに対し、独自に日本の研究者たちが集まって、ビ

キニ環礁の放射能の影響を総合的に調べた記録を基にした番組で、大変すばらしかっ

た。当時の映像や生存者の証言を集め、当時の調査では、海水の放射能汚染は薄まら

ず、かたまりになって残ることや、放射性物質が食物連鎖を通じてマグロの体内に蓄

積されるという深刻な問題が起こる事実を浮き彫りにしていた。また、当時調査に参

加した科学者たちが、放射能による影響を調べる総合的な研究所を作るべきだと日本

政府に提言したが、認められなかったことも明らかにしていた。さらに、もし当時、

この研究成果を受け止め、研究体制を築いていれば、東京電力福島第一原子力発電所

の事故においても、被害調査に生かされていたのではないかと言及していた。全体と

しては、事実を淡々と再現し、声高な主張はなかったが大変説得力のある構成だった。

これは静岡局の制作で、高く評価したいと思う。 

 

○  ２月８日(土)のＥＴＶ特集「戦時徴用船～知られざる民間商船の悲劇～」は、戦時

中徴用された商船が何千隻とあったが、約 2,400 隻が沈み、船員が６万人も亡くなっ

たという事実に驚いた。大阪商船は戦時中に、嘱託の画家を雇い、船と運命を共にし

た社員の功績をたたえるため、絵を描かせ、３７点が今も残っているそうだが、これ

らの絵は大変すばらしいもので、戦火の中で沈んでいく商船や、その中で船員たちが、

お互いに助け合い、大変苦労して、命を長らえる様子などを、実にリアルに描いてい

た。最近、零戦や特攻隊など戦中を描いたドラマや映画があり、感動を与えているが、

知られざる悲劇を体験した人が多くいたことを、よく紹介してくれたと思った。ただ、

タイトルに、絵のことが一切触れられていなかったのが残念だった。もう少し工夫し
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た方がよかったと思う。 

 

○  ２月９日(日)の「平成２５年度 ＮＨＫ全国短歌大会」(Ｅﾃﾚ 後 3:00～4:14)は、

すばらしい歌の数々をどういった人がどのような心情や立場でうたっているのかに

興味があって視聴した。授賞式を兼ねた番組なので、短歌の朗読、選者の選評、受賞

者の声が淡々と繰り返されるだけで視聴者拡大への工夫はなかったが、短歌そのもの

を味わうには十分な内容だった。今年の題詠は「母」で、作者の多くが６０歳以上と

いう状況を見て、むしろ高齢化が進む日本の姿がかいま見えた。短歌の構造や技法に

関する解説は、素人にはよくわからなかったが、作品そのものの意味を、作者が説明

することによって、より味わい深いものになり、大変楽しかった。元ＮＨＫアナウン

サーの加賀美幸子さんの落ち着いた声と朗読の巧みさは、よりいっそう歌を魅力ある

ものにしていた。一方、ジュニアの部では、タレントが朗読には向かない声で作品を

紹介したり、緊張している子ども達に対して配慮のないインタビューをしていて、大

変憤まんを覚えた。新設の「近藤芳美賞」は、文芸色が強い分、比喩や感情描写が多

くて、素人には理解しがたい歌で、説明や解説もあまりなく、受賞者へのインタビュ

ーも短かったので、若干消化不良な感じがした。 

 

○  １月２２日(水)の「木曽オリオン～長野発地域ドラマ～」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 10:00～

10:58) を心地よく見た。人と関わることによっていやされることがうまく表現され、

出演者の演技からもよく伝わってきた。地域では身近なだけに気づかず、足を運ばな

いような場所や、また、こういった企画や取り組みも、なかなか伝わらないこともあ

る。「国内放送番組編集の基本計画」にも、地域ドラマを引き続き制作し、活性化へ

貢献するとあるように、積極的に紹介していってほしい。 

 

○  ＢＳプレミアムで、月曜日から木曜日の午後６時台に、名作アニメをシリーズで放

送している。かつて民放で見た作品が、ＮＨＫでも名作選として放送されるというの

はすばらしい試みだと思う。「国内放送番組編集の基本計画」の重点事項に「世界に

通用する質の高い番組」という項目があるが、日本で制作されたすばらしい番組で、

海外にも紹介しうる素材はもっとあるのではないかと思う。 

 

○  ＮＨＫのラジオ第１をよく聞いているが、１月３０日(木)の「ラジオあさいちばん」

は「ビジネス展望」のコーナーがなく、リスナーからのお便りに変わっていた。変だ

なと思っていたら、その日の朝刊に、出演を予定していた教授の発言内容が東京都知

事選挙に絡むものなので、担当ディレクターが内容変更を依頼し、そのことで教授が

番組を降板したことが掲載されていた。最近、経営トップや経営陣の言動が問題視さ
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れるようになっている。そういった中で、ＮＨＫでも、制作担当者が、配慮した結果

がこうした動きになったのではないかと不安に思った。番組を作る現場の担当者は、

事実に即して粛々とこれまでどおりやってもらえばいいと思う。 

 

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

 番組審議会事務局 
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平成２６年１月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、１６日(木)、ＮＨＫ名古屋放送局において、

１１人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、東海北陸ヒューマンドキュメンタリー「“一本松”に結集せよ～自

動車メーカー若手技能者たちの挑戦～」について説明があり、放送番組一般も含めて活

発に意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、２月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委員長    村本 淳子 （公立大学法人三重県立看護大学理事長・学長） 

副委員長   金森 昭夫 （中日新聞社取締役総務担当） 

委員     秋元 祥治 （特定非営利活動法人 Ｇ－ｎｅｔ代表理事） 

伊藤 一美 （特定非営利活動法人 子ども＆まちネット理事長） 

井上 庄吾  （愛知県農業協同組合中央会専務理事） 

佐野 俊和 （コマツサービスエース（株）代表取締役社長） 

杉浦 宇子 （弁護士） 

田中 章義 （歌人・作家） 

野田 雄一 （富山ガラス工房館長、富山ガラス造形研究所教授） 

松本 耕作 （加賀味噌食品工業協業組合理事長） 

森棟 公夫 （学校法人椙山女学園理事長、椙山女学園大学学長） 

 

 

（主な発言） 

 

＜東海北陸ヒューマンドキュメンタリー 

「“一本松”に結集せよ～自動車メーカー若手技能者たちの挑戦～」 

(１月４日(土) 総合 前 7:35～8:00 中部ブロック)について＞ 

 

○  そもそも板金で“奇跡の一本松”のレプリカを作ることが日本の技術力を世界に示

すことになるのだろうか、自動車業界の話題づくり以上に、本当に被災地支援や被災

地に対する思いがあるのだろうか。このプロジェクトのテーマそのものに、納得感や

合理性の無さを払拭できなかった。製作に当たった技能者が語っていたように、一本

松を再現するのではなく、一本松が人々に与えたものを再現するというのであれば、
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それは技術によって作り出すものではなく、芸術や工芸品などによって表わされるべ

きものだと思う。このプロジェクトに携わった若い技能者が、工芸品を製作する匠の

技を突き詰めるということもできず、芸術作品のように心象やイメージから自由に創

造することもできず、板金でできる範囲で、一本松に似たものを作らざるを得ないと

いう状況下に置かれているようにしか見えなかった。その中での困惑や壁にぶつかる

ことが、本当に技能者としての成長の糧につながるのかどうかも、番組からは伝わら

ず、あまり共感を得る場面がなかった。若者の困惑や妥協の心情が表れる場面や、ベ

テランの指導とそれに納得して手を進めるような場面は多くあったが、これほどの挑

戦をしたにもかかわらず、達成感や充実感にあふれたはじけるような笑顔が若者たち

に見られなかったのが、残念だ。この鋼板製の一本松を見て、これが板金技術として

の成果だとは感じられず、日本自動車工業会としても、本当に成果があったのだろう

かと疑問に感じた。 

 

○  東日本大震災後の「日本の再生」として、“奇跡の一本松”のレプリカ製作に挑戦

する姿を追うというのが、題材であることは理解できたが、なぜ自動車メーカーが、

若い技能者を派遣して取り組むのか、その背景や動機づけが、番組の冒頭で伝わって

こなかった。プロジェクトありきというところからスタートしているという印象を持

った。被災地にいない者にとっては、“奇跡の一本松”に対する被災地の人たちの心

情は計り知れないので、今回のプロジェクトの背景のようなものにもう少し触れてか

ら番組を始めればよかったと思う。「ヒューマンドキュメンタリー」と、「ヒューマン」

と銘打っているのであれば、単なるドキュメンタリーとは異なって、もっと「ヒュー

マン」に迫っていくべきで、そういった点で、若い技能者の心の迷いやそれを克服し

ていく部分については、少し弱かったと思う。松の存在感やこの松に寄せる精神が若

い技能者に受け継がれたという面で描くにしても、「ヒューマン」というには少し弱

い。被災地の人たちがこの番組を見た場合、どのように感じるのか関心を思った。番

組はドキュメンタリーとして忠実に制作しようとしてはいるが、多少の演出を加えて

もよかったのではないかと思った。 

 

○  私は、大変おもしろく見た。板金の技術や関わる人たちを初めて見たので、大変興

味深かった。もし、国内自動車メーカー４社の思惑が、万が一、ほかにあったとして

も、実際にこのプロジェクトに派遣された若い技能者が、とても苦悩しながら、自分

たちで何ができるのかだろうかと自問自答している姿が描かれていた。実際に被災地

に行った後は、表情が変わっていたように見えた。失敗しても、津波で流された車か

ら切り取った鉄板をむだにしないようにアドバイスする様子などは、決して過剰な演

出をせず、ありのままに見せていてよかった。一見淡々としているようではあるが、
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その中に一人ひとりの心の動きが感じられた。効果的な被災地支援のしかたは、ほか

にもあるかもしれないが、このように日本を代表する車のメーカーの若手技能者たち

が、協力してひとつのプロジェクトに取り組む動きは、とてもおもしろい試みで、そ

れを番組にした意義は大変大きいと思った。 

 

○  板金技術で、一本松のレプリカを作ろうという発想が思いも寄らなかったことで、

興味深く見た。被災地の車から切り取った鉄板を使った松の小枝を記念品にしたこと

も、すばらしい発想だと思った。トヨタのベテランの技術者が、「写真に忠実なもの

を作るのではなく、見る者に感動を与える松にしなければならない」と言っていたが、

まさにこの精神がものづくりの原点だと思う。設計図面がない中で作り上げていくと

いうことの意味も、そういったものづくりの考え方の表れだと思った。若者たちが、

一本松を組み立てた時の表情は暗くて、深刻に思い詰めているような印象を受けた。

被災地の復興のことを考えていたのだろうと感じられ、とても印象的な場面で、番組

はしっかりと捉えていたと思う。松ボックリや松葉、木の傷などの製作にあたって、

どのように取り組んだのかを、テロップで示していたのが、印象的だった。全体的に

ドラマを見ているようで楽しめて、よい番組だった。ただ、今回なぜ４社だけが参加

したのか、またトヨタが幹事のような形だったのかが疑問で、松葉の製作だけに参加

した会社には設計図が渡っていたのかどうかが気になった。 

 

○  トヨタの工場の中で架かっていた看板がカタカナではなく、「具現化作業場」とい

う表記にとても親近感を持って見始めた。マニュアルに従うのではなく、イメージを

形にしていく、つまり、具現化する作業が、今回の板金で繰り返し形を作っていくと

いうものと相通ずるものがあり、この看板がプロジェクトの目標を分かりやすくして

いるように感じた。各社から試作部の若者が集められ、お互いが手の内を見せながら

技術を学び合っているところがよく撮れていた。おそらく、もっと議論したり反発し

合ったり、たまにはけんかになってしまう場面もあったのではないかと思うが、そう

いったものが無かったように思う。建築家が震災後に、人を守れない家を造ってしま

ったことにショックを受けたと語っていたのを思い出したが、津波で流れ着いた車の

残骸は、彼らにとっては衝撃的で、車に乗っていた人はどうなったのだろうか。引き

上げられた鉄板の腐食具合などから想像し、その思いをレプリカ製作に結び付けてい

ったのではないだろうか。この車の鉄板を使う決断がこのプロジェクトをしっかりと

引き締めたように感じた。若い技能者の目のアップの映像がよくて、余分な説明を加

えないナレーションで、彼らの言葉だけで全体の流れを作っていったのが印象的で、

とてもよい番組だった。 
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（ＮＨＫ側） 

 日本自動車工業会に加盟するのは合計１４社だが、物理的に 

         全社がプロジェクトに参加することができなかった。現在、日 

         本自動車工業会の幹事社がトヨタなので、トヨタが中心となっ 

て、このプロジェクトを進めることになった。全社が参加した 

いという意思を示したが、時間や場所的な関係で、４社となっ 

た。松葉については、設計図面がなく、それぞれの会社が自分 

たちのイメージで作ったものを持ち寄って作ったので、全く異 

なった松葉が集まった。各社がそれぞれの技能を持ち寄ったの 

は、今までに前例のないことで、本来、「秘中の秘」である技術 

を惜しみなく出し、それが結集した松だ。その点がうまく伝わ 

らなかったのは、力量不足だったと思うので、今後努力してい 

きたい。 

 

   このプロジェクトに参加したのは、各社トップレベルの若い 

技能者たちだ。少しぶっきらぼうで表情があまり出ないし、言 

葉も少ないため、ドキュメンタリー番組としては、作りにくい 

ケースだ。しかし、この「東海北陸ヒューマンドキュメンタリ 

ー」はドキュメンタリーのある種のトライアルとして立ち上げ 

た番組なので、今回はできるだけ抑制的にし、心情をナレーシ 

ョンでコメントするといった演出は極力控えて作ることとした。 

若者たちの表情も乏しいが、その中にも僅かな変化がある。さ 

きほど目の変化についておっしゃっていたが、そういったちょ 

っとしたところを見逃さず、できるだけ丁寧に編集し、余分な 

音楽やナレーションを付けずに、文字のスーパーで、少し補い 

ながら、抑制的に伝えようという形で作り上げた。本日ご意見 

を伺って、またモニター報告にも、感動した、共感したという 

声の一方で、少し分かりにくかったという意見もあったので、 

きっちりとスタッフでご意見を共有し、新しいドキュメンタリ 

ー番組の可能性も探りつつ、次につなげていきたいと思う。 

 

○  最近の若者たちは、議論に慣れておらず、人と関わることにある種の壁を作ってい

るように思うので、技能者の表情や動きに注目して見た。冒頭の映像が、上空から真

っ青な海に廃墟というもので、とても象徴的で、７万本あった松が１本だけ残ったこ

とがまず心に入ってきた。なぜ４社だけの参加となったのかが分からず、また、松葉
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のひとつひとつが見られなかったのが、残念だ。１０日間という短期間に、技能者た

ちはよくやったと思う。ふだんは、デザインされたものを忠実に作る仕事で、今回の

ように図面がなく、イメージで作ることは難しく、技術力で表現するように言われて

も、どのように表現していいのか分からない戸惑いがあっただろう。しかし、他社の

人たちとの関わり合いの中で、少しずつ糸口のようなものが見え隠れしていたので、

言葉にはしていないが、ちょっとした行動などから伝わってくるものがあった。この

あとも、技能者同士のコミュニケーションを取っているのだろうか。こういった機会

がない限り、他社に行くこともないだろうし、話し合うこともないだろうから、ここ

で関わった人たちの関係を今後どう展開していくのかが、一番重要だと思う。一本松

の最終的な仕上がりや、実際に見る機会があるのかどうかも知りたかったので、そう

いった情報があればなおよかったと思う。 

 

○  とても楽しんで見ることができた。ただ、期間が限られていることは分かっていた

が、それが１０日間であったことに気付かなかったので、例えば、何日目だと日を追

って表すと、もっと緊迫感が出てきたように思う。“奇跡の一本松”のレプリカを作

ることによって技能者の気持ちを表現したい、また、“奇跡の一本松”だからこそ技

能者が結集したということは、さきほどの話で理解できたが、番組の中では出てこな

かった。もう少し強調してもよかったのではないか。ベテランの技術者から「正確に

作ってもつまらないものになってしまう、きれいに見せるだけではなく、生きる力を

見せることが大事だ」という趣旨の言葉があったが、若い技能者たちがいろいろ工夫

していることはよく分かり、興味深い番組だった。最後に、東京モーターショーで展

示された松の前に並んだ時は、うれしそうな表情をしていて、若者たちの達成感は十

分に感じられた。海から引き上げられた自動車を見ると、この自動車に乗っていた人

の安否が気になった。 

 

○  日常接する機会のない板金の技術の職人の仕事をかいま見ることができて、とても

興味深かった。ライバルメーカーの技能者たちがチームを組んで取り組むという貴重

な経験は、多くの日本人が共通して持つ、大震災という苛酷な経験から立ち上がって、

希望を持って未来に進もうという気持ちを発信するというコンセプトがあったから

こそ、実現したのではないだろうか。そういった点でも関心を持った。異なる会社の

若手の技能者同士が、お互いの技術に興味を寄せる場面や納得できない仕上がりの際

に、ベテラン技術者の助言で、修復するよりも全部壊してやり直すという判断をする

場面、実物にこだわる若手に対し、見る人に伝えたいイメージを形にする視点の大切

さについて語るところなど、熟練から若手に技術だけではなく、精神的なことを伝え

ている様子など、人と人との関わりの中で若い職人たちの成熟していく姿を、短い時
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間で見ることができ、熱い気持ちになった。板金技術においても芸術的な要素がとて

も大事であることも感じられ、おもしろかった。 

 

○  “奇跡の一本松”のレプリカの製作を通した復興への思いに関する話と、ライバル

同士のコラボレーションというドラマのような２つのトピックスが、大変興味深く、

よかったと思う。もう少し、おのおののせめぎ合いや、ふだん手の内を明かし合わな

い者同士が協力しているという点に焦点を当てたほうが、より見応えがあったような

印象を受けた。視聴者はいわゆる“ながら見”をするという昨今の現状を考えると、

ＢＧＭとテロップだけだと、伝わりにくいと思う。“ながら視聴”を想定したナレー

ションが必要ではないだろうか。 

 

○  全般的によく出来た番組だったと思う。特に、今、日本が抱えている東日本大震災

後の復興の遅れと、世界の最先端を行く自動車技術、しかもこれを若者が担っている、

ということをうまく組み合わせて、与えられた課題を十分果たしたことがよく描かれ

ていた。さきほどの話で分かったこともあるが、いくつか分からない点があった。な

ぜトヨタが中心となったのか、４社しか参加しなかったのか、どういった経緯で“奇

跡の一本松”のレプリカを作ろうという話になったのかなど、そういった疑問を視聴

者が持たないように、番組で紹介しておく必要があると思う。この一本松の製作をす

るということは、その作ったものに命を吹き込むということに狙いがあるとするなら

ば、このプロジェクトに参集した若者たちは、スタートのときには、会社の指示で参

加し、そういった意識を持っていなかったのではないだろうか。そうであるならば、

どの段階で意識が変わったのかを映し出していれば、もっとよかったのではないだろ

うか。津波で被災した車の鉄板を使って作ることになったところが転換地点だったよ

うに思うが、あの時、被災地を再訪問したことなどは前もって準備していたのではな

いかと少し気になった。１０日間のプロジェクトだったことをもう少し強調してもよ

かったと思う。 

 

○  全体を通じて、大きく３点ほど感じた。１社という縦社会ではなく、数社でいい物

を作ろうという目標に向かって横の関係で進めている様子を見て、世界と勝負してい

くために、これからの日本の組織がどうあるべきかを考えさせられた。また、最近の

若い人たちは、“マニュアル人間”などと言われるが、最初は上司の指示で参加させ

られているようだったが、だんだんと目つきが変わっていく姿を見て、テーマの出し

方や進め方によっては、新たな発想ややる気、集中力などが出てくることがわかり、

うれしい感じがして、まだまだ期待が持てるような気がした。これからの日本の新た

なものづくりのあり方や考え方が示されているような内容で、まだまだ世界に打ち勝



7 

 

っていく力強さも感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

          被災地の車については、持ち主も分かって、無事だったので、 

リーダーの九澤勝彦さんが許可を取ったうえで、切り取らせて 

もらった。九澤さんも当初はいろいろと悩んでいて、この松を 

作る意義をもう一度確認したいという意思があり、日産の片桐 

一平さんの「わからない」という言葉をきっかけにして、被災 

地に行く決心をしたので、演出は加えていない、まさに時系列 

の事実だ。この試作部とは、開発中の車なども置いてあるので、 

当初の取材は難航したが、トヨタの広報の人に、日本のメーカ 

ーではあまり日の当たらない板金工という人たちが、どのよう 

にイメージを形にしていくのか、また、日本自動車工業会はな 

ぜ板金工にこのプロジェクトを託そうと思ったのかを取材した 

いなど番組で伝えたいことを話したところ、ある程度自由に取 

材させてもらえるようになって、個々人に近づけていくような 

形になった。後日談になるが、今回築いた関係は、今後も続け 

ていくと日本自動車工業会は言っていた。今後、世界に打ち勝 

っていくためには、心も重要だという点に感銘を受けたという 

反応がほかの業種からもあった。ご発言にもあったように、日 

本のものづくりの心は、今後そういった方向に向かっていかな 

ければいけないというのが取材の実感だ。 

 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １２月２１日(土)のＮＨＫ土曜ドラマ「太陽の罠(わな)」の最終回を見た。３回目

までスリリングな展開をしていたのに、あっけない幕切れだったという印象を持った。

澤田が子どもの頃、葵に渡したおもちゃの車がカギになったこと以外、村岡の意識が

どこまで戻って警察が濱の犯行を確信したのかということなども未消化な形で残っ

てしまった。最終回は、今回が終わりだという先入観があるから、わくわく感がなく

なるのかもしれないが、ドラマの終わり方の難しさを感じた。 
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○  １月１０日(金)の「ＮＨＫナゴヤニューイヤーコンサート２０１４」(総合 後 7:30

～8:43 中部ブロック)は、会場で観覧したこともあり、興味深く見た。もう少しクラ

シックの割合が多いと思っていたが、名古屋放送局のテレビ放送開始６０年というこ

とで、その歩みを振り返る親しみのある楽曲で進行していた。番組では、クラシック

の演奏の時に、フィギュアスケートの映像を入れるなどしていたが、うまく合ってい

たのかどうか気になった。また「名古屋放送局テレビ放送６０年」が連呼されている

ようで、そこまで強調する必要はなかったのではないかという印象を持った。 

 

○  １月１３日(月)のにっぽん紀行「それでも俺たち 網を引く～能登半島 七尾～」

(総合 後 7:30～7:55)は、能登半島の七尾の寒ブリの漁師のドキュメンタリーだった。

冒頭に、語りの俳優が出てきたが、必要ではなかったと思う。しかし、全体に抑制の

利いた演出で好感が持てた。おばあちゃんが若い漁師たちにネギを渡す場面や、若い

漁師がさばいた魚を猫にあげる場面など、なにげない映像が効果的だった。民放番組

で過剰な演出を見慣れてしまっているので、こういった抑制の利いたドキュメンタリ

ー番組の持つ力や、品の良さから伝わってくるりんりんとしたものなどを改めて教わ

った。「このドキュメンタリーは、“ながら見”ではなく、正座して見てください」と

言えるような番組が、１週間に１つ２つあってもいいと思う。 

 

○  １２月２８日(土)の特ダネ！投稿ＤＯ画 ベストヒット２０１３」(総合 後 10:00

～10:43)は、総集編ではなく、世界の投稿動画の潮流を紹介するものだった。最近は、

携帯電話やスマートフォンで、決定的な瞬間などの映像が撮影でき、動画サイトに簡

単にアップできるようになって、身近にも気軽に使う人が増えている。実際に動画サ

イトを見てみると、短い時間でも感動するよう映像や、大笑いするようなものに出会

うことがある。しかし、一方で、吟味し、編集を重ねて作ったテレビのドキュメンタ

リー番組は、どのような位置づけになるのだろうかと思わずにはいられなかった。最

近の若者は、テレビにくぎづけになって見るという習慣はなくなっていると思う。少

しだけ情報に触れるだけで、世界について分かったような、知ったような気分になっ

て満足する風潮は困ると思うので、こうした投稿動画が及ぼす情報ネットワークの功

罪が気になる番組だった。 

 

○  １２月３１日(火)の「第６４回ＮＨＫ紅白歌合戦」は、連続テレビ小説「あまちゃ

ん」に関連した露出が多すぎた気がした。天野春子、鈴鹿ひろ美の「潮騒のメモリー」

の企画はよかったが、視聴率を意識しすぎているように見えた。その年に好評だった

番組の関係者は、審査員としての登場ぐらいに抑えておいたほうが無難なのではない

かと思った。 
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○  「第６４回ＮＨＫ紅白歌合戦」は、子どもが司会の嵐を見たいということで、この

数年間は、家族全員で見る習慣になったが、今年も、自分の幼い頃のように、家族で

見ながらいろいろと会話でき、とても楽しい時間を過ごした。司会の綾瀬はるかさん

は、大変緊張しているようだったが、自然な感じで、特に印象的だったのが、東北の

映像を見て、涙ぐむ姿で、こちらまで泣きそうになり、全体的に好印象だった。ゴー

ルデンボンバーの鉄棒などのパフォーマンスはおもしろかった。やはり、今年も美輪

明宏さんが圧巻だった。バックの映像技術も工夫されていて、最初から最後までドラ

マを見ているような感覚で引き込まれた。 

 

○  「第６４回ＮＨＫ紅白歌合戦」は、完全に“あまロス”(あまちゃんロス症候群)

状態だった私には、「あまちゃん」の要素が全般的に散りばめられていて、感銘を受

けた。特に「あまちゃん」のコーナーは録画してすでに４回以上見ている。司会の綾

瀬はるかさんは、人柄がよく出ていたが、嵐のフォローがあった部分も多いと思う。

しかし、白組の司会が５名のグループで、紅組が１人というのはバランスを欠くので

はないだろうかと思った。私は、毎年、副音声も聞いて楽しんでいる。ほかに、ツイ

ッターでハッシュタグの「紅白」を見ながら、会ったこともない人たちと「紅白歌合

戦」の感想を共有しながら番組を見るという楽しみ方もしている。気になったのは、

アイドルグループが歌手の後ろに踊りなどで登場することが多かったように思う。歌

詞を覚えてちゃんと口ずさんでいる人もいたが、隣の人と私語しているような人もい

て、あそこまでしてアイドルグループを出す必要性はないのではないか、やめたほう

がいいのではないかと思った。 

 

○  １２月２２日(日)のＮＨＫスペシャル「証言ドキュメント 永田町・権力の興亡 

そして“自民一強”に」(総合 後 9:00～10:13)は、ＮＨＫらしい番組だった。あれ

ほどの大物議員からの証言を得るのはすごいことだと思った。特に興味深かったのは、

元民主党代表の小沢一郎さんと前内閣総理大臣の野田佳彦さんの証言の食い違いだ。

小沢さんと野田さんの証言を対比して出す演出は、考え方の違いが際立つ形となって、

分かりやすかった。ただ、民主党の分裂について、野田さんに焦点をあてて進めてい

たが、鳩山由紀夫さんや菅直人さんの発言が全くなかったのが不自然に感じた。自民

党一強時代はしばらく続くのだと思うが、政治の裏側がわかるような番組を今後も期

待している。 

 

○  １２月２７日(金)ＮＨＫスペシャル 東日本大震災「最後の避難所～原発事故の町 

住民たちの歳月～」(総合 10:00～10:49)は、とてもよい番組で、実際の震災時の映

像を見る以上に生々しく、最後まで避難所に残っている一人ひとりの人生や背景に深
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く迫っていたので、何度も涙しながら見た。本当にすばらしい、さすがＮＨＫだと思

った。ただ、避難所の皆さんが「花は咲く」を歌って番組が終わったのだが、なんだ

か“手前みそ”な感じがして、大変しらけてしまった。 

 

○  １月１日(水)のＮＨＫスペシャル シリーズ遷宮 第１回「伊勢神宮～アマテラス

の謎～」(総合 前 7:20～8:09)は、大変すばらしい内容だった。昨年の金とく「２０

年に一度！伊勢神宮・式年遷宮大百科」の素材を基にして、その後も取材を重ね、こ

れほどの番組を作ることができるＮＨＫの力を改めて感じた。特に、伊勢神宮の吉川

竜実権禰宜(ごんねぎ)が、「遷御の儀」の白い布は、天孫降臨神話を基にしたもので

あるという解釈を中心に全体説明をしていて、驚く内容ばかりだった。これまで、遷

宮と「日本書紀」などの神話とは別だと捉えていたので、初めて、神話や記紀と遷宮

の関連性が分かって、学問的と言えば少しおおげさだが、学術的な感じもする番組だ

った。持統天皇が孫に皇位を継承するのを正統化するために、アマテラスが孫のニニ

ギノミコトに地上を託したという神話に基づいたものだという解釈を聞いて、今でも

遷宮が儀式として具体的に残り、続いているということに改めて感心した。ただ、気

になったのは、遷宮の１回目が持統天皇の時代だったということであれば、「日本書

紀」や「古事記」が出来た時期、つまり、天孫降臨神話より前に遷宮の行事をしてい

たことになり、歴史的に合わないような気がする。「日本書紀」や「古事記」の基に

なっている「旧辞」や「帝紀」であるならば、納得がいくので、その点についてもう

少し説明があればもっとよかっただろう。また、なぜ２０年ごとなのかについては、

「朔旦冬至説(さくたんとうじせつ)」がきっかけになったと説明していたが、早くて

短かったので、もう少し丁寧に説明してほしかった。全体としては、難しい話を美し

い映像とアニメーションを交え、しかも新年にふさわしい時間帯に放送したことで、

大変よかったと思う。来年も正月には、こういったＮＨＫらしい番組を作ってほしい。 

 

○  １月４日(土)のＮＨＫスペシャル「二つの遷宮 伊勢と出雲のミステリー」(総合 

後 10:00～10:49)は、伊勢神宮と出雲大社の遷宮について、内容の違いや、アマテラ

スとオオクニヌシの関係などをまとめて説明し、しかも天孫降臨などの神話や言い伝

えの部分について、アニメーションなどを使って理解しやすくしていた点が評価でき

ると思う。正月には、民放ではにぎやかな番組が多いので、ＮＨＫでは、引き続きこ

のような良質なドキュメンタリー番組の制作をお願いしたい。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「二つの遷宮 伊勢と出雲のミステリー」を大変興味深く見た。

特に、出雲大社の遷宮が、なぜ６０年ごとなのかということについて、建物の傷みを

修理することで、オオクニヌシの力をよみがえらせるという解釈はおもしろかった。
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伊勢神宮について、ご神体がなぜ鏡なのか、「遷御の儀」が天孫降臨の神話の再演だ

という説明も、なるほどと思った。出雲大社での二礼四拍手の作法についての説明や、

ご神体として何がまつられているのかがわからなかったので、説明があればなおよか

ったと思う。 

 

○  １月５日(日)のＮＨＫスペシャル「みんなの夢まもるため～やなせたかし“アンパ

ンマン人生”～」(総合 後 9:15～10:04)は、アンパンマンの成り立ちとやなせたか

しさんの人生哲学に触れることのできる、大変興味深い内容の番組だった。児童向け

であれ文学であれ、長く続くものには人々の心に響く本質的な価値観があるのだと改

めて感じた。一方で、そもそもやなせさんとは対極にある人が出演してコメントして

いるのは、少し違和感があった。「アンパンマンのマーチ」をほかの歌手が歌ってい

たが、やなせさんと共に２０数年間活動し、主題歌を歌ってきたドリーミングに歌っ

てもらうべきだったように思う。 

 

○  １月１１日(土)のＮＨＫスペシャル 日本新生「ニッポンの若者はどこへ？ 大人

の心配×若者の本音」を見て、最近の若者は、保守的で、行動や選択の範囲が狭く、

ブランド物は買わずに、友達と一緒に過ごすためにお金を使うといったことや、「お

散歩クラブ」というものがあるなど、自分に満足をする「さとり世代」と言われる特

徴を紹介し、おもしろくていろいろと参考になった。しかし、議論の進め方が不満だ

った。反発をあらわに、あまり建設的な意見を述べないゲストがいた。例えば「石の

上にも三年と言われるように」と言うと「ブラック企業に３年間いないといけないの

か」といった反発をし、相手は「何かを学ぼうとするなら多少の我慢は必要だ」と言

いたかっただけなのに、極論に至る傾向があって話が違った方向にいってしまい、残

念だと思った。この人は、非正規雇用を前提とした社会の再構成を進めないといけな

いという考えの持ち主のようだが、非正規雇用を前提とした社会を作るというのは非

常に難しい話で、若者だけでできるわけでもなく、年配者の参加も必要だと思う。番

組の進行として、全員がカメラのほうを向いて座っている形なので、あまりよくなか

った。若者グループと年配グループが対面するような座り方にして、自分の発言の反

応が分かるようにすれば、異なる意見を尊重し合えるような議論ができたのではない

かと思う。そして、司会者の許可があれば発言する、また、発言者が最後まできちん

と申し述べることができるといったような基本的なルールを番組の中で徹底してほ

しかった。 

 

○  １月１１日(土)のＮＨＫスペシャル ジャパンブランド第１回「“食と農”に勝機

あり」(総合 後 9:00～9:58)では、日本人の持つ真面目さやプライド、自己表現のあ
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まりうまくないといった特徴や日本文化の面から、日本のこれからの食と農業がどの

ように発展していくのか、また、どう位置づけていくのかという点について、細かく、

丁寧に示していた。ヨーグルトメーカーの海外進出やオーストラリアなどで売られて

いる和牛の外国とのせめぎあい、メイド・バイ・ジャパンという観点など興味深い話

だった。日本の食と農は、これまでと違った形で、産業の中に入ってくると実感する

内容でよかった。 

 

○  １月４日(土)の「大航海ごはん」(総合 後 7:30～8:43)は、トラファルガー海戦時

の戦艦での食事の再現セットや小物、衣装、モルディブでの小舟での食事の体験取材

など、実に時間と経費をかけたようなぜいたくな作りの番組で、大いに楽しんだ。Ｔ

ＯＫＩＯの体当たりの取材もよかったが、アニメーションも質が高く、細部にまで手

が込んでいて、制作スタッフのこだわりが感じられた。大航海時代の食というモチー

フを軸に、情報量としても、時間内に収まりがよい範囲と深さで、正月らしい、また、

ＮＨＫらしく知的でありながら家族で楽しめる内容のものだったと思う。 

 

○  １月８日(水)のクローズアップ現代「１６歳 不屈の少女～マララ・ユスフザイさ

ん～」を見た。マララさんの闘っている姿に心を動かされて、ウガンダのラジオ局で

働く女性が、自分ができる女性の権利の拡大に向けて活動しているリポートがあり、

パキスタンやアフリカでの女性や子どもの地位や人権面での立ち後れなど厳しい現

状がよく分かった。世界で、また日本でも、公の場で、堂々と発言するのは、大変勇

気のいることだと再認識させられ、マララさんの勇気はすごいことだと思って、とて

も感動した。社会的な弱者や女性の人権にスポットを当てた番組は、あまり取り上げ

ることが無かったように思うので、今後も取り上げてほしい。 

 

○  １月１５日(水)のクローズアップ現代「“親子”になりたいのに… ～里親・養子

縁組の壁～」は、妻と２人で涙しながら見た。改めて知らないことや問題を多く知る

ことができた。興味深く、かつ一言では言い表せない複雑に絡み合った困難な問題に

ついて、丁寧に向き合って、本当によく作り込まれた番組だったと思う。このような

良質な番組を作ることができるのが、ＮＨＫのすばらしさだと改めて感じた。引き続

きこういった番組の制作を期待している。 

 

○  １月１１日(土)の週刊 ニュース深読み「１８歳からオトナに！？どうする？成人

年齢引き下げ」は、世界の現状などについて、図やイラストなどを使って分かりやす

く説明していた。特によいと思ったのは、Ｅテレの「Ｒの法則」とコラボして、１０

代の視聴者にアンケートを実施し、それを基に議論していたが、ＮＨＫの機動力を感
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じた。また、放送大学の宮本みち子教授の見識がとても豊かで、「若者の社会参画の

ために、諸外国では、ＮＧＯや企業、ユースワーカーなどが教育訓練を行っている」

という話は、このテーマの宿題になったように感じた。ツイートの意見は、真二つに

分かれていたが、このテーマについて、無関心ではないという表れだと思った。東日

本大震災後、ボランティア活動など社会に関与しようとする若者が増えている一方で、

原発再稼働の問題や特定秘密保護法案が成立し、選挙権を持たない若者が大人を見る

目は厳しくなっていると思う。Ｅテレでは、若者の意見を集めたようなものや、プレ

ゼンテーション力を高める番組を作っているが、このテーマについても、引き続きし

っかりと検証してほしい。 

 

○  大河ドラマ「軍師官兵衛」が始まったが、おもしろい内容ですばらしいと思った。

岡田准一さんが本格的に出てきた第２話もよかった。「視聴者の声」で「過去３作と

比較すると厳しい意見が多い」という結果が出ていることは意外だ。しかし、番組の

事前ＰＲは多すぎるように思う。あまり多すぎるとかえって見る気がしなくなるので、

適切な分量の検討が必要だと感じた。ナレーションについては、違和感を覚えた。小

寺政職の人物設定も、違った姿が印象づけられていくような懸念がある。しかし、三

英傑のような分かりやすい人物でなく、黒田官兵衛を取り上げているということ自体

がすばらしいと思うので、今後どう展開していくのか期待したい。 

 

○  １月８日(水)のＧｏｏｄ Ｊｏｂ！会社の星「“あまちゃん”だけじゃない！“海

系女子”大特集」(９月４日(水)初回放送)は、海で働く若い女性のさまざまな仕事の

紹介をしていたが、皆元気な女性ばかりで、とても明るく、正月にふさわしい内容だ

ったと思う。漁師やライフセーバーの仕事は、非常に大変な力仕事でもあり、危険も

伴うので、女性の仕事としては予想外だった。魚市場のセリ人は、女性の声はよく通

るので、魚の値打ちが分かるようになればよいセリ人になるだろう。また、日本で最

初の女性の水先人らしいが、１万トンのコンテナ船の案内をしてふ頭に着けるという

もので、すごい仕事だと驚いた。デリケートな作業もあるだろうから、女性に適して

いる職業ではないかと思った。感心して見ていたが、シャトル船の船長については、

仕事の詳細について紹介されず、発言も少なかったのが、気になった。 

 

○  １月１日(水)の「新世代が解く！ニッポンのジレンマ」「元日スペシャル 僕らが

描く この国のカタチ２０１４」(Ｅテレ 後 11:00～２日(木)前 1:29)を興味深く見

た。個性派ぞろいなので、他人の意見を相いれるというよりも、自分の意見を強く主

張する傾向があって、議論が発展する感じではなかったが、今の日本が抱えているさ

まざまな問題を若い人たちがどう捉えているのかがよく分かった。先行きが暗いよう
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にも思える反面、若い論客を見ていて日本が変わっていくだろうと感じさせる内容で

もあった。これからの国家、仕事、新しい家族の考え方や現在、日本が抱えている問

題などが浮き彫りにされていた。思想研究者、建築家、起業家、政治学者などがそれ

ぞれの立場から話をして、特に、シェアハウスは新しい現象と言われているが、江戸

時代の長屋が元祖のシェアハウスだという解釈がおもしろく、また、どのようにすれ

ば、やりがいややる気につながっていくのかという話などがおもしろかった。 

 

○  １月１１日(土)の地球ドラマチック「サンフランシスコ 地震に強い街の秘密」で

は、２度の大地震を経験したアメリカ・サンフランシスコで、地震に強い高層ビルや

金門橋をはじめとした橋の設計、液状化を防ぐために埋立地に長い杭を打つことや、

頑丈なトンネルの構造など大変参考になる対策を紹介していた。単純な映像ではなく、

断面図を示したり、インターネット上の地図をアップで紹介したり、映像技術を駆使

したもので、全く見飽きない大変興味深い番組だった。この番組は、イギリスとカナ

ダの製作会社が制作したようだが、地震の少ない国なのに、よくこういった番組がで

きたものだと感心した。日本はこれからオリンピックの東京開催を控えて、都市づく

りをしていくが、ともすると対策を忘れがちになるので、大変参考になる番組だと思

った。 

 

○  １月１１日(土)のＳＷＩＴＣＨインタビュー 達人達(たち)「是枝裕和×姜尚中」

を見た。映画監督の是枝さんが「そして父になる」という映画をなぜ作ったのか、ど

のようなヒントから作ったのか、また、姜さんが自分の息子を亡くしたときの心情な

どを語り、「家族」をテーマとして取り上げる際にどのように考えるべきなのかなど

について掘り下げられていた。お互いに本音を語り、徐々に深まっていく様子から、

２人の人間の捉え方など考え方がよく分かった。息子を亡くした悲しみから立ち上が

ってきた姜さんの人間らしいところが見えて、とても感動的な内容だった。 

 

○  １月４日(土)のザ・プレミアム「よみがえる江戸城」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 6:00～8:30)

は、長時間番組で、さすがお正月だと思った。さまざまな史料を徹底検証し、現代の

大工が造ることができるほどの精密な設計図が完成したのだが、それをコンピュータ

ーグラフィックスで再現し、その城の中を高橋克実さんが歩く様子はリアル感があっ

て、精巧でおもしろかった。一番見応えがあったのが、各部屋を飾っていた緻密な障

壁画の再現だったが、ＮＨＫの時代劇に関わっている日本画の専門家も協力したとい

うことで、この番組にかけるスタッフの意気込みが感じられた。ただ、残念なのは、

ゲストの中にしっかりとした研究家がいなかったことだ。長時間でこのテーマを展開

するには、今回のゲストのコメントだけでは少し物足りなく感じた。特に、江戸城が
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東京の発展を支えたという最後のエピソードなどは、専門家のひと言がほしいと感じ

た。 

 

○  １月４日(土)のドキュメンタリーＷＡＶＥ「中国の農業を改革せよ～密着 オラン

ダ“アグリ革命”～」は、ＴＰＰで日本の農業の実力が問われ、政府の国家的戦略が

問われている中、刮目(かつもく)すべき、大変示唆に富む内容だった。オランダが３

０年かけて戦略的に取り組んできた農業改革の成果としてのハイテク農業向けのシ

ステムが、巨大市場である中国をはじめ世界各地に広がり始めている実態が理解でき

た。オランダのトップ企業の経営者をはじめ、大変手間のかかった丁寧な取材が、番

組に信ぴょう性や納得感をもたらしていたように思う。単に、市場を開放するかしな

いかという目先の利害にとらわれがちなよくある農業政策談義に関して再考を促す

に値する、大変良質なドキュメンタリーだった。 

 

○  ドキュメンタリーＷＡＶＥ「中国の農業を改革せよ～密着 オランダ“アグリ革命”

～」では、課題が明確に出ていてよかった。ハイテクを駆使しても、トマト全滅の危

機に直面していることや、週に 2,500 万円ほどを売り上げるオランダの企業農家が、

相場に影響を受ける実態など、具体的な課題が出されていてよかったと思う。 

 

○  １月１２日(日)のエル・ムンド「カンボジア 共に生きるための挑戦」は、カンボ

ジアに根づく日本人の力や、カンボジアの文化と伝統の再発見について描かれていた。

私自身、年末年始にアンコール遺跡を訪れたこともあり、特別な思いで見た。これま

でのカンボジアのイメージは、戦争・地雷・貧困だったが、今、大きく変わろうとし

ていると思った。番組にも登場していた３人を通し、“人づくり”を考えた支援のあ

り方が今後重要になると思った。 

 

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

 番組審議会事務局 



1 

平成２５年１２月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１２月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、１９日(木)、ＮＨＫ名古屋放送局におい

て、１１人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、土曜ドラマ「太陽の罠(わな)」について説明があり、放送番組一般

も含めて活発に意見の交換を行った。 

後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、１月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委員長    村本 淳子 （公立大学法人三重県立看護大学理事長・学長） 

委員     秋元 祥治 （特定非営利活動法人 Ｇ－ｎｅｔ代表理事） 

伊藤 一美 （特定非営利活動法人 子ども＆まちネット理事長） 

井上 庄吾  （愛知県農業協同組合中央会専務理事） 

佐野 俊和 （コマツサービスエース（株）代表取締役社長） 

杉浦 宇子 （弁護士） 

立花 貞司 （トヨタホーム（株）取締役会長） 

田中 章義 （歌人・作家） 

野田 雄一 （富山ガラス工房館長、富山ガラス造形研究所教授） 

松本 耕作 （加賀味噌食品工業協業組合理事長） 

森棟 公夫 （学校法人椙山女学園理事長、椙山女学園大学学長） 

 

 

 

（主な発言） 

 

＜土曜ドラマ「太陽の罠(わな)」 

(総合 １１月３０日(土)、１２月６日(土)、１３日(土))について＞ 

 

○  久しぶりに不思議な感覚のするドラマだった。スペインでピカソの絵画「ゲルニカ」

を見た時と同じような感覚がした。自分ではその絵画を「戦い」がテーマだと理解し

ているのだが、その「たたかい」は「戦い」と「闘い」の両面で、ドラマにおいても、

外との戦い、内である自分との闘いが背景のテーマにありながら、恋愛などの話が加

わって展開している。その背景にあるものが毎回伝わってきて、よいドラマだと強く

感じた。脚本、演出がよく、目力を感じるような演技力のある俳優陣で、とても楽し
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い。表に出ない多くのスタッフが関わって作っていることを知って、ドラマは架空設

定ではあるものの、別の意味で真実味を感じた。 

 

○  引き込まれて見ている。特に、第１回の作りがとても上手で、急展開で話が進み、

その中でも、殺人未遂事件は本筋自体とは少し違うのだが、話を複雑にする効果があ

ったと思う。２回目では、妻・葵の怪しい行動が露見しつつ、特許権を利用して利益

を得ようとするパテント・トロールの全容をなんとなく想像させるような内容になっ

ていて、１回目のジェットコースターのような感じとは異なり、背景に動くものを描

く内容となっていて、第３回も見たくなる印象になっていた。３回目では、澤田と葵

の関係が明確になり、長谷川と澤田、メイオウ電機と特許マフィアなどの対決構造が

出てきたり、村岡の意識が回復したり、葵の真意が暗示される形になっていて、 終

回にはハッピーエンドになるのかどうかと期待を持たせる感じだったので、テレビド

ラマとして、とてもよくできていて、よく４回にまとめていると思った。 

 

○  大変おもしろく、引き込まれていくような感じだった。ただ、内容が複雑すぎるよ

うに思った。いろいろな骨格になるテーマがあった。まず、日本の「ものづくり」に、

アメリカが仕掛けるいわゆるマネーゲームのようなパテント・トロールや、ＴＯＢ(株

式公開買付)といった経済的な戦いが描かれ、また、中小の工場経営者の娘が大企業

に復しゅうをするという、大企業に対する中小企業の戦い、そして、サラリーマン社

会でよくある上司と部下のいびつな関係だ。実際にはここまでひどくないと思うが、

手柄を自分のものとし、失敗は部下の責任にするという態度に、部下はどう抵抗する

のか。大きく分けてこの３点の骨格になるものがあって、これが複雑に絡まっていた。

企業の立場で言うと、「ものづくり」について、アメリカのマネーゲーム的な攻撃に、

日本企業はどう戦っていくのかといった、企業を舞台に筋を絞っていたら、とてもす

っきりした気持ちで見られたと思う。全体的にはおもしろく、 終回でさらにどうい

うどんでん返しがあるのかと楽しみだ。 

 

○  なじみの地名もあって、地方局制作のドラマは親しみが感じられてよい。また、情

報漏えい、特許訴訟、パワーハラスメントなど実際にあり得るような題材なので、ド

ラマに入っていきやすかった。社会派ドラマだと思っていたが、恋愛の話なども絡ん

できて、なかなかおもしろい。しかし、罠は、ひとつだけではなく、複数に絡み合い、

やや複雑過ぎて、少し苦しい面もあった。第１、２回で伏線になっていたことが３回

目でよく分かった。 終回は、どういった落とし方をするのか、まだタイトルの「太

陽」という意味がぼんやりしているので、４回目にはっきりと分かるのだろうと期待

している。 
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○  映像を見ていると、なじみのある所で撮影をしていて、“ご当地ドラマ”ゆえの楽

しさや、謎解きがあってとても楽しく見ることができた。ただ、名古屋市近辺が舞台

のわりには、名古屋弁を話す人がいないのは、少し残念だ。尾美としのりさんが、連

続テレビ小説「あまちゃん」の時とは異なって、とても複雑な役を演じていたり、主

人公の西島隆弘さんがアイドルとは一線を画した役作りをしているところも見どこ

ろだと思う。特に、西島さん演じる長谷川が、 初は甘いマスクで、単なる“オタク”

のような研究員だったが、戸惑いからだんだん怒りの表情へと変化し、ある種の気持

ちの悪さがおもしろい。ただ、いくつか気になるところがあって、設定が落ち着かな

いと感じた。長谷川が若く見えすぎて、夫婦というよりも姉と弟に見えてしまう。ま

た、２６歳の研究員との結婚で巨大企業の根幹を揺さぶるような特許や知的財産が簡

単に手に入る可能性がどのくらいあると思ったのか、さらに、結婚相手の親族関係を

知らないまま結婚した点に違和感があった。ドラマの着眼点はとてもおもしろいが、

そうした基本的な設定の非現実さに引っ張られてしまった。むしろこのドラマは、じ

っくりと半年間くらいの放送期間で、いろいろな伏線を引いて、 後にどんでん返し

があるというようなテーマだったのではないだろうか。さきほどジェットコースター

に例えられたように、すこし慌ただしい感じがあったので、もったいないと思ったの

が正直な感想だ。 

 

（ＮＨＫ側）   

 眞二と葵が姉弟のように見えるという点については、“年上 

の女房”という設定で、甘えん坊の彼がどのように男っぽく変 

身していくのか、その成長の過程を見せようと、あえて設定し 

た。ただ、配偶者の情報の入手方法など設定に詰めの甘い部分 

もあったと思う。 

 

○  全４回のうちの３回までしか見終わっていない段階でもあり、極めて意見が言いに

くいテーマだった。ハードな企業ものかと期待していたが、怪しい外見の男や、典型

的な草食系男子の主人公、傍若無人な上司など漫画に出てくるようなものがあって、

戯画化した登場人物や設定、展開になっていて、現実感がなく、少し拍子抜けをした。

特に、主人公が、容疑が晴れた後、何の支障もなく職場復帰したり、部長が生き埋め

にされたのに生き返ったり、作り手側のご都合主義ではないかと感じる点があった。

話の軸が 先端技術の特許に関する攻防戦ではなくて、人間の憎悪といったことだっ

たので、そういった細かい設定やリアリティの無さには目をつむったとしても、主人

公の影の薄さやそのほかの登場人物もいわゆる“ダメ人間”か病んでいる人ばかりで、

感情移入ができず、登場人物の誰の視点でもドラマを追えない感じで楽しめなかった。
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配役に関しては、人気のある西島さんがＮＨＫのドラマ初主演で、こういった役に取

り組み、草食系男子という期待されるイメージどおりに演じている器用さに、大変感

心した。尾美としのりさんは表情を含めて熱のこもった演技をしているが、一体何を

こらえ、何に怒っているのかという点が、第３回まででは分からなかった。また、ほ

かの人も顔の表情で演技する場面が多く、今年人気があった民放のドラマとかぶる印

象だった。 

 

○  全体的にスリリングな展開で、次が楽しみになるようなドラマに仕上がっていた。

３回分まとめて見たので、スムーズに見られたが、もし毎週１回ずつ見ていたら、果

たしてうまく話がつながっていくだろうか。各回の冒頭に、前回までのあらすじのよ

うなものを長く見せたほうがいいのではないか。パテント・トロールや特許の問題を

扱っていて、先進的な企業にとっては経営の生命線でもあるので、話題性も十分あっ

たと思う。第１回の中で、ボクシングの試合を見ていた濱の背後に澤田が現れていた。

濱の村岡部長への憎しみを増幅させる演出としては抜群だと思うが、なぜそこに澤田

が現れたのか、先の話への伏線だと考えたとしても、不自然な感じがした。第２回は、

少しずつ暴かれていく秘密とさらに深まっていく疑惑とがほどよく混ざっていて、次

の展開が楽しみになってきた。第３回は、一気にこれまでのミステリーというか疑問

点が解決され、迫力満点だった。ただ、長谷川が失意の中、自宅で写真立てなどを放

り投げて暴れるシーンがあったが、ガラスの破片などがあるにもかかわらず、けがを

していなかったのが少し気になった。タイトルの「太陽の罠」と太陽光パネルがどの

ように重なり合ってくるのか、どんでん返しがあるのかどうか第４回が楽しみだ。 

 

○  パテント・トロールに着目した点は、大変おもしろいと思った。しかし、土曜日は

家族で見ることも多いので、こういったラブサスペンス・ドラマは適切なのだろうか

と大きな疑問を感じる。こういったテーマの場合は、平日のもっと遅い時間がいいの

ではないか。時間枠を考慮した上で、どのような題材にするのか、適切な作品はどう

いうものなのか、描くべき内容、テーマ、コンセプトを考えてほしい。今年話題にな

った民放ドラマを思い起こさせる部分があったり、警察の捜査方法などの描き方で、

工夫の余地もあるのではないかと思った。 

 

○  特許マフィアなど少しテーマが難しいので、とっつきにくいかと思って見始めたが、

特許が中心の話ではなく、題材のひとつとして扱われていて、誰にでも入り込みやす

いドラマになっていた。オープニングの映像がとても印象的で、 初にぐっと引き込

まれた感じがした。尾美さんに感情移入しながら見ているが、主人公の西島さんも情

けない役をうまく演じていて感心した。葵役の伊藤歩さんの怪しげで、人形のような、
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能面のような演技もよくて、おもしろいと思った。いろいろなことが複雑に絡んでき

ているが、ひとりひとりの人間がこういう経過でこういう気持ちになったのだろうと、

背景やこれがどのように絡んでいくのかなどを想像しながら見ていくのがとても楽

しい。 

 

○  第１回は重苦しく、胸に迫るような内容で終わっていたので、１週間ごとに見る場

合、もやもやした感じが残ってしまい、また、土曜日の午後９時台に見るのは少し疲

れるような印象だ。純粋で研究だけをやってきた主人公が、社会の中で闘いながら大

人になっていくという話なのだろうが、見ていて切ない感じがした。全体的に複雑で、

かつ４回という短い中で完結させなければならないので、とても展開が早く、断片的

になっていて、慌ただしい感じがした。特許ビジネスの一端がわかったが、大企業で

特許を扱っている人の苦労を思うと、企業の中の一戦士のように見えてむなしく感じ

た。全体を通じて、重い気持ちになった。ボクシングの試合を見ている時に、背後で

澤田が話しかける場面はむしろ、分かりやすい作り方だと思った。 

 

○  テンポがよく、次はどうなるのだろうかと大変引き込まれながら見た。特許マフィ

アについては知らなかったので、興味深かった。ドラマで扱うということは、きっと

実際の社会でいくつも起こっている事象なのだろう。単純におもしろかったので、こ

ういったドラマは、民放が作ればいいのではないかと思ってみたり、一方で、民放が

少ない地域では、公共放送として娯楽を提供することも重要な役割なのだろうなどと

考えながら見た。 

 

（ＮＨＫ側）    

名古屋放送局では、多くのドラマを作っているわけではない 

ので、作るとなるとつい力が入ってしまい、いろいろな要素を 

盛り込みすぎたのかもしれない。広報資料に「特許戦争をリア 

ルに描いた社会派ドラマに見えて、実はエンターテインメント 

感覚満載の男の女のラブサスペンスなのです。それこそが私た 

ちが仕掛けた 大の罠(わな)かもしれません」と記載しているが、 

社会派ドラマなのか、それともエンターテインメントなのか、も 

っと明確にコンセプトを示し、受け止めやすく提示すればよか 

ったかもしれない。撮影では、常に安全面にも考慮しているが、 

実は、西島さんの演技に力が入って、本当にガラスが割れて散 

乱したのだが、たまたま血が出るようなけがは全くしなかった。 

終回にはいろいろと疑問に思われたことも分かってくるので、 
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ぜひご覧ください。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １１月２９日(金)のナビゲーション「ほえろ、“じゃがいも”～災害救助犬へ 三

度目の挑戦～」を見た。このようなＮＰＯの取り組みが岐阜にあることを知らなかっ

た。こういった内容の場合、 後はうまくいくケースが多いのだが、３度目の挑戦も

うまくいかなかった。もう一度頑張れと応援したい気持ちになった。東日本大震災が

あって、こういった取り組みがあることを淡々と伝えることも大事だが、何を伝えた

かったのか、結論のようなものを示せば、より理解が深まる番組になったと思う。 

 

○  １２月６日(金)のナビゲーション「“ナースマン”が医療を変える～男性看護師の

可能性～」を見た。男性の看護師を取り巻く環境は大変だが、もっと増えてほしいと

思っている。まだ全体の６％だそうで、男女のバランスがよくなったらいいと思う。

また、これまでなかなか取り上げてこなかったテーマで、保育士だけでなく、看護師

にも男性の目線が必要だと思っていたので、大変視点がよく、興味深い内容だと思っ

た。 

 

○  ナビゲーション「“ナースマン”が医療を変える」は、男性の保育士の友人から、

男性の保育士の離職率が高く、居づらさがあると聞いていたので、男性看護師につい

て興味を持って見たところ、実態がよく分かって面白かった。私自身、入院した際に、

男性の看護師が担当になって、安心感、安定感があったことを思い出した。このよう

に注目することが、男性看護師の認知の後押しになると思う。受信料の義務化を検討

しているという新聞記事を読んで、検討しているかどうかの事実関係はさておき、公

平性の観点から、受信料は適正に徴収することが重要だと思う。一方で、イギリスの

ＢＢＣはインターネット配信を無料化しているので、ＮＨＫオンデマンドもテレビ、

ラジオに次ぐ補完ではなく、同様の柱として、無料で全部見られるように目指しては

どうかと思う。 

 

○  ナビゲーション「“ナースマン”が医療を変える」は、男性看護師に焦点をあてて

取材してくれてよかった。看護は、女性が中心の社会で、男性が今後どのように仕事

していくのか、どういう役割があるのかなどをとてもよく追っていたと思う。もし、

続編を制作する場合は、例えば、雇用について、男性看護師は、女性に比べて働き続

けやすいので、将来的に管理職の多くが男性になってしまうという状況になるかもし
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れないといった現場の苦悩や今後出てきそうな問題や課題なども取り上げてほしい。

また、現在、男性看護師は全体の６％だが、看護系の大学や工科大学などにも学科が

増え、看護を学ぶ人が増えてきているので、状況は変わってくる。そんな中、男性看

護師がどのように仕事をし、生きていくのか、看護という仕事は男性の目線にどのよ

うに映るのかなど、性差を超えた職業の選択という観点からも深めると興味深いテー

マだと思う。少子化や若い労働人口の減少などによって、ますます看護や介護のニー

ズが高まっているので、男女を越えた看護の仕事を発展させなければならないので、

タイムリーに取り上げていてよかった。問題提起もきちんとしていて、分かりやすい

内容だった。 

 

○  １１月２２日(金)の金とく「体感！粋で雅な金沢茶屋街」を見た。福井の人でも、

金沢に茶屋街があり、芸妓がいて、茶屋遊びができることを知らない人は多くいて、

中部地方にもこういった文化があるということを広く知ってもらうには、よい企画だ

と思った。石川県の無形文化財指定を受けている８０歳を超えた２人の芸妓による

「一調一管」という芸や金沢おどりの舞台裏などは、ふだん見ることができないもの

なので、大変興味深かった。一方で、若手芸妓の芸妓になった理由や背景といった話

は、「言わぬが花」の部類で、紹介しないほうがよかったと思う。出演者の服装がア

ウトドアスタイルで、お座敷ではしゃいでいる姿は、番組タイトルの「体感！粋で雅

な」とは相反する無粋なものだったのが少し残念だった。 

 

○  金とく「体感！粋で雅な金沢茶屋街」は、地元なので、大変興味深く見た。「金沢

おどり」は、９月下旬だったが、この番組の放送は、１１月だったので、“賞味期限

切れ”のように思った。夏の装いなので、見ていて季節感が異なると感じた。せめて、

秋に放送してほしかった。金沢には「ひがし・にし・主計」と３つの茶屋街があり、

それぞれの茶屋街の話題を平等に取り上げようとするには苦労があったのではない

かと感じた。 

 

○  １２月６日(金)の金とく「未知の大峡谷に挑む ～立山 称名廊下～」はよい番組

だった。称名滝には、私も毎年のように行くが、「称名廊下」は、下から見上げるだ

けで全貌を見たことはなかった。番組では、愛知県の探検家、成瀬陽一さんの「称名

廊下」の探索という挑戦に同行し、カメラマンも絶壁を下りながら撮影していたが、

今回の映像や企画がない限り、見ることができなかった光景だったので、改めて世の

中には知らない所が多くあるのだと実感させられ、自然に対する畏怖の念を抱いた。 
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○  １１月２９日(金)の静岡流「逆境を乗り越えろ～“日本一練習が短い”ラグビー部

の挑戦～」は、とてもおもしろく、静岡県内だけの放送ではもったいないと思った。

たった週３日・５時間の練習で、全国大会に２年連続で出場した静岡聖光学院ラグビ

ー部を紹介していたが、こういったラグビー部は、全国的にも珍しいと思う。指導す

る監督の緻密な計算もあると思うが、その練習法やどのような思いで取り組んできた

かなど、進学校の高校生たちの全国大会出場に向けたチャレンジは、ぜひドラマでも

描いてほしい。 

 

○  介護の関係は、たびたび取り上げているが、ＮＨＫスペシャル「“認知症８００万

人”時代」は、さすがＮＨＫだと思う番組だった。１１月２３日(土)の「母と息子 ３

０００日の介護記録」(総合 後 9:00～10:13)は、６５歳以上の４人に１人が認知症

だという実態の中での介護の問題を扱い、元ＮＨＫディレクターの相田洋さんが自分

の母親の介護を 3,000 日間記録した映像を基に、専門家たちがコメントするという内

容で、介護の実態がよく分かった。陽気な様子から始まり、亡くなる直前まで撮影し

ていたが、大変つらい介護で、その厳しい実態がよく現れていた。国は在宅介護に切

り替えているが、その仕組みにどういった問題があるのかを浮き彫りにしていた。１

１月２４日(日)の「“助けて”と言えない 孤立する認知症高齢者」では、独り暮ら

しなので、本人は認知症を患っていることを自覚していないわけで、そういった人た

ちを支える現場の苦労が大変よく分かった。また、老夫婦で一方が認知症になった場

合に、どういった問題があるのかについても興味深い内容だった。わが身にもいずれ

降りかかる関心の高いテーマで、こういった番組は、ＮＨＫにしかできないと思った。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「“認知症８００万人”時代」は、親の介護が目前にある世代で、

身近に迫っている問題なので、経験したことのない未知の事象を具体的に映像で見る

ことができ、さらに、専門家の指摘や情報の提供も加わって、とても役に立つととも

に、身につまされる番組だった。「母と息子 ３０００日の介護記録」は、相田さん

が自分で母親の介護の様子を、3,000 日間も撮影していたものからピックアップした

実際の体験を基に、専門家の意見をもらっていたので、在宅介護が進められている中

で、必要な情報をどうやって得たらいいだろうと不安に思っている世代の人たちにと

って、とても役に立つと思う。「“助けて”と言えない 孤立する認知症高齢者」は、

独居の高齢者が増えている中、認知症の人にどのように接し、真意をくみ取って、介

護サービスにつなげていくのが、大変な問題だと実感した番組だった。また、認知症

の人の家を個別に訪問している様子を見て、ケアマネージャーなど現場の努力だけで

は、どうにもならないものがあるということを教えてもらった。制度を作って、それ

に人が合わせるのではなく、困っている人を助ける制度を作り、また、人格を尊重し
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たサービスを行うといったように、発想を変えなければならない段階にきていると実

感させられた。また、取材して放送するときに、人によって顔にモザイクをかけたり、

かけなかったりしていたが、放送に際し、本人の意思をどのように解釈し、受け取め

るのか、判断が難しく、苦労があるのだろうと思った。 

 

○  １２月１日(日)のＮＨＫスペシャル「汚染水～福島第一原発 危機の真相～」は、

東京電力福島第一原発のメルトダウンした原子炉の中心部に、カメラを搭載した小型

ボートを入れ、内部を撮影して、汚染水がどこから漏れているのかという調査に密着

取材しているものだった。原発の内部の状況に強い関心を持っていたので、興味深く

見た。その映像で、汚染水が流れている状況などは分かったが、結果として本当の流

出元は分からなかった。また、流出元が分かったところで、どう対処するのかという

問題点があるが、これも今すぐに解決につながるわけではない。ただ、事故の対応と

して、こういった小型ボートによって調査をし始めたことは、少しずつではあるが、

対策が進んでいると感じた。汚染水の流出を止める凍土壁の話や、アメリカでの実例

も紹介していたが、海水を含んでしまった日本では対応が難しいことを解説していた。

福島第一原発の汚染水対策については、大変勉強になったが、一段と不安が強くなる

番組だった。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「汚染水」は、よくこのような危険な所に入り、あれほどの撮影

や取材をしたものだと感心した。ただ、技術的なメカニズムがよく分からないので、

十分に理解できず、専門的すぎた感じがした。例えば、セシウムやストロンチウムな

どの放射性物質がどのような有害物質なのかについて、もう少し解説してほしかった。

また、今取り組んでいる対策として、凍土壁のこと取り上げていたが、 後の策のよ

うにも思え、その成功を祈るのみだ。 

 

○  １２月４日(水)のＮＨＫスペシャル「宇宙生中継 彗(すい）星爆発 太陽系の謎」

(総合 後 7:30～8:43)は、スケールの大きな番組だと思った。国際宇宙ステーション

からＮＨＫの超高感度４Ｋカメラで、若田光一さんが地球やアイソン彗星を撮影して

いるのを見たが、地球上からではなく、宇宙からの映像が見ることができてよかった。

国際宇宙ステーションは、１時間半で地球を１周回り、日の出・日の入りを１日に１

６回繰り返すということは、１日２４時間、１年が 365 日という感覚とは全く異なる

もので、改めて宇宙に行くことがどういうことなのか実感できた。若田さんとのやり

取りの中ですごいと思ったのは、夜空を見上げると星が瞬き、静かな世界を想像する

が、実際には宇宙はダイナミックに変化しているということだった。今、目に映って

いる星は、何億光年も前のものだということが、まざまざと映像から伝わってきた。
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不思議な感覚がして、ＮＨＫにしかできない番組だと思った。 

 

○  １２月１５日(日)のＮＨＫスペシャル「和食 千年の味のミステリー」(総合 後

9:15～10:04)は、ユネスコの世界無形文化遺産の登録にあわせ、話題性のある、よい

タイミングの番組だと思った。和食のうまみの元になるカビ、アスペルギルス・オリ

ゼの番組で、「こうじ」に関係する業界の者としても、興味深く見た。菌が繁殖する

様子の映像がすばらしく、ＮＨＫの技術力を感じた。アスペルギルス・オリゼと毒素

を持っているアスペルギルス・フラブスのＤＮＡ解析から「自然界に存在したものを

家畜化してオリゼにした」と表現し、長い年月の積み重ねがあったという説明が、分

かりやすくてよかった。おそらく、ずいぶん前から世界無形文化遺産の登録を想定し、

綿密な取材をしてきたことが分かる番組だった。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「和食 千年の味のミステリー」は、日本人の持つ味覚や目から

も伝わってくる日本の美しさなど、日本の良さを感じるすばらしい番組だった。日本

人の味覚の鋭さや奥深さ、そして、どのようにしてこんな繊細になってきたのか歴史

的な経緯なども分かって、とても感動した。 

 

○  １２月２日(月)のクローズアップ現代「明らかになる古代の“日韓交流史”」を見

た。福岡県古賀市にある船原３号墳から、新羅(しらぎ)の馬具など 200 点あまりが出

てきた。かたや韓国では以前から、日本特有の古墳といわれている前方後円墳が出現

した。日本と韓国の大学教授が、こういった事実から「現代や近代の歴史や国家体制

といったものの呪縛から外れられないが、史実を正確に見て、日韓の双方が史実につ

いて共通の認識を持つことで初めて、今後の日韓がどうあるべきかと議論できる」と

指摘していた。現在の日韓関係にとって、時宜を得た特集だったと思う。 

 

○  １２月９日(月)と１６日(月)の鶴瓶の家族に乾杯「上戸彩 石川県七尾市」(前・

後編)は、石川県七尾市を旅していたが、能登演劇堂で公演をしていた仲代達矢さん

を訪問したためなのか、その分、いつものように、２人が別々に分かれて、地元の家

族を訪問する時間がなく、中途半端な感じで残念だった。番組のコンセプトである部

分をもう少し大事にしてほしかった。 

 

○  １２月１１日(水)の探検バクモン選「紙のみぞ知るニッポン 完結編」の「紙のみ

ぞ知る」は、「神」と「紙」を引っかけてある、おもしろいタイトルだと思った。国

立公文書館には、憲法の正本や、足尾銅山事件の川砂の入った瓶、元号の発表の時に

使われた「平成」の額などさまざまな物が所蔵されていて、こうしたラインナップは、
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国立公文書館の役割がよく分かるものだった。特に、古文書の修復技術は興味深かっ

た。収蔵している書類を全部修復するには 200 年かかることや、東日本大震災で被災

した役所の行政文書の修復のために、技術者が技術指導しているエピソードも印象的

だった。ただ、世界で一番薄い紙を使って修復している様子を紹介していたが、その

紙がどこで作られているのかについて、触れられなかったことや、修復を担当してい

る女性たちに対する年齢や容姿に関する軽はずみな発言のやりとりがあった場面は、

見ていて気分が悪くて残念だった。まとめとして、太田光さんの「記憶もちゃんとあ

そこに残っている気がする」という感想はとてもすばらしく、その言葉を受けて、「オ

リジナルの記録にはその時の記憶が刻まれている」という結びの言葉がとてもよかっ

た。 

 

○  １２月１２日(木)の地球イチバン「世界一雨が降る島～ハワイ・カウアイ島～」は、

カウアイ島の人たちの、生き方、暮らしぶりがすばらしく、また、雨に対しての向き

合い方や思いを語っていたが、擬人化した表現は、詩人のようだった。雨が一番降る

島として、こういった奥深い所を取り上げる切り口もおもしろかった。 

 

○  １２月１５日(日)の日曜討論「与党税制大綱 決定 わたしたちの暮らしは？」は、

時宜を得た内容だった。与党の来年度税制改正大綱が決定後の税制について議論して

いたが、特に軽減税率と法人税の軽減の問題については、出演者は、客観的な評価を

していると思った。 

 

○  １２月１６日(月)のにっぽん紀行「なにわのコイの物語～大阪・旧淀川～」(総合 後

7:30～7:55)も「コイ」が恋愛の恋ではなく、カタカナで表記するタイトルの付け方

に遊び心があっておもしろいと感じた。内容もよかったが、旧淀川の釣りのポイント

が一体どの辺りなのか、地図などでの説明が全く出てこなかった。また、 高記録が

114 センチ、29.5 キロのコイが釣れたそうで、なぜこのようなコイが釣れるのかとい

う生態系にも関心を持ったが、全く触れられなかったので、少し残念だった。 

 

○  １２月１８日(水)特集ドラマ「かつお」(総合 後 7:30～8:43)は、舞台が三陸とい

うことで、関心を持って見た。実際の仮設住宅や津波の被害があった浜で撮影してい

たので、現実感があった。使われた車も実際に海に沈んでいた物を使っているような

傷み方で、非常に痛々しく見えた。少し気になったのは、「かつお」というタイトル

だ。主人公が走り回っていて、泳ぎ続けないと死んでしまう魚の「かつお」から、「か

つお」というニックネームで呼ばれている設定だそうだが、やはり、「かつお」と聞

くと、土佐のイメージが強く、宮城県は連想されないと思うので、地元の人たちはど
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う感じていたのだろうか。東日本大震災のあと、「震災文学」がひとつのジャンルと

して確立されたと聞くが、テレビドラマでも同様に、震災をテーマに扱ったものを、

これからも臆せずに作ってほしい。 

 

○  １２月１日(日)の「２０１３年 日本賞ｐｒｅｓｅｎｔｓ 世界のとっておきテレ

ビ」(Ｅテレ 後 3:00～4:00)は、日本賞とはどういうものか知らなかったので、タイ

トルに興味を引かれて視聴した。賞の意義や位置づけ、ＮＨＫの貢献度合いが大変よ

く理解できた。また、受賞したコンテンツの質の高さにも大変共感や感動を覚えた。

一方で、ゲストの賞の紹介やコメントが、受賞作品の価値を増すようなものではなか

ったため、受賞作品をダイジェスト版で放送せず、このゲストの話を削って、作品を

全編放送したほうがいいのではないかという思いが終始付きまとった。 後に、年末

に全編を一挙に放送する告知があったが、こういった重要な情報は、番組冒頭にした

ほうがいいのではないか。少なくとも、冒頭に聞いていたら、全編放送に向けた紹介

番組だと分かって、もっと楽しめたと思う。 

 

○  １２月１０日(火)のハートネットＴＶ「見えない世界に生きる知的障害の女性たち」

では、知的障害の女性たちが性産業に取り込まれ、なかなか被害が外に出てこない実

態を、どのようにサポートして自立につなげていくのかという内容だったが、こうい

う問題は、もっと社会に知ってほしいと感じた。また、被害に遭ってから救うのでは

なく、軽度の知的障害の人についても、子どもの頃から自立に向けた有用なサービス

やサポートが必要なのではないかと思った。この番組は、何回も再放送してほしい番

組だ。 

 

○  「Ｂｉｚ＋ サンデー」は、「明日からの仕事に役立つ情報」のキャッチコピーど

おり、主に経済にかかわる旬の情報をコンパクトにテンポよくまとめていて、大変理

解しやすく、まことに有用なビジネス番組だ。特集では、目に訴えた方が分かりやす

く、あるいはインパクトを与えたほうが理解の進みそうな題材では、適切に海外取材

や現地取材での映像を織り込んで、解説や核心に迫る部分では、その道の一流どころ

の専門家や経営者を招いて語ってもらい、ＮＨＫならではのぜいたくな作りの番組だ

と思った。１２月１日(日)と８日(日)を見たが、伊藤忠商事とドールの交渉場面や、

レノボやシーメンスの工場内部などの、なかなか見られない映像が入っていたり、ゲ

ストに伊藤忠商事の岡藤正広社長や世界銀行のジム・ヨン・キム総裁が出演するなど、

いずれも見応え、聞き応えのある内容だった。また、「ニュース先読み」というコー

ナーでは、その時々のトピックスを簡潔に、映像や図を交えて伝えるという構成も、

メリハリが利いていて大変分かりやすかった。番組全体のテンポやリズムを生み出し
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ているのはキャスターの的を射た質問やむだのないコメントによるものだと思うが、

一方で、あまりに直接的すぎるものの言い方に、若干、相手への敬意が感じられなか

った。特に、１日(日)の伊藤忠商事の岡藤社長へのインタビューでは、やつぎばやの

質問がやや詰問調に聞こえ、相手が話したことを要約してしまう姿勢は、見ているほ

うには分かりやすいが、もう少しゲストへの敬意をはらったほうがいいと思った。 

 

○  １２月１１日(水)のＴＯＭＯＲＲＯＷ「除染 村民たちの挑戦 スーザン・ボース

／ジャーナリスト」は、スイス人ジャーナリストのスーザン・ボースが、遅々として

進んでいない福島県での除染作業を取材していた。ビニールハウスの除染のしかたや、

除染で出る土の保管場所に、村民が戻れない問題などをあげ、国の除染はパフォーマ

ンスにすぎないのではないかと厳しく指摘していた。民間の取り組みも紹介していた

が、それに比べて遅々として進まない国の取り組みに腹立たしさを感じた。今後も、

除染の問題を取り上げてほしい。 

 

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

 番組審議会事務局 
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平成２５年１１月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１１月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、２１日(木)、ＮＨＫ名古屋放送局に

おいて、１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、放送番組の種別と放送実績について説明があった。続いて、ナ

ビゲーション「“日本のコメ”の強みを生かせ ～ＴＰＰで変わるコメ農家～」につ

いて説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、１２月の番組編成の説明が行

われ、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

副委員長   金森 昭夫 （中日新聞社取締役総務担当） 

委員     秋元 祥治 （特定非営利活動法人 Ｇ－ｎｅｔ代表理事） 

伊藤 一美 （特定非営利活動法人 子ども＆まちネット理事長） 

井上 庄吾  （愛知県農業協同組合中央会専務理事） 

佐野 俊和 （コマツサービスエース（株）代表取締役社長） 

杉浦 宇子 （弁護士） 

立花 貞司 （トヨタホーム（株）取締役会長） 

田中 章義 （歌人・作家） 

野田 雄一 （富山ガラス工房館長、富山ガラス造形研究所教授） 

森棟 公夫 （学校法人椙山女学園理事長、椙山女学園大学学長） 

 

 

（主な発言） 

＜ナビゲーション「“日本のコメ”の強みを生かせ ～ＴＰＰで変わるコメ農家～」 

       （１０月２５日(金) 総合 後 7:32～7:57 中部ブロック）について＞ 

 

○  まず、どういうきっかけでミャンマー取材を行おうと思ったのか気になった。永井

伸一アナウンサーの進行は明快で、淡々としていて、分かりやすかった。ＴＰＰ(環

太平洋パートナーシップ協定)に関して言うと、番組では、この問題の賛否は抜きに

して、農家それぞれの対応策、具体的に人件費の安いミャンマーでお米を作ることで

乗り切ろうという試みなどが紹介されていた。しかし、それは今後１０年もたたない

うちに、ミャンマーも豊かになり、結果として現在中国で直面しているような問題が

起こり、また新しい場所を探さなくてはならないことを連想させるもので、根本的な

解決にはならないと思う。また、流通や経済的な視点からコメを捉えることも必要だ
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が、一方で日本には荒れていく農地も出てくると思うので、コメを中心とした文化と

いう視点で捉えることも必要だと思った。日本の外食産業では、国産米をどのように

使っているのか、輸入米が中心なのかどうかなどの状況ももう少し知りたかった。ま

た、スタジオの背景も気になった。同じ映像が繰り返し流れていたが、意図的なのだ

ろうか、せっかくなら、スタジオゲストのコメントに合わせたものにすればよかった

と思う。 

 

○  ＴＰＰをきっかけに、生き残りをかけてコストダウンと海外市場の開拓に取り組む

２組の農家の真剣な様子が、短い時間でよくまとめられていた。一方で、容易に正解

を見い出すことが困難な状況に対して、極めて楽観的に解説する姿勢には、疑問を感

じた。果たして人件費の安い所へ移したからといって、コストダウンが達成できるの

だろうか。２つの農家の応援ドキュメンタリーであれば、こういった内容でもかまわ

ないと思うが、ＴＰＰにおける農業問題を捉えるにはあまりに浅くて、表層的なテー

マ訴求になっていたのではないか。結果として、ＴＰＰによる、農家のみならず国民

生活に及ぶとされている本質的な課題やその大きさについて、視聴者には伝わらなか

ったのではないかと思った。さらに言えば、ＴＰＰが農家だけの問題として、全くひ

と事のようにしか見えなくしてしまっている点に問題を感じた。このような大きなテ

ーマを取り上げる場合には、２つだけの事例を基に、帰納的に課題解決を示すという

作り方はあまりふさわしくないのではないか。むしろ本質的な課題の大きさをきちん

と示した上で、地元ではこのような取り組みをしているなどの内容やタイトルにすべ

きではなかったかと思う。取材内容は、とてもよかったが、重要な問題が番組での描

き方によってわい小化されているのではないかと思った。ちなみに、ＴＰＰの本質的

な課題として、北陸３県は、農家所得減少額の多い上位１０県に入っていて、課題視

されている地域でもある。農家のみならず全産業に及ぶ影響は膨大だという試算もあ

るが、こういう本質的な課題については、ＴＰＰ交渉が大詰めを迎えている時期に、

視聴者に軽々と捉えられないようにすべきではなかったかと感じた。 

 

○  ＴＰＰ全体の問題は、単に農家だけの問題ではなく、消費者も含めたさまざまな問

題があると思うが、この番組は具体的な実践例を示して考えようというのが狙いだっ

たと思う。今回は、コメをテーマにしていたが、第二弾として野菜を取り上げるなど、

ＴＰＰに関連する品目を順にシリーズでケース事例として見せ、現地の人たちの表情

や、現場の苦悩なども感じられるものになればいいと思う。コメ作りに関しては、す

でに日本人がフィリピンなどアジアの国々で一緒に開発している状況もあるだけに、

今回のミャンマーでのチャレンジが、これまでとどう違うのかがもう少し理解できれ

ばさらに興味を持てたと思う。スタジオで日本総研アナリストの三輪泰史さんが「メ
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イド・ウィズ・ジャパン」という新しい概念の話をしていたが、切り口としてなるほ

どだと思った。 

 

○  ２つの農家が頑張っている姿はよいが、ＴＰＰの問題がこれで改善できるかのよう

な印象を与えているようで少し違和感があった。ＴＰＰについては、いろいろな危機

感が叫ばれていて、農業だけではなく幅広い産業と国民生活全体が大きく変動するで

あろうと言われている。そうした中で、収入が下がるから収入を確保するために頑張

ればいいといった紹介になっていて、問題が軽く見えてしまっていた。ＴＰＰの問題

点や危惧される点、農業にどのような影響があるのか、逆にどこにチャンスを見い出

せるのかなど、もっとＴＰＰを中心に捉えた番組になるのかと思っていたので、期待

はずれだった。また、今まで農家がニーズをつかむ努力をしてこなかったというスタ

ジオゲストの発言にも疑問を思った。農業は後継者が少なくなり、かなり危機感を持

って、ブランド米の開発など一生懸命に取り組んできていると思っていたので「努力

をしてこなかった、これから競争に入る」という捉え方は、あまりにも単純なのでは

ないか。わかりやすくしたのだろうが残念だった。また、今後、ＴＰＰが入ってきた

ときに、ますます不安視されることについて、価格の面だけではなく、例えば、手間

を省くために行われる遺伝子組み換えや肥料、農薬の問題など、安くても本当に安全

なのかと消費者はメーカーなどへの不信感や不安を抱いていると思う。日本のコメの

安全性や日本のコメの良さをどう伸ばしていくのかなどの視点もあったらいいと思

った。 

 

○  農業に携わる者として、ＴＰＰを取り上げるということで期待していたが「こうい

う農家がある」という単なる事例の紹介のレベルにとどまっていたように思った。し

かも、取り上げた事例は２つとも、ずいぶん前から始まっている試みで、あまり新鮮

味がなかったように思う。日本の農業を維持するためにはどうしたらいいのかという

点まで踏み込んでもらうとよかった。スタジオで「日本の農家は消費者のニーズを捉

えていないのではないか」という発言があったが、農家は努力している。北海道や九

州などでは「コシヒカリ」を超えるコメも出てきている。できれば、こういったニー

ズを捉えた開発にも触れてほしかった。今後は、コメの政策が大転換期にあるだけに、

時宜を捉えて、日本の農業を維持するためにどのように農家が努力しているのか、国

内での動きを中心に紹介してもらうとありがたい。 

 

（ＮＨＫ側）   

ミャンマーは、現在いろいろな分野で注目されている地域で、 

特に日本食の料理店が増えていてコメのニーズもこれから出て 
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くるだろうということで、ミャンマーでのコメ作りは、これか 

ら海外で日本のコメが広がる可能性があることを示す出来事だ 

と考えて、取り上げた。実際、ミャンマーでは、多くの農業関 

係者が、日本の農業技術に大変期待をしていることもあり、農 

業法人などのミャンマー進出を伝える意義は大きいと思った。 

スタジオでのバックの映像については、この番組は生放送なの 

で、なかなかゲストのコメントに合わせた映像を出すのが難し 

いという制約がある。ただ、スタジオの背景についても関心を 

持って見てくださっていることが分かったので、今後はできる 

限りの工夫をしていきたいと思う。また、ゲストのコメントに 

ついては、発言の意図としては「これだけ多様な食文化の中で 

ニーズを探していけば道が開ける」という意味でおっしゃった 

と理解している。今回の番組は、日本のコメが生き残っていく 

道として、コメ農家がもっと頑張れる余地があるのではないか、 

また、日本のコメの味や安心して食べることができるといった 

普遍的な良さを伝えたいと考えて制作した。ただ、ＴＰＰとい 

う大きな問題については、２５分間ですべてを捉えるのは極め 

て難しく、ＴＰＰの課題が見えてこなかったというご指摘はよ 

く分かる。今年度、「ナビゲーション」では農業に力を入れて 

取り組んできており、これまで３本の番組で多角的に伝えてき 

た。引き続き、コメを含め農業についての伝え方には工夫して 

いきたいと思う。 

 

○  ＴＰＰに対応するための鍵は、ユーザーの好みを取りいれた新商品の開発、もうひ

とつは新しい市場の開拓、つまり、新たな海外市場を見つけて販売量を増やしていけ

ばいいという内容だと思うが、両方とも大変難しいテーマで、そんなに簡単にうまく

いくはずがないと思った。ひとつ目のユーザーの好みという点では、自主流通米が始

まってから日本のコメはおいしくなっている。家庭で安全でおいしくものが食べられ

るということが基本だと考えると、質の点では海外のものより日本のコメが圧倒的に

優れていると思う。しかし、ＴＰＰを契機に、さらに品種改良でいいものができるの

であれば、それにも期待したいが簡単なことではないと思う。２つ目の海外進出につ

いても、外国でコメを作ることとミャンマーで市場を広げていくことは、これも大変

難しい。成功するためには日本の外食産業チェーンなどと共同で行わなければ難しい

と思う。番組の内容は分かったが、これだけではなかなかうまくいかないだろうと感

じた。コメの制度の変遷など歴史的な流れをもう少し説明してほしかった。以前、ウ
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ルグアイ・ラウンド交渉の時は、外国産米を買わなければいけないなどの動きがあっ

たが、その結論はどうなったのかなど、この番組を見ていて疑問を持った。できれば

「ナビゲーション」の倍くらいの時間をかけて、歴史的な経緯も含め整理するような

番組を作ってほしい。番組のテーマ自体はとても関心を持って見た。 

 

○  厳しい指摘が出ているが、私は逆に、番組で示された事例ですべてが解決するとい

うように見ている側は受け取っていないと思う。むしろ、こういった勇気ある２つの

アプローチのしかたに、ずいぶん元気づけられた感じがした。ひとつ目の客のニーズ

に合わせて物を作る試みというのは、工業製品では当たり前のことだが、コメなどは

大変難しいと思うので、そこでチャレンジし、努力している姿に勇気づけられた。も

うひとつは、わざわざミャンマーまで出かけ、現地の安い労働力を使って、しかも新

しい市場を開拓していく事例で、農家の中にもすごいことをする人もいるのだと感心

した。スタジオゲストの「ソフトとセットで輸出していく」つまり、日本食と一緒に

輸出していくという考え方はとてもおもしろいし、単にコメだけでなく、いろいろな

分野でも考えられるわけなので、印象的だった。賛否はあると思うが、ＴＰＰへの対

応として、本当にやらなければいけないのは、日本のコメをミャンマーで作ることで

はなく、ミャンマーで作ったおいしいコメを日本で流通させるということだと思う。

いろいろな問題が出てくると思うが、引き続きそういった観点からも取材し、今回紹

介された人たちが次にどういうアクションを取るのか、紹介してほしい。 

 

○  ＴＰＰは難しい問題で、安心な農作物とはどういうものだろうと考えながら見た。

農薬をできる限り使わない、化学肥料を抑える、遺伝子組み換えをしていないといっ

たことが安心につながると思うが、そうした付加価値を付けると当然経費がかかり、

値段は高くなってしまう。現実的には、生活が厳しい家庭やどこで作られたものでも

構わないという若者などにとっては、ＴＰＰで安くコメが入ってくるのは歓迎される

だろう。そういった意味で、まず先に、食の安心や安全とはどういうものかという根

幹を問うた番組が事前にあって、この番組につなげるとよかったのではないだろうか。

スタジオゲストは、端的な解説をしていてよかったが、「メイド・ウィズ・ジャパン」

「ニーズ」「ポテンシャル」「マインド・チェンジ」など、英語が多く、高齢者にはわ

かりづらかったのではないだろうかと思った。 

 

○  大変興味深く見た。「みつひかり」の取り組み、あるいは海外への展開というチャ

レンジをしている人が多くいることがわかって驚いた。ただ、２つ物足りないような、

加えて知りたいと思った点がある。ＪＡ(農業協同組合)の存在に一切触れられていな

かったことだ。おそらく、紹介した農家の人は、自分で販路を開拓してきたのではな
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いかと思うが、こういった特色ある取り組みに対してＪＡはどのように捉え、どのよ

うに対応しているのかを紹介すればよかったのではないか。また、農家の試みの可能

性を考えようとしていることは理解したが、一方で、ＴＰＰで指摘されている課題、

難しさなどについても簡単に紹介し、短い時間でもＴＰＰのコメの問題に関する概要

が分かるようにすれば、よりためになる番組になったと思う。 

 

○  ＴＰＰで問われている日本の農業に関して、２つの事例で個人の取り組みを紹介し

ていたが、個人が徒手空拳で闘えということなのか、組織や機関、つまりＪＡがどう

いう関わりをしていたのかなども知りたいと思った。「みつひかり」について、カレ

ー屋の店先を撮った場面で、石川県産という紙が貼ってあった。三重県で取り組んで

いる米がなぜ石川県産なのかについて、その時点で注釈すればよかったと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

      ミャンマーでの事業がそんなに簡単に進むわけではないとい 

うことは我々も認識している。「メイド・ウィズ・ジャパン」と 

いうゲストの考え方について、日本でのコメのおいしい食べ方や、

コメとセットで関連する商品などを売り出していく発想は大事 

だと思うので、キーワードとして印象に残ってもらってよかった。

また、そういったキーワードを提示してもらうこともゲストの 

大事な役割だと捉えている。横文字が多いというご指摘につい 

ては、今回のゲストは年齢的に若いこともあり、自身の考え方 

を的確に説明しやすい表現を選ばれたのだと思う。ＮＨＫの番 

組においては、日本語を大事にし、守っていく役割があると常 

に意識している。ＪＡとの関わりについては、もうひとつの大 

きなテーマだと思っているので、今後の課題にしていきたい。 

「みつひかり」は三重県だけで作っているわけではないので、 

説明不足だったかもしれない。ＴＰＰは、日本の農業だけでなく、 

ほかの産業の将来も大きく左右する問題で、「本質的な課題にき 

ちんと向き合うべき」「歴史的な流れの中で位置づけてほしかっ 

た」などの意見や疑問、要望はよく分かった。今回は、日本の 

コメは安心でおいしいということを改めて見つめ直し、その強 

みをプラスに捉えていけないかという意図があった。農業の問 

題は、耕作放棄地や担い手不足など、ともすればマイナスの観 

点ばかりで捉えられがちなので、こういった前向きな取り組み 

をしている農家もあると紹介したかった。今後また、農業の将 
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来に関する大きな問題はきちんと深く掘り下げていこうと思う。 

 

  

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １０月２５日(金)の金とく「のわみ相談所日記 ～愛知県 一宮市～」を見た。「の

わみ相談所」の献身的な努力はとてもよく分かったが、社会問題としてのホームレス

について説明がなかった。たとえば、国や自治体はどういう対策を取っているのか、

社会保障はどういう人を救えるのかなど、福祉の問題全般としての説明もほしかった。 

 

○  １１月１５日(金)のナビゲーション「小さいからできる！～中小企業発 子育て支

援戦略～」は、現在、自分が関わっている、中小企業支援の仕事とちょうど合う内容

だったので、共感しながら見た。具体的な事例を交えて、分かりやすかった。中小企

業において、人材をどう定着させていくのか、特に、女性の場合、出産後も継続して

活躍してもらうことは、大きな経営課題だ。そこに着目し、かつ具体的な地域の事例

を紹介していて、とても有意義な番組だった。ただ「ナビゲーション」のホームペー

ジは簡素な内容になっている。ぜひ番組で紹介した会社や問い合わせ先などをより詳

しく掲載してほしい。 

 

○  １１月１５日(金)の金とく「“赤ちゃん縁組”で命を救え」で紹介された「赤ちゃ

ん縁組」は、愛知県で３０年前から取り組んできた特別養子縁組制度だが、愛知県の

弁護士として、あたりまえのように仕事で関わってきていたので、番組を見て、改め

て、この制度が愛知県で独自に根づき、今、全国でも注目されていることを知った。

出生にまつわる告知の問題や、子どもをありのままに受け入れるためのトレーニング

の大切さなどが伝わってきた。また、乳児院から養子として受け入れた子どもが親の

愛情を試す行動「親試し」の話もあったが、こういう愛着障害は、虐待における大き

な問題になっているので、新生児の時から養子縁組で親子関係を結んでいくことの大

切さが伝わったと思う。ただ、特別養子縁組の問題は、その後の養親養子関係や、社

会にある「血縁神話」のようなものとの闘いなど、困難な課題があるので、ぜひ今後

も取材を続けてほしい。 

 

○  １０月２０日(日)のＮＨＫスペシャル 病の起源 第３集「うつ病～防衛本能がも

たらす宿命～」を興味深く見た。うつ病の原因などメカニズムを説明していたが、魚

にもうつ病があることに驚いた。治療法について、薬に頼るのではない新しい方法が

開発されていることは喜ばしくて安心した。メカニズムに焦点を当てた番組なので、
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触れなかったのだろうが、患者に対する周りの理解がとても重要だと思うので、そう

いった点にもスポットを当てると、もっとよい番組になったのではないか。 

 

○  １０月２７日(日)のＮＨＫスペシャル 病の起源 第４集「心臓病～高性能ポンプ

の落とし穴～」を見た。このシリーズは、毎回大変な力作で、各回ともに新しく知る

ことがあり勉強になっている。今回は、心臓病の起源について、その原因は、二足歩

行になって重力の影響で心臓に負担がかかったこと。２つ目として、謎の物質Ｇｃ(Ｎ

－グリコリルノイラミン酸)の影響で心筋梗塞が起き、進化の過程でそのＧｃを失っ

たが、それが脳の発達につながり、再び増え始めてコレステロールが溜まるようにな

ったと説明していたが、この２つ目の理由がよく分からなかった。また、戦時中の栄

養不足が赤ちゃんの心臓を弱くした事例としてオランダの調査結果を紹介していた

が、日本でも戦時中に栄養不足だった赤ちゃんがたくさんいたので、そのデータを使

うことはできなかったのかと疑問に思った。心臓病をなくすためには、第２の心臓と

も言われる脚の筋肉を鍛えるのがよいという話は、大変分かりやすくて納得した。シ

リーズ全体を通して、病は人間の進化の代償であり、その起源がよく分かった。病気

をなくすため、あるいは減らすためにはどうすればいいのかを、起源から手繰ってい

くのは、大変参考になる。 

 

○  １１月１７日(日)のＮＨＫスペシャル「成長か、死か～ユニクロ ４０億人市場へ

の賭け～」は、生々しくて大変おもしろい番組だった。取材期間が大変長く、かつ丁

寧に作っていることが番組の中から感じられた。ユニクロという企業のスピード感や

迫力が感じられるとともに、ユニクロが、海外進出でマーケティングのミスによって、

途中で方針を転換した話も出したのは興味深かった。今後の世界市場を考えたときに、

ＢＯＰ(Base of the pyramid／貧困層)の意味合いが、大変重要になってくるとの意

図が伝わる番組だった。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「成長か、死か」について、ユニクロに密着取材して現地での苦

闘ぶりを生々しく描いていると感心して見た。ただ、指摘したい点が少しある。なぜ

バングラデシュを選んだのか、最貧国だからと言っていたが、他にもたくさんあるの

で、なぜその中でもあえてバングラデシュを選んだのかの理由をもう少し分かりやす

く説明してほしかった。また、グラミン銀行の協力を得て出店したようだが、この説

明は１回のナレーションだけで終わってしまっていた。また、ユニクロは去年、週刊

誌に「過酷な労働」で記事が出て、名誉棄損の裁判を起こしていたが、今年１０月に

敗訴した。番組の中で、ユニクロ(ファーストリテイリング)の柳井正社長が「こぼれ

落ちる人もあるだろう。仕事や生きること自体は甘くないと思う」という発言してい
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たが、こういう考え方がもしかしたら「ブラック企業」と言われてしまうことと裏腹

の関係にあるのかと思った。あえてこの時期に放送した名古屋放送局の勇気を多とし

たい。 

 

（ＮＨＫ側） 

         さまざまなかたちで話題に取り上げられているユニクロをい 

つ、どのように扱うかについて、かなり議論した。柳井さんに 

直接インタビューできる機会をもらい、あのような形の発言を 

引き出すことができた。しかし、ユニクロがバングラデシュを 

選んだ本当の理由は、柳井さんの頭の中にしかない戦略のよう 

で、そこを明らかにするには限界もあった。グラミン銀行は、 

第三世界では影響力があるので、そのブランド力や信頼感によ 

って、最貧層からの支持を得たいということだったが、簡単な 

コメントだったので、確かにもう少し説明した方が、分かりや 

すかったかと思う。 

 

○  １０月２３日(水)の歴史秘話ヒストリア「宮廷料理の舞台裏にようこそ～天皇の料

理番 秋山徳蔵」を見た。一言で言うと、こんなに若い人に天皇の料理番が託されて

いたのかと思った。初めて聞いた名前だが、ドキュメンタリー映像として、大変興味

深かった。織田信長など有名な人物ではなく、歴史に埋もれてしまいそうな、もしく

は人目に触れることのなかった人の半生を丁寧に描くというのは、ＮＨＫの強みでも

あると思った。 

 

○  １０月２４日(木)の地球イチバン「地球でイチバンの婚約祭り～モロッコ・ムッセ

ム～」は、旅人の体験取材がなく、ナレーションとロケ映像のみの構成で、よりドキ

ュメンタリー色が強くなっていた。これまでのシリーズでは、スタジオトークがあっ

て、旅人役の人柄やイメージによって、もっぱら中心であるべき取材対象の“地球イ

チバン”が色あせることがあって、もったいないと感じることが多かった。今回は、

臨場感のある映像と奥菜恵さんの落ち着いた語りのみによる構成で、大変質の高いド

キュメンタリーとして見応えがあった。特に、顔のしわまでも鮮明に映るほど人物に

近寄った映像や、少し気持ちが悪くなるようなぐらい手ぶれした映像によって、あた

かも自分がそこにいるかのような臨場感を覚えた。 

１０月３１日(木)の地球イチバン「世界一の花の国～オランダ～」は、映像として

映すべきモチーフや“イチバン”度合いは、モロッコの回と比べても圧倒的によかっ

たのだが、旅をしている人のコメントによって、質が低く感じられた。せっかく高品



10 

 

質な映像であるにもかかわらず、取材対象が生きていなかった。 

 

○  １１月６日(水)のためしてガッテン「ズズッ！あなたの鼻水に潜む まさかの現代

病」は、鼻水などを放置してはいけない、原因は鼻だけではないという啓発番組だっ

たが、治療は、歯と鼻の両方を行う必要があることもあるので、歯科・口腔（こうく

う）外科と耳鼻咽喉科の両方がある病院などに相談するようすすめていたが、少し違

和感があった。最近は、大きな総合病院より、かかりつけ医へ行くようにという風潮

が強いのではないかと思う。また、鼻づまりについて、鼻息で左右のバランスを測る

実験で、バランスが悪い場合は、病気が隠れていることがあると言っていたが、別の

民放の番組では、人間の鼻は左右交互に休んでいるという実験をしていた。どちらが

正しいのだろうか。おそらく諸説あるのだと思うが、こういった医療や健康に関する

番組では、視聴者の情報リテラシーが深く関わると痛感した。 

 

○  １１月１２日(火)の地方発 ドキュメンタリー選「大往生を看取（みと）る」を見

た。滋賀県の東近江市の永源寺地区という環境もあるかもしれないが、今まで住み慣

れた家で家族や親族に見守られながら最期を迎えるという場面はとても心にしみ、命

のつながりのようなものが感じられ、とてもよかった。ただ、このことを映像で流す

ことについては考えさせられた。まさに息をひきとる寸前まで映していたが、皆に看

取(みと)られながら最期を迎えるというシーンなので、感動的で、見ていてマイナス

のイメージには思わなかったが、かなり議論があったのではないかと思った。 

 

○  １１月１２日(火)クローズアップ現代「高齢者こそ肉を？！～見過ごされる高齢者

の“栄養失調”～」を見た。コレストロールを上げてはいけないからと高齢者は肉を

避けがちだが、肉などで作られるアルブミンの値が低いと、認知機能の低下や寿命に

かかわるという話だった。「クローズアップ現代」では異例なことだと思うが、スタ

ジオで実際に料理をしていたものの、ゲストの管理栄養士は、時間内に料理を作ろう

とするあまり、何となくうまく行っていない感じだった。１人前７０グラムの肉を示

し、豚肉料理を紹介していたが、それが１日に食べる量なのか１食に食べる量なのか

を言っていなかった。高齢者にも分かるようきちんと示してほしかった。 

 

○  １１月１８日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「宮崎駿 引退宣言・知られ

ざる物語」を見て、宮崎駿さんに７年間も密着取材していることがすごいと思った。

絵コンテを描いているところや、「もうだめだ」と苦しみを吐露する姿など、よくこ

んな近くで撮影させてくれたものだと思った。「表現者」である宮崎さんから「一寸

先は闇でやっている」というような苦悩を出せる状況に関わることができたのは、取
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材した人との密接な人間関係ができていたからだろうし、その関係はこれからも続い

ていくだろう。宮崎さんが次のステップとして、どのような行動をするのか関心があ

るので、また番組にしてほしい。映画「風立ちぬ」で、４秒間のカットを完成させる

のに１年３か月もかかった話があり、群衆は、世の中を支えている人たちだから、し

っかりと描くようにとスタッフに指示をしていて、背景にも重要な意味があるのだと

教えられた。宮崎駿という人、その時代の今をどう捉えるか、自分が今これをどう捉

えるかということの大切さを、強く感じることができ、とてもよい番組だった。 

 

（ＮＨＫ側）   

          宮崎駿さんに関する番組は何度か制作している。７年間ずっ 

とディレクターが追い続けていて、折々に放送しているが、今 

回は宮崎さんが引退を表明されたので、それを機に、総まとめ 

という形で、これまで取材したものを取りまとめて放送したも 

のだ。 

  

○  １１月２１日(木)のあさイチの「空き巣の驚き手口！家を守るには」を見たが、過

去に空き巣をした人が顔を隠して出ていた。どうやってこういう人を見つけてくるの

か不思議だった。また、毎朝「すっぴん！」を聞いているが、ちょうど「ＮＨＫウィ

ークリーステラ(11/15 号)」に、両番組の司会である有働由美子さんと藤井彩子さん

の対談が掲載されていて、「番組づくりも、作り手が『こんな情報を教えてあげます』

ではなく、『このテーマについて一緒に考えましょう』という視点が必要だ」「今はネ

ット情報に信憑(ぴょう)性があって、テレビなどのマスメディアは真実を伝えてない

と思われている」と発言していたが、今はテレビ以外からたくさんの情報が入ってく

るので、映像を大切に扱うなど、伝える側の重要性をつくづく感じた。 

 

○  １０月２６日(土)のおかあさんといっしょ あつまれ！土曜日「静岡・富士市ファ

ミリーコンサート」は、会場にも行った。放送は２４分間だったが、実際は１時間収

録していた。県内ないしは、ブロックで、ノーカット版の放送をしてほしい。構成も

大変おもしろかったので、それによって、各県ごとの子どもたちを楽しませてあげら

れたらいいと思う。 

 

○  「日曜美術館」のよいところは、作品を直接見る以上に細部を見ることができたり、

展示では見ることができない角度から見られる点で、ＮＨＫならではの取材力を感じ

る。２つ目は、作品の製作過程や歴史的背景など付加情報の質の高さ。３つ目は伊東

敏恵アナウンサーの美術品の紹介に適した美しいナレーションだと思って、毎回楽し
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みにしている。一方で、もう一人の司会者の観念的で要領を得ない感想は、この番組

の質に合わないと思う。特に、１０月２７日(日)の「永遠に強く 美しく～奈良・興

福寺の国宝仏像～」では、司会者と振付家、作家がそれぞれ、「銅造仏頭」への個人

的な思いを語っていたが、史実に基づく内容と混同しがちで、かつ傷だらけの頭部だ

けの仏像から受ける印象も手伝って、番組自体が無用に感傷的な雰囲気になっていた。

しかし、１１月３日(日)の「荘厳なる天平の祈り～第６５回 正倉院展～」は、先ほ

ど述べた番組のよい点が存分に生かされた内容で、大いに満喫した。特に「漆金薄絵

盤(うるしきんぱくえのばん)」については、復元物の取材で、展示品を見るだけでは

分からない機能面や実用性などを、実際にこのように使っていたと、映像と解説で具

体的に示していて、実物を見に行く以上の価値があったと思った。 

 

○  「スーパープレゼンテーション」は、内容が多岐にわたっていて、後半にＭＩＴ(マ

サチューセッツ工科大学)メディアラボの伊藤穰一所長と俳優の吹石一恵さんが、話

のポイントを解説しながらまとめてくれるので、とても分かりやすくておもしろい。

１０月２８日(月)の「ＳＦ作家が描く 無人機の未来」では、先日、軍用無人航空機

での攻撃が問題になっていたが、完全自律型ロボット兵器の攻撃が現実味を帯びてき

ているという指摘などがおもしろかった。たまには日本人の“スピーカー”の登場な

ど幅広い内容に期待している。 

 

○  １１月３日(日)のサイエンスＺＥＲＯ「難関！使用済み燃料 取り出しに挑む」で

は、東京電力福島第一原子力発電所の４号機燃料プールからの使用済み燃料の取り出

しに至るこれまでの困難な過程が細かく紹介されていた。我々の目に見えない場所で

の作業なので、報道することは、とても意味のあることだと思った。今後も見えない

場所での作業が続くと思うので、ぜひ継続的に取材を続けてほしい。 

 

○  １１月５日(火)と１２日(火)の先人たちの底力 知恵泉（ちえいず）「上司とのう

まいつきあい方」を見た。織田信長のようなタイプが上司だった場合のつきあい方と

して、恐れず時には開き直るなどサラリーマンとしての生き方をポイントに解説して

いた。また、豊臣秀吉タイプには、嫌な上司と思わず、なるべくその上司の長所を見

つけて、自分も学んでいくという姿勢が大事で、愚直だと思わせたほうがいいと、出

演者の意見が一致していたが、納得する話で、大変参考になった。ただ、大きな組織

でトップがきちんと治めていくには、単なるテクニック論だけではなく、本当の意味

での人物としての偉大さなど別のところにあると思う。かなりテクニック論に走って

しまっていた感じがして、もう少し徳川家康の本来の偉大さにも触れてほしかった。 
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○  １１月１５日(金)のバリバラ～障害者情報バラエティー～「“てんかん”を知って

いますか」では、「てんかん」の患者が 100 人に１人いること、成長の過程で親から

「病気を隠さないといけない」と言われて育ったため、成人しても社会にはなかなか

出ていけないといった問題を抱えていることを知った。それだけに患者同士や医師と

の話し合いの場を通して、自分の病気を理解することがいかに大切であるかというこ

ともわかって、大変勉強になった。 

 

○  １１月９日(土)のアスリートの魂「日本一への３４１９球 楽天 田中将大」では、

チームメイトの支えがあったうえの記録達成だったと何度も本人の発言にもあった

が、改めて田中選手は偉大だと分かった。しかし、物足りない点があった。シーズン

前のＷＢＣで１勝もできず、シーズンが始まっても４月は不調だった。下半身の調整

不足から上半身の力に頼る投げ方になっていたからだと解説していたが、そのあとは、

夏の連勝記録更新の話まで飛んでいるようだった。きっと下半身を鍛えるために、か

なりの苦労や努力をしたと思うのだが、その努力などが描かれていなかったので、味

気ないというか、肝心なことを言ってないように感じた。 

 

○  今シーズンからの「ザ・プロファイラー」では、日本人を取り上げることが多くな

っているが、１０月２３日(水)の「俺は負けない、負けたくない～土方歳三・走り続

けた純粋戦士」も興味深く見た。司会の岡田准一さんは歴史好きで、知りたい、学び

たいという気持ちがこちらにも伝わってきて、とても好感を持っている。いろいろな

人物について、真摯(しんし)にきちんと知ろうとする姿勢はすばらしいと思う。 

 

 

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

 番組審議会事務局 
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平成２５年１０月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１０月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、１７日(木)、ＮＨＫ名古屋放送局におい

て、８人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、金とく「２０年に一度！伊勢神宮・式年遷宮大百科」について説明

があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、１１月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委員長    村本 淳子 （公立大学法人三重県立看護大学理事長・学長） 

副委員長   金森 昭夫 （中日新聞社取締役総務担当） 

委員     伊藤 一美 （特定非営利活動法人 子ども＆まちネット理事長） 

井上 庄吾  （愛知県農業協同組合中央会専務理事） 

杉浦 宇子 （弁護士） 

立花 貞司 （トヨタホーム（株）取締役会長） 

野田 雄一 （富山ガラス工房館長、富山ガラス造形研究所教授） 

森棟 公夫 （学校法人椙山女学園理事長、椙山女学園大学学長） 

 

 

（主な発言） 

 

＜金とく「２０年に一度！伊勢神宮・式年遷宮大百科」（９月２７日(金) 総合 ） 

について＞ 

 

○  東京大学大学院教授のロバート・キャンベルさんと皇學館大学教授の櫻井治男さん

の２人がとてもいい形でリードをしていた。聞き取りにくい部分や理解しにくい部分

を、文字をスーパーすることによって、視覚的にも理解することができ、「式年遷宮」

とはどういうことかを改めて知った。新しく替えるのは、社殿だけではなく、700 種

類 1,600 点もの神宝(しんぽう)もあり、それが千数百年変わることなくずっと続いて

きたことに驚いた。９月３０日(月)放送の「プレミアム・アーカイブス」で平成１７

年のハイビジョン特集「伊勢神宮 受け継がれるこころとかたち」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 前

9:04:45～10:54:45)も見たが、神宝はずっと、形を変えずに残してきたことを知り、

そのすごさに驚かされた。同時に、一般の人では見ることができないものが多いと思

うので、神宝の製作過程と、それに関わった職人や技術者の取り組みを見てみたいと
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思った。変わることがないという大切さ、変えないという強さを感じた。「式年遷宮」

について「文化のタイムカプセル」という表現をしていたが、すばらしいと思った。

この言葉で全体像が見えたように思う。２０年後の準備が、８年前から始まるという

ことは、１２年後には、動きがあるわけなので、前回や今回の「式年遷宮」で撮影で

きなかったことや、今しか撮れないものを残していってほしいと思う。 

 

○  「式年遷宮」について、あまり知らない私にとって、雑学として知っておくには、

ちょうどよい情報がたくさんあり、時間的にもよくて、大変興味深かった。キャンベ

ルさん、櫻井さんと黒崎めぐみアナウンサーの３人が、宇治橋から奥の正宮まで散策

しながら、目に映る状況を解説し、祭事を紹介しながら進んでいくという構成は、自

分も一緒に参拝に訪れているような感覚が味わえて、おもしろかった。特に、キャン

ベルさんの表現がうまく、想像が膨らみ、雰囲気がよく伝わってきた。また、「唯一

神明造(ゆいいつしんめいづくり)」という建築様式について、ＣＧを使って、短い時

間で分かりやすく見せていた点もとてもよかった。ただ、「常若(とこわか)」の精神

について会話していたが、私には耳慣れない言葉で、一体どんな場面で使われる言葉

なのか分からなかったため、少し違和感があった。「唯一神明造」という建築様式を

なぜ採用したかについて、櫻井さんは、「日本文化に対する深い自覚と関心が高まっ

ていた時代だ」という解釈をしていたが、根拠が明白ではないようで、分かりにくか

った。戦国時代に 120 年間ほど途切れた時期があったそうだが、その間、どのように

受け継いでいったのかについても興味を持った。 

 

○  まさに自然、文化、歴史、暮らし、地域との関わりをテーマにしている「金とく」

の番組の趣旨にマッチした番組でよかった。特に、櫻井さんの話し方、説明のしかた

は、とても落ち着いており、好感が持て、番組内容にあっていた。ただ、番組名は「大

百科」となっていたが、「大」を付けるほどの内容だったのかと思った。たとえば、

参拝の作法として、鳥居の前や参道の歩き方、手水の扱いなどを紹介していたが、肝

心の 後の正宮での参拝については触れていなかったので、きちんと説明してほしか

った。また、「遷宮」に向けての祭りとして、３３の儀式があるそうだが、地域との

関わりについてももう少し紹介してほしかった。しかし、知らないことがかなり詰ま

っていたので、「大百科」とまではいかないにしても、満足できる内容だった。 

 

○  私は東海地方の生まれ育ちなので、伊勢神宮や「遷宮」のことはある程度知ってい

るつもりでいたが、知っているようで知らなかった知識について、大変明確になった。

初に感心したのは、「遷宮」の取材についてで、伊勢神宮の空撮の許可を得ること

が大変難しいが、空からの映像で古い社殿と新しい社殿の位置関係を一目瞭然で分か
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るようにするなど、全体的に知りたいことを十分に説明していた。また、初めて教え

てもらったことのひとつに、「遷宮」が始まったのは 690 年だという説明があった。

法隆寺が出来たのが 607 年で、日本に仏教が入ってきて、仏教で国を治めようという

中で、日本文化に対する自覚が高まり、それで生まれたのが「遷宮」ではないかとい

う説明を聞いて、なるほど「遷宮」の本来的な意味はそういうことなのかと感じた。

逆に、なぜ“引っ越し”しなければいけないのか、「常若」の精神だけが理由なのか、

なぜ２０年ごとなのかなどについてもう少し知りたかった。周辺の住民が、「遷宮」

をどのように捉えているのかについては、メリットとして、２０年単位でものを考え、

それが人生にメリハリを生じさせているという点で、かなりの影響力を持つものだと

いうことがよく分かった。 

 

○  初は、日本の事情をあまりよく知らない外国人のキャンベルさんが櫻井先生に質

問しながら話を進めるのかと思っていたが、番組を見て、キャンベルさんは、高い学

識があり、日本に精通された方なのだと改めて認識した。参道を歩きながら、厳かな

気の満ちた空間や、悠久の歴史を表現する言葉が的確で、本当に外国人なのだろうか

と驚かされた。また、印象的だったのは、「木遣り」のリーダーの話だ。「はじめは教

えてもらう子どもであったのが、今は教える立場になった」という内容は、２０年と

いうひとつのサイクルが地域の人々の人生に深く根づいていることを実感するエピ

ソードだった。さらに、「三ツ紐伐り(みつひもぎり)」という木の伐採の技法など、

昔から変わらずに行われている技術も印象的だった。こうした伝統や技術は単純に継

続するのではなく、その時代ごとの技術も少しずつ取り入れて更新しているそうで、

決して昔ながらのものに固執するわけではない柔軟さがよいと思った。櫻井さんの

「木が新しいおつとめをされる」という言葉は、本当にすばらしいと思った。 

 

○  まず、参拝の作法について大変勉強になった。特に、「私幣禁断(しへいきんだん)」

という、正宮の前では、個人的な願いを祈ってはいけないということについて初めて

知った。ただ、「式年」の年数については、技の伝承のサイクル、日本家屋を維持す

る限度などの面から２０年だと説明していたが、６０年ごとである出雲大社との違い

などについて、もう少し詳しく知りたかった。また、役目を終えた神宝は、どこでど

のように保管されているのか気になった。そういったことに説明があるとよかったと

思う。 

 

○  学生たちにもこの番組を見せて、自分たちがどういった場所で暮らしているのかを

自覚してもらいたいと思ったほど、よい内容だった。伊勢市民はまちに誇りを持って

いると聞くが、一連の行事などを通して文化を感じていることがよく分かった。また、
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日本の文化がどこから始まり、どういったものなのか、作法などの説明を聞きながら

感じた。また、文化や伝統を継承していくことの意味あいや、２０年に１度のサイク

ルで行う意味を感じた。「御木曳(おきひき)」や「御白石持行事(おしらいしもちぎょ

うじ)」が地元の者にとって、いかに特別な行事なのかがよく分かり、これまで疑問

に思っていたことが解消された。 

 

○  大変勉強になる番組で、伊勢神宮に１１月に訪れる予定なので、事前の知識として

役に立つ番組だった。1,300 年間も続いていることに、驚いた。天照大神に食事を供

える神事は 1,500 年以上続いていると言っていたが、どのように記録されているのか

など歴史についてもう少し詳しく知りたいと思った。また、門前にある「おはらい町」

のいわれや、自分のことを祈ってはいけない「私幣禁断」について、また、これまで

使っていた木材は、リサイクルするという人間中心の考え方ではなく、「木が自分の

次のお仕事をされる」という解釈や、社殿の建て替えだけではなく、橋も架け替える

ことなど、大変勉強になることばかりだった。 

 

 （ＮＨＫ側） 

     「ハイビジョン特集」では、ものづくりに時間を割いていた 

という話だったが、今回は時間的な制約もあり、多くを紹介す 

ることはできなかった。ゲストの人選については、神宮の専門 

家である櫻井先生とともに、日本文学の研究者であり、かつ日 

本文化にたいへん関心と造詣の深いロバート・キャンベルさん 

に、外国文化に生まれ育った目線から語ってもらうことによっ 

て、新たに見えてくる遷宮の側面があると期待して、出演いた 

だいた。たとえば、修復をするのではなく、完全に造り直すこ 

とによって技術が伝承されるという解釈は、説得力があったと 

思う。伊勢神宮には、日本人だけでなく、世界中から大勢の観 

光客が来ているので、外国人の視点も大切だと思っている。 

取材は、津局のディレクターなどが伊勢神宮と築いてきた信頼 

や交渉によって、許可いただいた。ＮＨＫには、かつて撮影し 

た古い映像がアーカイブス化され、数多く残っているので、放 

送を通じて、技術の伝承や日本の姿を紹介していくのも責務だ 

と考えている。 
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＜放送番組一般について＞ 

○  １０月２日(水)の「遷御がつたえる日本の心～第６２回伊勢神宮式年遷宮～」(総

合 後 10:00～10:43 中部ブロック)は、ＮＨＫが記録番組として残すべきものだと思

った。特に、「浄闇(じょうあん)」と言われる暗闇の行事は、普通の目ではあまり見

えないが、高感度ハイビジョンカメラで撮影することによって、鮮明に見ることがで

きた。「遷御の儀」について、「昭和四年度御遷宮絵巻 遷御」(神宮徴古館蔵)で説明

した後、当日の映像で改めて説明していた。その櫻井治男さんの説明もとても分かり

やすかった。ただ、「式年遷宮」の年数に、６０年と２０年の違いがあるのはなぜな

のかが気になっている。また、記録番組と捉えると、８年間に３３の儀式があるので、

これも一連の記録として見てみたいと思う。タイトルに「日本の心」とあったが、「日

本の心は何だろう」と思っていたら、 後に櫻井さんが、「式年遷宮」については周

辺の地域でさまざまな行事があり、若い人や年配の人、いろいろな人が、伝統を守る

ことに関わり、それに対する感謝の気持ちが生まれることが「日本の心」だと言って

いた。記録としてよい番組だと思った。 

 

○  「遷御がつたえる日本の心」は、４０年前の撮影に比べて、技術が非常に進歩した。

高感度ハイビジョンカメラはすごいと思った。番組を通じて感じたことは３点。全体

の印象として、非常に厳かな感じがひしひしと伝わってきた。２つ目は、棟持柱(む

なもちばしら)に使うひのきは樹齢 200 年なので、200 年先を見込んで木曽の山中に

植林しているということで、時代や人を超えて、守り続けていく日本の心、文化が感

じられた。出演者について、常盤貴子さんの儀式を見た感想は、うまく表現していた

ように思う。真っ暗闇の中で感じたこととして、 初は何も見えない暗闇に恐怖すら

感じたようだが、「むしろ物がないことで生まれる発想力や、改めて日本人が本来持

っていたであろう豊かな心を取り戻すことができたことが 高の贈り物でした。」と

言っていた。また、櫻井さんの「見えないことで、畏敬の念を呼び起こしてくれた。

伊勢の人たちが伝統を守り続ける感謝の念を教えてくれた」という感想など、２人と

もしみじみとその場を的確に表現していると思った。 

 

○  プレミアムアーカイブス ハイビジョン特集「伊勢神宮 受け継がれるこころとか

たち」では、ゲストの中沢新一さんが「『式年遷宮』とは、日本人の心の中にあるも

のが、時が流れても変化しなかった証しだ」と言い、安藤忠雄さんが、「永久に生き

続けると言う事を考えたのは他の国にはない」と述べていたのが印象的だった。今朝

の新聞で、解体費用の負担が多いので、公共施設を撤去しやすくするための施策が打

ち出されたという記事を読んだが、式年遷宮において日本人のなかに培われてきた

「建て直す」という心が本当に今も生かされているのかどうか考えさせられた。 
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○  ９月２７日(金)のナビゲーション「消費税引き上げ 東海北陸経済への影響は」(総

合 後 7:30～7:56)は、消費税引き上げの中小企業への影響と対策がテーマであった

ように思う。番組の 後の締めくくりでは、特に大企業の下請けのような業務は今後

ビジネスとして難しくなるので生き残っていくために３つの力が必要だと結論づけ

ていた。ほかにない価値の提供となる「製品力」、大企業から言われたことだけをや

るのではなく、積極的な提案が必要だという意味での「提案力」、そして「営業力」

の３つの力だという話は全く異論のない、正しいことだと思った。しかし、番組全体

を通じて感じたのは、スタジオゲストの経済学者の話の印象が強すぎて、中小企業は

犠牲者で、大企業が加害者といった取り扱いになっているようだった。安倍政権の経

済政策が進んでいくと、大企業と中小企業の格差が拡大していくと言いたかったのだ

ろうが、もう少しバランスの取れた意見を出してほしかった。法人税の減税について

は、賛否両論あると思うので、なぜ必要かという点についてもう少し客観的に、国際

競争力という観点も含めて、番組全体の構成をしてほしかった。 

 

○  ナビゲーション「消費税引き上げ 東海北陸経済への影響は」では、消費税の転嫁

や法人税の問題、中小企業はどのような商品を製造すればいいのかなどを紹介してい

たが、少し物足りなかった。日本経済は 1,000 兆円の借金を背負っているということ

が も重要で、そもそも借金がなければ増税する必要もない。約 900 兆円は国債で、

これ以上借金が増えると、国債暴落のリスクがあり、日本経済に深刻なダメージを与

えかねないため、増税が必要だったという点をもっと強調してほしかった。そのポイ

ントがないままに、消費税がどのように中小企業に悪い影響を与えるのかという話が

中心になっていて、根幹の部分を忘れているように見えた。 

 

○  １０月４日(金)の金とく「見えないものを見てみよう！ あいちトリエンナーレ２

０１３」を見た。芸術活動に、一般市民も参加することは重要なことだと思っている

が、 近は参加型が増えてきている。このイベントには、どのくらいの人たちが関わ

ったのか、どういう作家が関わったのかが見えてこなかったのが残念だ。 

       

○  １０月１３日(日)に、富山局のテレビ放送開始５５周年で、「とやまアーカイブス

～時代を超えた名作選～」(総合 後 3:05～5:14.30 富山県域)を見た。番組は、ＮＨ

Ｋスペシャル「神秘の海 富山湾」(平成１８年)、プロジェクトＸ～挑戦者たち～「黒

四ダム 断崖絶壁の難工事」(平成１４年)、新日本紀行「おわら風の盆～富山県八尾

町～」(昭和５１年)の３本だった。これらの番組を通して、改めてアーカイブスのよ

さを感じ、富山の自然風土がよく分かった。ＮＨＫの番組は、時間を経てもあせるこ

となく、むしろ見る立場、視点、自分の環境が変わることによって見え方が変わるこ
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とが分かった。 

特に、プロジェクトＸ～挑戦者たち～「黒四ダム 断崖絶壁の難工事」では、多く

の人たちが関わって不可能を可能にさせようという熱気の中で、７年をかけてダムが

完成に至った。改めて「プロジェクトＸ」を見たことで、完成までのプロセスや関わ

った人たちの思いをかみしめることができた。また、新日本紀行「おわら風の盆～富

山県八尾町～」では、４０年前はゆったりした時間が流れていたのだと思った。そこ

に漂う空気感のようなものを感じることができて、とても助けられたという感想を持

った。 

 

○   ９月２７日(金)の「ホンネで！みえトーク 大学って意味あんの！？」(ＦＭ 後

6:00.03～6:50 三重県域)は、三重県の大学生が本音でいろいろな議論をしていた。

今の若い人たちは表現が下手だと言われているが、ラジオという発言しないと相手に

は伝わらないメディアで、司会が上手に進行したこともあって、若い人たちも積極的

に参加し、自分たちの意見を語っていた。彼らのすばらしい表現力に感心した。 

 

○  ９月２５日(水)のＧｏｏｄ Ｊｏｂ！会社の星「あなたの職場は“ブラック企業”？

いま働き方を考える」は、若者がやっと正規雇用されたら、今度は使い捨てのように

扱われ、うつ病になったり死に追い込まれているケースや、長時間労働を強いられた

り、暴言や暴力をふるわれたりする実態が紹介され、とても恐ろしいと思った。こう

した殺伐さの背景には何があるのかと、改めて考えさせられた。ただ、支援している

ＮＰＯの人へのインタビューや弁護士が具体的な対策をいろいろと述べていたが、は

しょった感じが強く、少し慌ただしい感がした。「会社の星」では、スタジオに若者

も参加して発言する中で、自分の周りで起こっていることを客観的に話していたが、

今回のようなテーマの場合は、そういった発言よりも、専門家の具体的な対策を丁寧

に聞く時間に重点を置いてほしかった。たとえば、就業規則で長時間労働をいったん

認めてしまうと、労使で決めた基準外時間数の範囲内であれば、その労働の命令は違

法ではなくなるといった話などは、もう少し掘り下げてほしかった。また、相談先と

して「総合労働相談コーナー」の紹介をしていたが、電話番号などは表示されなかっ

たし、ホームページにも掲載されていなかったので、“宙ぶらりん”な感じがした。

どこに相談していいのか分からないという若者が多いので、相談先をもう少しきちん

と整理して紹介すれば、この番組が生きてくると思う。「会社の星」は、すでに就労

した若者対象なのかもしれないが、 近は、高校生のアルバイト先でもブラックな企

業が増えてきているとも聞くので、この問題については、裾野を広げて展開してほし

い。 
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○  ９月２１日(土)のＮＨＫスペシャル 神の数式 第１回「この世は何からできてい

るのか～天才たちの１００年の苦闘～」(総合 後 9:00～9:58)と９月２２日(日)の第

２回「宇宙はどこから来たのか～ 後の難問に挑む天才たち～」は、かなり難しくて、

専門家でないと理解しにくい内容なのだが、分からないのになぜかおもしろいという

不思議な番組だった。とても難しく、哲学的で、科学的な内容を、専門家ではない一

般の人向けにと、一般的なもので分かりやすくしようと工夫していた。ドラマ仕立て

で過去の天才たちの苦悩の場面を見せたり、アニメーションでミクロの世界を見せた

り、興味が続く番組に仕上がっていた。引き続き放送してほしい。 

 

○  ９月２８日(土)のＮＨＫスペシャル「ジパングの海～深海に眠る巨大資源～」(総

合 後 9:00～9:49)を見た。コバルトリッチクラストという海底の鉱物資源について、

説明をしていたが、具体的に何を含んでいるのか、日本の周辺には全体量としてどの

程度あるのかがよく分からなかった。ただ、日本近海の鉱区獲得を狙って中国、韓国、

ロシアが海洋資源開発に力を入れ国際機関へ申請していることが紹介されていたが、

日本もそういった国々に負けないような開発をしなければいけないということがよ

く分かった。 

 

○  ９月２９日(日)のＮＨＫスペシャル「マネー氾濫～世界経済に異変～」は、全体的

によく取材して制作していた。特に中国については、シャドーバンキングと政府との

結び付きなどを深く掘り下げていた。シャドーバンキングの動きから、大変恐ろしい

問題を中国は含んでいることが改めて認識させられた。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「マネー氾濫」を見た。ＦＲＢ(アメリカ連邦準備制度理事会)

のバーナンキ議長の発言によって、ドルの流れがアメリカに向いたため、新興国では

不景気になって大変な状況だというリポートだった。確かにインドやブラジル、中国

への輸出産業には影響が出ているが、企業は予想して動いているはずなので、改めて

困ったというのはおかしな話ではないだろうか。日本の円も２０％下がったが、日本

は輸出企業が重要で、円安によって景気がよくなっている。バーナンキ議長が、金融

緩和の規模を縮小すると言って、それを取り消し、量的緩和の継続を宣言したが、私

は、リーマンショック後のマネー氾濫を収めるためにはやはり、金融緩和を縮小して

いかなければ世界市場は危ないと思っているし、多くの経済学者もそう思っているだ

ろう。その根幹をおさえたうえで、企業がどうするのかという点を述べてほしかった。 

 

○  １０月６日(日)のＮＨＫスペシャル 中国激動「空前の農民大移住」では、中国の

重慶の都市化の現状を紹介していた。これまで農村であったところを大胆に工業地帯
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にしてしまうという話だが、ダイナミックというか、一気に大きなことをやる国だと

改めて見せつけられた感じだ。農民の声などもよく拾って、密着取材していて感心し

た。また、ナレーションの國村隼さんが、とても冷静で、重大な問題を落ち着いたト

ーンで紹介していた。ただ、わからない点があった。農地をつぶして、大規模なマン

ションを建て、そこへ移住させるという政策だが、なぜあのような大規模なマンショ

ンが必要なのか。その補償はどうなっているのかがよく分からなかった。また、中国

は私有財産が認められない国だが、農民の土地に対する権利はどうなっているのか、

社会主義の中国では所有権がどのようになっているのか、もう少し丁寧な説明があっ

てもよかったのではないかと感じた。 

 

○  １０月７日(月)のＮＨＫスペシャル「原発テロ～日本が直面する新たなリスク～」

(総合 後 10:00～10:49)は、東京電力福島第一原発の事故が起きて初めて明らかにな

った新たな問題を鋭い視点で捉えていた。問題のひとつが、テロの攻撃目標について

原子炉そのものを襲わなくても、外部電源さえ止めてしまえば原子炉をダウンさせる

ことができることを、初めてはっきりした形でテロリストに教えてしまったことだと

いう。また、それに対する日本の警備のあり方についても、福井県警の例を通し説明

していたが、これまで原子炉建屋が主な警備の中心であったものが、今は発電室も警

備の対象にしなければいけないという警備方針の変更まで余儀なくされたというこ

とで、いかに福島の原発事故が大きな問題を引き起こしてしまったのかと改めて感じ

させてくれた。もうひとつが使用済み核燃料の問題。日本にはプルトニウムが原爆

100 個分保管されているそうだが、盗難のおそれが高いようだ。日本は原発の平和利

用が前提で、軍事利用を行ってきたアメリカなどに比べ、情報管理やそれに携わる人

間の管理が極めて甘く、例えば従事者の身元調査もしていないことを指摘していた。

ただ、この論議がそのままスライドしてしまうと、日本の原子力基本法は公開を原則

としているので、ひょっとすると、何もかも秘密にされかねず、市民の目から原発の

問題そのものが隠ぺいされてしまうことにつながるのではないかと危惧の念を抱い

た。この使用済み核燃料の問題は、初めてさらけ出されたのではないかと思う。全体

を通じて、福島の原発事故がもたらした重大な問題を、警告を与える意味で、とても

的確に提供した番組であったと感じた。 

 

○  ９月２５日(水)のクローズアップ現代「広がり続ける“介護移住”」を見た。国の

政策が、在宅介護、地域包括ケアなどに切り替わってきている中、介護の問題点につ

いて、“介護移住”という観点から切り込んでいた。今後もこういった取り組みに期

待している。そもそも移住したくないが、やむをえず移住しているわけなので、「せ

っぱ詰まって、十分なお金がないからと、やむをえぬ形での移住は、少し慎重になら
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なければいけない」というゲストのコメントに腹立たしく感じた。ただ、かえって問

題点が明確に見えたと思う。また、課題や今後、国に期待すべき施策などが打ち出さ

れていた。 

 

○  １０月９日(水)のクローズアップ現代「父子家庭 急増の陰で～虐待死事件の波紋

～」は、立教大学教授の湯澤直美さんが父子家庭で起こった虐待死から父子家庭の現

状と課題、対応策について、短い時間の中でうまくまとめていたと思う。父子家庭が

急増している中で、対応が遅れており、とても大変な状況になっていることがよく分

かった。もともと女性が直面していた問題が、遅れて今、出てきているのだという感

じがした。男女関係なく仕事と家庭をバランスよく両立できるような、社会や行政の

バックアップの必要性を感じた。 

 

○  ９月２１日(土)のＳＯＮＧＳ「美輪明宏」を見た。美輪さんは、とても説得力のあ

る歌声で、若者に対して語りかけ、質問にも答えながら進めていたが、これまでの「Ｓ

ＯＮＧＳ」とは少し異なった構成だった。今の不安定な社会においては、美輪さんの

歌声や会話は説得力があって、安心感を与えてくれ、時間が短く感じられるすばらし

い内容だった。 

 

○  １０月３日(木)の地球イチバン「世界 北の狩人 ポーラーイヌイット～グリーン

ランド～」は、厳しい自然の中での生き抜く力、また、自然があって自分たちがいる

という彼らの哲学、人生観がよく描かれていて、すばらしかった。こういった番組の

場合、自然のすばらしさだけを描きがちだが、厳しさや、人間の長所、また将来の不

安までも描いており、「生きていく」ということについて改めて考えさせられる内容

だった。 

 

○  ６月の番組審議会で、６月３日(月)のワイルドライフ「黒いオオカミ～王者への道 

１０年を追う～」の感想を述べたが、１０月６日(日)のダーウィンが来た！「“一匹

オオカミ”頂点への道！」は、その映像を再編集した番組だった。リメーク版にもか

かわらず、引き込まれて見てしまうくらい、何度見てもおもしろい内容だった。「ワ

イルドライフ」が大人向けならば、今回は家族で見ることを意識しているようで、子

どもたちに分かりやすく、群の作り方をアニメーションにしたり、工夫されていたと

思う。 近、民放では、動物との触れ合いをペットのように扱う番組が多いが、こう

した本来の野生動物のあるがままの姿をきちんと放送することは大変重要だと思う。

そういった意味でも、この番組はずっと続けてほしい。 
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○   「応援ドキュメント 明日はどっちだ」を毎週楽しく見ている。１０月８日(火)

と１５日(火)は、３６歳のプロボクサーの挑戦を中心に描いていた。 後の 後まで

善戦し、判定で負けたがよく頑張った試合だった。スタイルに変な癖があって、手数

も少なくあまり上手とは言えないのだが、ジムの会長や両親、恋人などに見守られて

いて、ボクシングの試合には負けたものの、周囲の人との絆は強くなったことが伝わ

ってきた。それを見ていた関ジャニ∞の渋谷すばるさんが感動して涙を流していたが、

人柄が出ていてよかった。 

 

○   １０月１２日(土)ヒーローたちの名勝負「王座かけたギャンブルスタート 野村ヤ

クルト初優勝」を見た。平成５年の日本シリーズの第７戦で、ヤクルトの古田敦也選

手(当時)が野村克也監督(当時)の命令に違反したプレーがあった。そのことを振り返

って、番組後半で、野村監督が「何も言わなくても選手が勝手に動いていくことは会

社でもあるだろう。ちゃんとふだんの教育でそういうチームになることができる。」

と発言していたが、きっと複雑な気持ちだったのではないかと感じた。結果として成

功したのでよかったが、もし失敗した場合のことを考えると、大きな問題を含んだ話

だろうと思った。格好よく言えば、“逆命利君”ということであるが、企業において

は、上司の命令を聞かずによい結果を出した場合の評価は難しいテーマだと感じた。 

 

○  ９月２１日(土)のＥＴＶ特集「“復興”はしたけれど～神戸 新長田再開発・１９

年目の現実～」は、仙台局の制作の番組であっただけに、これから復興に取り組まね

ばならないという視点で作られており、問題の捉え方、掘り下げ方が鋭かった。阪神・

淡路大震災から１９年たって、どういった問題が起きているのか、その原因などが見

えてきた。特に、「箱物」と言われる建物について、入居した商店主が「やめたくて

もやめられない」「売りたくても買い手がない」「貸したくても借り手がない」という

状況になってしまっていた。さらに、「震災復興については、本来なら神戸が復興の

モデルにならねばいけないが全くそうなっていない。それは、行政による上から目線

での再開発計画に間違いがある」といった話だった。神戸には昔の商店街の活気が戻

ってほしいし、東北地方には、神戸市長田の再開発地区のようにはならないような復

興を願う。 

 

○  １０月９日(水)のハートネットＴＶ「おかえり～非行に走る子供たちの居場所～」

を見た。非行や虐待で家に帰れない子どもたちを支援する中本忠子さんという、子ど

もの福祉の世界ではとても有名な人の活動を映像で見ることができて、とてもよかっ

た。また、中本さんの素朴な思いやその姿勢にとても感心させられ、社会がみんなこ

うであったらよいなと思えるもので、とてもよい視点だと思った。ただ、番組は、
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近、非行は減ってきているが、再犯率が上がっている、つまり、家庭に問題のある子

どもが非行からなかなか抜け出せない社会になっているという話になっていた。しか

し、そういった現象の背景には、社会の包容力の低下と、その影響を受けて少年非行

の救済の一端を担う家庭裁判所が腹を据えて子どもを見ないという現状も目の当た

りにしているだけに、単に家庭の問題で終わらせるのではなく、もう少し広い視点で、

いろいろなしわ寄せが弱いところに来ているという点にも触れるとよかったと思う。 

 

○  ＮＨＫでは、継続して韓国のイ・ビョンフン監督のドラマを放送しているが、これ

までずっと見てきて、７月スタートの「馬医」も見ている。イ・ビョンフン監督の作

品は、さまざまな職業の人や働く女性、市井の人たちを生き生きと描いていて、魅力

的だ。武士の生き様に偏りがちな日本の歴史ドラマと比べて、バラエティーに富んだ

ドラマづくりだと感心する。韓国のドラマは、史実から離れていると聞くが、見る側

は、フィクションだと承知しているし、脚本がよくて、劇中のすばらしいせりふに出

会える楽しみがある。日本の歴史ドラマにもそのような要素が入ってくると、もっと

楽しくなるのではないかと思う。 

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

 番組審議会事務局 
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平成２５年９月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会（議事概要） 

 

９月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、１９日(木)、ＮＨＫ名古屋放送局において、  

１０人の委員が出席して開かれた。 

議事はまず、平成２５年度後半期の国内放送番組の編成とハイブリッドキャスト(放

送・通信連携サービス)について説明があり、平成２６年度の番組改定と放送番組一般を

含めて活発に意見の交換を行った。 

 

（出席委員） 

委員長    村本 淳子 （公立大学法人三重県立看護大学理事長・学長） 

副委員長   金森 昭夫 （中日新聞社取締役総務担当） 

委員     秋元 祥治 （特定非営利活動法人 Ｇ－ｎｅｔ代表理事） 

伊藤 一美 （特定非営利活動法人 子ども＆まちネット理事長） 

佐野 俊和 （コマツサービスエース（株）代表取締役社長） 

杉浦 宇子 （弁護士） 

立花 貞司 （トヨタホーム（株）取締役会長） 

田中 章義 （歌人・作家） 

松本 耕作 （加賀味噌食品工業協業組合理事長） 

森棟 公夫 （学校法人椙山女学園理事長、椙山女学園大学学長） 

 

 

（主な発言） 

＜「平成２５年度後半期の番組編成」および「平成２６年度の番組改定」について＞ 

 

○ 「総合診療医 ドクターＧ」をとても楽しみに見ている。この番組は、半期ごとに終

了、再開しているが、今後もこういった編成になるのだろうか。 

 

（ＮＨＫ側） 

「総合診療医 ドクターＧ」は、大変好評をいただいている 

番組だが、濃密な情報を取材し、専門家の先生に継続して出演 

してもらうことが難しい状況があり、やむを得ず半期の放送に 

なった。ご理解いただきたい。 

 

○  半年間ずっと放送するのがいいのだろうか、半期ごとに終了するよりは、例えば、

第１週、第３週は「ドクターＧ」で、第２週、第４週は「ファミリーヒストリー」を
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放送するような編成はどうだろうか。そうすれば、せっかくこれまで継続して見てい

た人たちに忘れられないのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

視聴者に定着して見ていただく必要があると思っている。特に、 

総合テレビは、生活時間と密接な関係があるので、せっかく楽し 

みに見ていただく視聴習慣がついたところで途切れるとご期待に 

応えられないかもしれない。ご意見を踏まえて改めて編成のしか 

たも考えていきたいと思う。 

 

○  これまでも「追跡者 ザ・プロファイラー」を楽しく見ていたが、来年の大河ドラ

マ「軍師官兵衛」の主役に岡田准一さんが抜擢されている。２つの番組を両立できる

のだろうか。この１年間は、大河ドラマの主役に集中してもらう態勢作りが必要なの

ではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

岡田准一さんについては、大河ドラマ「軍師官兵衛」の収録 

スケジュールなどを細かく確認し、部内でも議論し、所属事務 

所などとも十分に話し合ったうえで、両方の番組に出ていただ 

くことになった。負担にならないよう私たちも配慮しながら進 

めていきたいと思っているので、ご期待ください。 

 

○  「ザ・プロファイラー ～夢と野望の人生～」と大河ドラマ「軍師官兵衛」を岡田

准一さんが掛け持ちするが、同じ時期に大きな番組に出ていると、視聴者、見ている

側にとっては、受ける印象として、その役柄で見てしまいがちなので、なかなか切り

替えがしにくいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

「別の番組に官兵衛が出ている」という印象もあるかと思う 

ので、「ザ・プロファイラー」でも日本史のテーマをとりあげ 

るなど、大河ドラマのイメージをうまく前向きに生かしていき 

たいと考えている。 

 

○  ＢＳプレミアムの波のコンセプトとして、本物志向だと説明していたが、「ＡＫＢ

４８ＳＨＯＷ」という番組は、果たして本物志向の番組と言えるのか疑問だ。ＡＫＢ
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４８は国民的アイドルではあるものの、本物志向の枠ではなく、たとえばラジオの活

性化になるように、あるいはＥテレの教育番組を盛り上げるために起用するという活

用方法のほうがふさわしいのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＢＳプレミアムは、本物志向という点を意識している。ＡＫ 

Ｂ４８が出ている番組は、民放に多くあるが、この新番組は民 

放とはかなり違う見せ方を考えている。ＡＫＢ４８は劇場で歌 

う楽曲など、ほとんどテレビには出ていない、ＣＤで発売され 

ていない曲が相当数あるそうだが、これらを紹介したいと制作 

現場は準備している。劇場で培われたパフォーマンスや歌など 

をお見せすることで、本物の魅力に迫ることができるのではな 

いか。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ９月４日(水)の「恐竜せんせい～福井発地域ドラマ～」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 10:00～

10:59)を見た。福井県では、恐竜によって県の認知度向上や観光・集客を積極的に図

っているが、そういった地元の要望に応えて、周年事業に合わせて、恐竜をテーマに

ドラマを作ってくれたのだろう。県の取り組みにおいても、恐竜は極めてニッチなタ

ーゲットに向けての活動なので、なかなか難しいものだが、それを織り込んで制作す

るのは、大変苦労したのではないだろうか。地元では、恐竜について耳慣れているが、

一般の視聴者にとっては、ドラマのテーマとして、恐竜や化石がモチーフとなってい

ることに違和感を覚えなかったのかが気になった。ドラマそのものについては、設定

として３０歳近くなった女性が会社を辞めて、自分探しの結果、見つけた本物の仕事

が、子ども向けの化石発掘の遊び場のアルバイトだというのは、生き方の選択として

かなりのんきな気がした。一方、昨今の行き過ぎた非日常的なドラマがあふれる中で

は、こういった予定調和的なのんびり感が、親が展開や表現に不安を感じることなく、

家族で安心して楽しく見られるという点では大変ほのぼのとしてよかったと思う。 

 

○  「恐竜せんせい」は、子どもにも楽しめるような面白い内容だったので、子どもた

ちが見られる時間帯に放送してもいいのではないかと思った。恐竜博物館やツネの機

織りのシーン、越前鉄道の風景や鉄橋などから勝山市の雰囲気が出ていて、よかった

と思う。ただ、少し気になったのは、子どもたちは石を割って、頻繁に化石を見つけ

ていたが、簡単に出てくるものだろうか。そのつもりで出かけて行っても、化石が出
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なかった場合、失望させることにならないだろうかと心配になった。番組はとても素

直で、さわやかな印象で好感を持った。 

 

○  「恐竜せんせい」を見た。ヒロイン・野子自身はうそをついたことで、自責の念に

駆られてもんもんとしていたが、結局は子どもたちが求めていたのは、恐竜や化石に

ついて知識があり、おもしろおかしく教えてくれる、そういった先生が魅力的であり、

過去のことは二の次だったと言いたかったように思った。身近にありがちな話で、一

番肝心なのは現在の自分がどう生きているかということなのだろうと感じた。そうい

った意味で、大変いい勉強になった。この番組を通じて、勝山市について知ることが

できて大変よかった。 

 

○  「恐竜せんせい」は、これまでに見たいわゆる“ご当地”ドラマの中では一番感銘

を受けた。大変よかった、というのが率直な印象だ。うそをついたことをさいなむと

いったことが大きな主題だったように思うが、誰にとっても、大小の違いはあるもの

のありがちな話だけに、誰もが共感できる主題だったという印象だ。自分自身の過去

を振り返りながら、共感して見た。また、音楽が美しくて大変よかった。突然“ご当

地”ドラマらしくお祭りのシーンが出てくるところなどは、ご愛きょうだと思って見

たが、全体的にはすばらしいドラマだったと思う。勝山市にぜひ家族連れで遊びに行

ってみたいと思った。 

 

○  「恐竜せんせい」は、とても気持ちのいいドラマだったというのが全体の印象だ。

緑が多く、自然がいっぱいで、季節は夏真っ盛りというとてもよい環境の中で、しか

も登場人物もみんないい人たちばかりという点で気持ちがよかった。これまでも、岐

阜は白川郷で、三重の時には答志島だったが、いわゆる“ご当地”ドラマは、舞台設

定が大事だと改めて感じた。「うそつき」がキーワードで、始めのほうで昔の記者会

見の回想シーンがあり、「うそつき」と言われてギクッとする野子の表情を見て、視

聴者は疑問を持ち、その疑問が大きくなったところで、その理由がわかっていくとい

うとてもスリリングな筋立てとなっていて、巧みだった。地方が舞台のドラマの場合、

電車がとても叙情的でいいものだと改めて感じた。人が動くシーンは、車では味気な

く、鉄道電車、しかもローカル鉄道だと景色の中でとてもいい感じが出てくるので、

うまく使ったと思った。気になったのは、野子のことばづかいだ。子どもたちは普通

に話しているのに、“恐竜せんせい”だけが「ですます調」で 初から 後まで子ど

もに接しているのは、少し不自然な感じがした。ドラマの中で、小学生の時に新種の

恐竜の化石を発見し、新聞記事にも掲載され、話題になったのに、今回、大人になっ

て、うそだったと告白したことに対して、周りの反応が描かれていなかったのが残念
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だった。 近、ドラマは、若い女性が主人公の話が多いように思う。主人公が若い女

性だと、成長していく姿などを見て、多くの視聴者の気持ちをつかみやすいからなの

かもしれないが、今夏、話題となっている民放の「半沢直樹」や映画「風立ちぬ」で

は、男性が仕事で大変苦労しながら生きていく姿を描いている。今まであまり描かれ

なかったからこそ支持を得たのかと感じている。テレビドラマの定番は女性が主人公

なのかもしれないが、全部をそうしてほしくはないと思う。 

 

○  「恐竜せんせい」は、全体的に、子どもたちの出演も多く、ほんわかとした温かい

ドラマに仕上がっていたと思う。しかし開局８０周年の記念ドラマということで、事

前の宣伝が多かったせいか、ドラマの概要が見る前にわかってしまった。「うそつき」

について、ドラマの後半に子どもたちとやり取りを強調していたが、前半にもう少し

工夫があってもよかったのではないか。また、雑誌の編集者を辞めるきっかけなども

もう少し工夫したほうがよかったと思う。少し不器用な性格の野子を演じたマイコさ

んの演技はよかった。 後に、子どもたちがみんな、野子のほうに向いていたシーン

は、心温まるものだった。県立恐竜博物館のみならず、電車、地元の歴史、祭りなど、

地域色を出す工夫はしていたが、何か物足りない感じがした。過剰演出でもよいから、

方言を出すなど、もう少し工夫してほしかった。 

 

○  「恐竜せんせい」は、恐竜という福井県ならではの題材だったように、全国各地の

この地域ならではの“ご当地”、地方発ドラマをどんどん制作してほしい。玉邑大地

役の高橋光臣さんに好感を持った。ドラマに感情移入できる演技だった。 

 

○  「恐竜せんせい」は、苦しい思いを抱えた主人公が、うそつきと言われる子どもと

接する時や、子どもの頃に化石を発見したことを聞かれた時など、自分のトラウマを

刺激されて戸惑う表情などの心理描写がとてもよく、マイコさんの演技に引き込まれ

て見た。特に、勝山を去る際の電車中で、結んだ口を震わせながら、今にも泣かんば

かりの、とても複雑な気持ちを表していて、切なくなりながら見た。題材が子どもも

大人も想像を膨らませロマンを感じる恐竜の化石であり、また「恐竜は見つけてもら

うのをずっと待っているよ」という言葉につながって、人と人のつながりを感じさせ

る、とても温かいドラマだと思った。ほっとした気持ちになり、心震えるような感じ

で見た。 

 

○  「恐竜せんせい」は、全体のイメージとしては心温まる話だったが、少し不自然な

感じがあった。恐竜研究の第一人者である科学者が、野子のうそを知った際の受け止

め方が適切でなかったことが、全体のバランスを崩してしまったと思う。また、野子
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が子どもの頃、長い間住んだわけではない勝山市に戻ってきたこと、勝山に戻ったら、

うそが暴露されるかもしれない危険を冒してまでも戻ってきた彼女の気持ちを強く

描いていなかったので、何となくズレた要因を 後まで引っ張ったという印象になっ

ていた。子どもがうそを告白したときに、大人がそれを受け止めどう社会の中に収め

ていくかが大事なので、長塚京三さんの演じる恐竜博物館館長が当時適切に対応して

いれば、彼女はこんなに苦しまずに済んだのではないかと思う。全体的には、とても

映像が美しく、音楽もとても美しかったので、興味深く見た。 

 

○  「恐竜せんせい」を見た。子どもは、純粋ではあるものの、ちょっとしたうそもつ

く。その両面を上手に組み合わせながら、過去にうそをついた主人公と、子どもたち

の純粋さ、うそをついたことが大人になってどうなっていくのかをうまく描いていて、

とても面白かった。心理面を探っていたので、関心を持って見た。 

 

○  ７月２６日(金)のナビゲーション「“匠の技”で勝て～技能五輪に挑んだ若者たち

～」の内容は興味深かったが、分からなかった点があるので聞きたい。このトヨタの

技術者は手作業で金属加工機を使って製造する仕事をしているが、技能五輪では、プ

ログラムを組んで自動で金型を作る競争だった。なぜ、手動で金型を作る人が自動の

機械で競争させられるのか理解できなかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

トヨタの自動車製造の戦略として、手作業の能力の高い人材 

がコンピュータ操作も習熟すれば高品質の車作りにつながると 

いう考え方があった。あの青年を技能五輪の選手に選んだのも 

そうした本業の長期的視点に基づくものだった。各国はコンピ 

ュータ技術に優れた選手を出してきたため、敗れてしまったが、 

トヨタとしては今後のものづくりの地力をつける上で成果が出 

たと考えている。番組でも、技能五輪競技の勝ち負けそのもの 

より、日本のものづくり企業の戦略をテーマとして浮かび上が 

らせたいと考え、あの選手を取材した。 

 

○  「金とく」のネイチャーシリーズは面白い番組が多い。夏バージョンだけでなく、

冬バージョンなど、四季折々それぞれに、ネイチャーシリーズを各放送局で制作して

ほしい。シリーズのひとつ８月２日(金)の「伊豆の海 冒険！シーカヤック紀行」も、

面白かった。ロンドンブーツ１号２号の田村亮さんが伊豆をシーカヤックで一周する

中、時々自分の子どもの話が出ていた。親子一緒にシーカヤックで回ったら、民放な
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どで見る田村亮さんとは違った素顔が見えるような気がした。コメントなど人柄が表

れ、とてもいいお父さんぶりが感じられた番組だった。ただ、専門家と一緒だったも

のの、大雨の中でのシーカヤックのシーンがあったが危険ではないかと思った。スケ

ジュール上、やむを得ない事情もあったかもしれないが、「こういった事情でできな

かった」と正直に言ってもいいような気がした。 

 

○  ９月１３日(金)の金とく「白山 ～夏 いのち沸き立つ～」は、白山の夏を、長年

写真を撮り続けてきた写真家、地元酒造会社の経営者、植物研究家、新しい芸術を表

現する写真家という４つの視点から、白山の生命、季節をめぐる命、山からの恵みと

いうものを、うまくバランスを取って表現した番組だった。また、ナレーションも山

頂の脇にある「黒ボコ岩」の声を永井一郎さん、全体を黒崎めぐみアナウンサーとい

う形で分担し、うまく構成された番組だった。今年は、梅雨明けが遅く、夏が短かっ

たせいで、短期間での取材ロケは苦労したのではないだろうかと思うが、取材できな

かった部分を写真や、提供映像などで補っていたが、違和感なく見ることができた。

ただ、気になった点がひとつあった。酒造会社の人たちが、天候がかなり悪い中、山

に登っていたが、雷が起こりやすい場所なので、心配になった。 

 

○  ７月３０日(火)のクローズアップ現代「世界をかける“はだしのゲン”」を見た。

私も子どもの頃に読んで、原爆を落とされた、その場で生活してきた人、特に子ども

たちがどのようなつらい状況であったのかを漫画を通して理解することができた大

変いい作品であると思っている。この本が今、翻訳を通じて、世界の多くの人に理解

してもらえることはとてもいいことだと思った。 

 

○  ９月１７日(火)のクローズアップ現代「あなたもハーバード大へ～広がる無料オン

ライン講座～」で、オンラインの動画で授業が見られる動きが世界中に広がって、途

上国の人でも学べて、就業の機会が与えられることなどを特集していた。非常に興味

深い動きだと思った。特に番組後半で、こうした動きが進むことは、大学そのものの

存在意義自体が問われることになり、そのときに大学はどうあるべきかという問題提

起について触れていたことは興味深かった。この件については、さらに、ほかの番組

などで深く掘り下げてほしい。今回は触れられていなかったが、日本国内で、 近、

大学生が中高生向けに塾のようなプログラムを自分たちで製作し動画サイトに上げ、

それを離島など塾に行けない子どもが見て勉強できる取り組みが広がっているよう

で、この番組の動きと重なるものだと思った。オンライン講座の可能性は、世界を小

さくするということであり、格差を是正していく可能性があると思う。今後も特集な

どで取り上げることを期待している。 
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○  ８月４日(日)のＮＨＫスペシャル「調査報告 日本のインフラが危ない」を見た。

ずいぶん以前から、国、地方自治体、業者など、本件に関わるすべての関係者が共通

して危機感として抱いているものの、先送りになってきた問題点に焦点を当て、広く

生活者に警告を発した点で、大変意義のある調査報告だったと思う。取材内容は人々

の耳目を集めるような告発や、目を見張る真相の究明などという派手さはなかったが、

憶測や仮定を挟まず、淡々と事実を積み上げる点に真摯さを感じた。特に、浜松市の

土木部に張り付き、現場に赴いて、行政検査の見落としを具体的に指摘したり、行政

アンケートを実施して、施工業者の収益構造の検証をしたり、極めて客観的な事実の

把握に努めている番組構成には、大変説得力や信ぴょう性が高く、ＮＨＫの取材姿勢

や情報の質の高さを十分に感じることができる内容だった。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「調査報告 日本のインフラが危ない」を見て、「インフラ」と

いう言葉は、一般の市民から遠いように感じるが、実は車を運転している時に、たま

たま通った道路が陥没するかもしれないという危険と隣合わせだと自覚させること

を訴えていたように感じた。“箱もの”から人へと国の予算がスライドしていく中で、

メンテナンスを行う技術が衰退してしまったと聞くが、高速道路の補修など、インフ

ラ整備の技術や予算のかけ方などについて、これからの番組で注目を浴びるのだろう

と思った。 

 

○  ８月３１日(土)と９月１日(日)の「ＮＨＫスペシャル ＭＥＧＡＱＵＡＫＥⅢ 巨

大地震」は、興味深く大変勉強になった。８月３１日(土)の「よみがえる関東大震災

～首都壊滅・９０年目の警告～」(総合 後 7:30～8:43)では、東京大学の今村明恒教

授の地震計の話や関東大震災後にさまざまな情報を集めたことなど知らなかったこ

とがあり、しっかりと見た。関東大震災での死亡者数の３分の１にあたる３万 8,000

人が１つの避難場所で死亡したのは、火災によって竜巻のような現象「火災旋風」が

発生したことによるものだという話に驚いた。９月１日(日)の「南海トラフ 見え始

めた“予兆”」では、「スロークエイク」という新しい現象とＧＰＳによる大地の移動

の調査によって、巨大地震の予想ができるのではないかという点が重要なポイントの

ようだったが、この地域に住む者にとっては、地震予知について期待が持てる番組だ

った。 

 

○  ＮＨＫスペシャルＭＥＧＡＱＵＡＫＥⅢ 巨大地震「よみがえる関東大震災」と「南

海トラフ 見え始めた“予兆”」を見た。「よみがえる関東大震災」で、地層を調査し

た結果、房総半島の東側で、すでに９メートルのひずみが出ていて、いつ大地震が起

こってもおかしくない状態であること。さらに、翌日の「南海トラフ 見え始めた“予
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兆”」では、ＧＰＳによる調査や「スロークエイク」の現象から考えると、南海トラ

フの地域ではいつ大地震が起こってもおかしくない状況にあると示していて、こうい

う番組を見ると、本当に恐ろしくなってきた。「よみがえる関東大震災」の中で、関

東大震災の記録を基に、死因などを後世に伝えることによって、どういう対策を取ら

なくてはいけないのかをしっかりと次世代に残すことが重要だと言っていた。さらに、

この番組では当時と比べ現在は、埋め立てや造成などによる倒壊や液状化現象や高速

道路など道路網の発達による通行遮断という問題が出てくるということを指摘して

いた。しかし、国民に必要以上の不安を与えないようにとの配慮だったのかもしれな

いが、起こりうる地震に対して現時点でどこまでの対策ができているのかはあまり触

れていなかった。その点をもう少し掘り下げてほしいと思った。 

 

○  これまでも「ＮＨＫスペシャル」の「ＭＥＧＡＱＵＡＫＥ」のシリーズは、欠かさ

ず見ているが、ＭＥＧＡＱＵＡＫＥⅢ 巨大地震「南海トラフ 見え始めた“予兆”」

も大変力作だった。「スロークエイク」があればエネルギーが発散して、巨大地震は

起こらないと言われていたが、そうではないと改めて紹介していた。また、新しい事

実として知ったのが、南海トラフ自体が東の方へ移動していることと、強いひずみが

四国の南に起きているという２つの事実だ。東海地方に住んでいると、南海、東南海、

東海の３つのうち、どこで大地震が 初に起きるのかが気になるが、番組では、四国

の南に一番強いひずみがあると示していた。気になる情報で大変重要な情報だと思っ

た。 

 

○  ＮＨＫスペシャル ＭＥＧＡＱＵＡＫＥⅢ 巨大地震「南海トラフ 見え始めた

“予兆”」を見た。静岡市の海岸から歩いて３０秒ほどの所に住んでいるが、市内に

は、公立保育園で一階建てのものもあり、避難塔が建つ計画もないので、この番組を

見て、身近な問題として考えさせられた。次に制作する時には、たとえば保育園や幼

稚園事情について、避難などの対策がどこまでできているのかなども取材し、また、

問題提起すべき地域があれば指摘していってほしいと思った。地震に関する番組は、

生活者に根ざした視点で、実際に地震が起こったときを想定してどういう対策をすれ

ばいいのかを考え、番組を作ってほしい。 

 

○  ９月８日(日)のＮＨＫスペシャル震災ビッグデータ Ｆｉｌｅ．２「復興の壁 未

来への鍵」(総合 後 9:00～9:58)を見た。復興の道をビジネス面から見たという事で

あったが、結論としては全国的規模で２次取引先やつながりをたくさん持っている会

社が強いという話であった。これはビッグデータではなくても常識的な話ではないか

と感じた。今回はいまひとつだと思ったが、ビッグデータについては、このほかにも
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使途があると思うので、引き続き番組で取り上げていってほしい。 

 

○  ７月３０日(火)の地方発 ドキュメンタリー「基地に消えた 私の村～沖縄“普天

間”の戦後～」(総合 前 0:40～1:23)は、とても見応えのある番組だった。もっと見

やすい時間に放送し、多くの人に見てほしいと思った。また、沖縄の自然が崩されて、

基地などいろいろなものができている現況は異常なことだと思うので、ぜひ沖縄の本

当の実状について、「普天間基地の戦後」と重ね合わせながら番組化してほしい。 

 

○  ８月１０日(土)れんまん！「島本和彦 対 藤田和日郎」と１７日(土)の「しりあ

がり寿 対 我孫子三和」(総合 前 0:10～0:38:30)を見た。日本の伝統の遊び連歌

の手法を漫画に取り入れて、２名の漫画家が競い合うという番組だが、番組の着想、

出てくる漫画家のレベル、評価のポイントや進め方などのシステムなど、いずれも秀

逸であった。しかし、出来上がった作品の質がよくなかったため、つまらない番組に

なってしまっていた。生放送であるならそれなりに楽しみ方もあったかもしれないが、

収録しているのであれば、良い作品ができるまで時間をかけて、番組にすべきではな

かったかと思う。独創的な番組だけに、大変もったいないと感じた。 

 

○  ８月２３日(金)の「夢であいましょう」(総合 後 8:00～8:43)は、昔の番組を懐か

しく、タイトルにひかれて見た。当時の番組イメージを大事にし、歌あり、踊りあり、

コントありという編成だった。しかし、今の時代に見ると、昔のコントの作り直しの

ように感じ、面白くなかった。当時は目新しかったバラエティ番組だが、今の時代で

は目新しくなくなってしまったように感じた。坂本スミ子さん、永六輔さん、黒柳徹

子さんが番組の 後に出てきたが、こういう番組は彼らとともに去ったのだという印

象を持った。 

 

○  ８月２４日(土)のヒーローたちの名勝負「伝説の走塁 ０．９ 秒の方程式～西武

ＶＳ．巨人」は、私が西武ファンだけに大変よかった。昭和６２年の日本シリーズ「西

武」対「巨人」で、優勝決定につながった試合で、３塁のコーチだった伊原春樹さん

が手を回して走らせた場面を今でも覚えている。当時は伊原さんの感覚で突入させた

のだと思っていたが、この番組を見て、日本シリーズ前から分析し、こういう見事な

結果になったのだと分かった。伊原さんは選手としてはあまり有名ではなかったが、

走塁コーチとしては戦略を持った大変優れた人だと思う。こういった人を全面的に信

頼して、うまく使った当時の森・晶監督を見て、企業経営でも同じようなことが必要

とされると感じた。 
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○  ９月７日(土)のクイズ１００人力「羽田空港対決」(総合 後 5:30～6:00)を見た。

番組宣伝では、圧倒的な知識を誇る「超人」と、仲間と団結してとてつもない力を生

む「100 人」がクイズで勝負するとあったので、期待して見たが、「超人」には圧倒

的な知識がなく、「100 人」にも仲間との団結感が全く感じられず、羊頭く肉の感が

あった。単なる施設紹介のバラエティだと捉えると、楽しめる部分も多々あった。せ

っかく「100 人力」とするのなら、100 人が集まることによる相乗効果やチームワー

クといった大勢が集まることで生み出す価値が、もう少し視聴者に伝わるような工夫

があってもいいのではないだろうか。 

 

○  ９月９日(水)のプロフェッショナル 仕事の流儀「育ての流儀スペシャル」(総合 

後 10:00～10:47:30)では、人をどのように育てるかについて、北島康介選手を育て

た平井伯昌コーチや、宮大工の菊池恭二さん、そして教育現場でいじめに立ち向かっ

ている教師の話などが紹介されていた。１人に焦点を当てるのもいいが、このような

まとめた形で見ると、共通点をその中に見いだすことができ、すばらしいと思った。 

 

○  ９月１６日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「医師・国際ＮＧＯ代表・川原

尚行」の「病の“背景”を治療する」という言葉を聞いて、医師は、単に人を治療す

るのではなく、なぜそれが起きているのかを突き止めなければだめだという、今、医

療の世界で言われていることを、まさにスーダンで、川原医師が実践しているのだと

感心した。日本の医療でも取り組むべき視点だと感じさせるすばらしい番組だった。 

 

○  ９月１１日(水)のあさイチ「どうする？介護と仕事の両立」を見た。すごろく形式

で介護の制度などを紹介していて、とても分かりやすかった。しかし、紹介された事

例が、高齢者の介護を、職業を持つ嫁がみるというのは、とても日本的な設定で、い

かがなものかと思った。内容も、通りいっぺんな話で終わってしまっていたので、さ

らに「あさイチ」で深めてほしいと思った。また、 近は国が施設から在宅で介護で

きるように、制度を変えているので、いろいろなサービスが増えてきているという話

も合わせて紹介してほしかった。さらに言えば、こうしたテーマを扱う場合、この時

間帯では、実際に仕事と介護を両立しなければならない介護者は見られないと思う。

放送時間に配慮してほしいと思った。 

 

○  ９月１１日(水)の「花は咲くスペシャル」(総合 後 10:00～10:49)を見た。国内外

で復興支援ソングの「花は咲く」をいろいろな人が歌っているのを見て、言葉が通じ

なくても、その歌声を聞くことによって、心に訴えるものがあると感じさせる番組だ

った。 
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○  私の上半期のテレビの楽しみは連続テレビ小説「あまちゃん」と民放の「半沢直樹」

だった。「あまちゃん」がとてもよいと思うのは、オープニングと劇中の音楽だ。そ

ういった意味で、９月１３日(金)の「秋の夜長の“あまちゃん”ライブ ～大友良英

と仲間たち大音楽会～」(総合 後 10:00～10:48)は、音楽をどういう人物が作ったの

か、どういうこだわりで作ったのかなどドラマの裏側について、話を聞くことができ

て、演奏も楽しめた。 終回まで残り限られた日数だが、この番組を見たことで、ド

ラマをより深く楽しめると思う。 

 

○  関西出身なので、土曜ドラマ「夫婦善哉」は興味があって見た。今の時代で見ると、

なぜこのような男性に女性がほれてつきあっているのかと思うが、昔は近所にこうい

った夫婦をよく見かけた。そのような昔の頃を思い出してとても面白かった。森山未

來さんと尾野真千子さんがとてもよかった。２人とも関西出身なので、正真正銘の大

阪弁でテンポよく、演技が上手で、大変楽しく見た。 

 

○  2020(平成 32)年のオリンピック開催場所の決定の報道について、ＮＨＫだけでは

ないが、なんとなくうわべだけで、お祭り騒ぎになりすぎているように感じた。ロビ

ー活動やプレゼンテーションにおける涙ぐましい努力などチームワークによって誘

致に成功したといったようなコメントがほしかった。 

 

○  ９月１６日(月)の「決定！２０２０年東京五輪 東京プレゼンテーション完全版」

(ＢＳ１ 後 9:00～9:55)を見た。ＩＯＣ総会における日本のプレゼンテーションの再

放送だったが、この番組で本当に見たかったのは、英語やフランス語の生のスピーチ

だったが、同時通訳の音声が付いていた。内容については、字幕を付ければいいと思

う。安倍総理大臣などがどのように英語を駆使して説明したのか、生の本人の声が聞

きたかった。圧倒的にそう思った視聴者が多かったのではないだろうか。 

 

○  １０月６日(日)に石川県白山市で「のど自慢」があるが、ゲストには、ぜひ、地元

出身の人に出てもらい、「故郷に錦を飾る」企画のようなものがあってもいいのでは

ないかと思う。 

 

○  ８月２０日(火)の「哲子の部屋」(Ｅﾃﾚ 後 11:30～11:54)は、バラエティの番組の

中で哲学的な話を深めていくという番組だった。哲学的思考の題材に取り上げていた

のが「ＨＫ／変態仮面」という映画で、これがＮＨＫで取り上げられるのかとかなり

驚いた。番組では映画の場面を見ながら、作品の主人公の悩みについて、哲学者・ド

ゥルーズの言葉と結びつけて、哲学者・立命館大学准教授の千葉雅也さんが解説する
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という演出で、「この映画はそういう見方ができるのか」と思って、感心しながら見

た。こういう番組の作り方もあるのかと思った。 

 

○  ８月２７日(水)の先人たちの底力 知恵泉スペシャル「信長の城革命～天下統一へ

の知られざる戦略～」(Ｅﾃﾚ 後 11:00～11:54)は、とても濃い内容だった。 近は、

城に天守閣があるのが当たり前だと思っている人が多いが、織田信長が安土城に天守

閣を造って初めて確立されたということや、なぜ、信長があのような城の姿を造って

いったのかなど教えられるところが多かった。「信長の狙い」などについてＣＧを使

い、ゲストが的確なコメントをしていて、分かりやすかった。ただ、気になったのが、

岐阜城について、巨大な庭園や迎賓館を造ってステータスのシンボルにしたと紹介し

ていたが、岐阜城の天守閣は信長が造ったわけではないので、もしかしたら、小牧山

城も岐阜城も安土城も「全部信長が造ったのではないか」と勘違いした人がいたので

はないかと気になった。 

 

○  先人たちの底力 知恵泉スペシャル「信長の城革命」は、身近な岐阜城などを取り

上げていたので、関心を持って見た。安土城は、戦乱で衰退しかけたさまざまなもの

づくりの技術を、織田信長が職人を集めて復興させたという話が面白かった。信長を

主役にした番組は、発見があって飽きさせないと思う。ぜひまたこういったテーマで

取り上げてほしい。岐阜城の迎賓館でもてなしたとされる料理を再現して、試食する

場面で、出演者の食べ方や箸の持ち方、座り方などが気になって残念だった。 

 

○  ９月１４日(土)のＥＴＶ特集「トラウマからの解放」は、心の傷「トラウマ」の治

療に焦点を当て、通常見ることのできないカウンセリングや治療、手技の場面を初め

て見せてもらい、とても興味深かった。日本では、トラウマが影響して現れるＰＴＳ

Ｄ（心的外傷後ストレス障害）について法廷で争われる時に、「ＰＴＳＤが児童虐待

のようなもので起こる」と認められるのはかなり困難な状況だ。番組の中では「子ど

もの頃の虐待が原因でＰＴＳＤになった」としか触れていなかったので、もう少しメ

カニズムを話してほしかった。 

 

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

 番組審議会事務局 
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平成２５年７月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会（議事概要） 

 

７月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、１８日(木)、ＮＨＫ名古屋放送局において、  

１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、ＮＨＫスペシャル「世界遺産 富士山～水めぐる神秘～」について

説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、８月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委員長    村本 淳子 （公立大学法人三重県立看護大学理事長・学長） 

副委員長   金森 昭夫 （中日新聞社取締役総務担当） 

委員     伊藤 一美 （特定非営利活動法人 子ども＆まちネット理事長） 

井上 庄吾  （愛知県農業協同組合中央会専務理事） 

杉浦 宇子 （弁護士） 

立花 貞司 （トヨタホーム（株）取締役会長） 

田中 章義 （歌人・作家） 

野田 雄一 （富山ガラス工房館長、富山ガラス造形研究所教授） 

松本 耕作 （加賀味噌食品工業協業組合理事長） 

森棟 公夫 （学校法人椙山女学園理事長、椙山女学園大学学長） 

 

 

（主な発言） 

 

＜ＮＨＫスペシャル「世界遺産 富士山～水めぐる神秘～」 

（６月３０日（日）総合 午後 9:00～9:58(全国)について＞ 

 

○  水を切り口にしたＮＨＫらしいドキュメンタリーだった。“富士山の水”という大

きなテーマで、壮大な取材力、技術力を感じた。雪原の風景などは、カメラマンへ「お

疲れ様でした」の言葉に尽きる。地下に消えていった水の流れをＣＧで説明をしてい

たのも分かりやすかった。また、同位体を化学的に分析し、しっかり理論的に押さえ

た部分も十分だった。溶岩洞窟の氷筍(ひょうじゅん）、本栖湖の海底湧水、柿田川湧

水群やわさび田は、すばらしい映像で、何といっても圧巻は忍野八海の湧池の水中洞

窟の調査だ。もちろん、世界文化遺産の登録の観点から初めて調査が認められたのだ

ろうが、その調査を最大限に生かし、４Ｋカメラで撮影しているだけあって、映像が



2 

 

とてもきれいだった。残念ながら、駿河湾の海底湧水については、含有量が１０％以

上だとわかったところで終わってしまっていた。今後の調査に期待したい。 

 

○  すばらしい映像作品で、大変感動して見た。洞窟専門のカメラマンの職員がいると

聞き、改めて専門性の高いスペシャリストの活躍があっての映像だと感心した。技術

の総力を結集したような番組で、すばらしかった。しかし、気になった点がある。「世

界遺産」という表記だ。ここまで映像など細部にこだわった作品であればなおさら、

「世界文化遺産」と丁寧に表記するべきだと思った。「世界遺産」と表記している番

組もあるが、今回のような特別な番組であれば「世界文化遺産」という表記こそふさ

わしいと思う。ナレーションについても、必ずしも適任だったとは思えない。ナレー

ションの署名性というか、あまり誰の声だからと意識せずに見られるナレーションの

ほうが、より番組の世界に入っていきやすかったように思う。 

 

○  美しさに引き込まれた。今回の切り口はとても入りやすく、最初から最後まで水の

旅に連れて行かれたようで、自然に見ることができた。とても美しい全景から始まり、

周りの泉や滝を順に映し出していて、鳥になったような感じで、探検していくようで

もあり、楽しかった。昔から信仰の対象になり、絵にも描かれてきた富士山だが、改

めてすごさを見せつけられたように思う。洞窟の狭い所に入っていく様子は、見てい

て息苦しい感じがするほど臨場感があった。雲の流れの早送り映像や、水滴のはじけ

るスロー映像などは美しくて魅せられた。忍野八海の水中洞窟は、プランクトンの化

石でできた白い地層だったが、ほかは玄武岩の溶岩だったのに、なぜここだけが白い

のか興味を持った。ナレーションについては、あまり気にならなかったが、田中委員

の意見を聞いて、例えばＮＨＫのアナウンサーが重厚な声で、映像と言葉だけで見せ

るとより良い作品になったかもしれない。 

 

○  映像の美しさに心を奪われる番組だった。最初から最後まで、水をテーマとして筋

が通っていた。川のない富士山に小川が生まれる瞬間を捉え、水中洞窟では、丁寧に

時間をかけて取材していて、その努力はさすがＮＨＫだと感嘆した。富士山が水分け

水配りの山だということや、すそ野の農地や海まで流れ、潤していることなどもとて

も分かりやすく説明していた。特別な許可を受けて撮影していると注釈があったが、

世界文化遺産に登録され、以前にも増して登山者のマナーが問題になってくる。ＮＨ

Ｋのスタッフは非常に気を遣って自然を破壊しないように取材していたようだが、一

方で一般の登山者によってなし崩し的に破壊されないか、今後どうなるのか心配にな

った。 
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○  とても美しい映像だった。関わったカメラマンは何人いるのか、また、山の上で、

嵐の中カメラが壊れなかったのだろうかと素朴に疑問に思った。カメラマンや現場で

さい配している立場の人の気持ちが痛いほど分かった。世界文化遺産に登録されたこ

とで、登山者が増えているようだが、この番組で映像を見て、頂上に行かなくても、

近辺にもこういった美しい所があることが分かったのではないか。知人のアメリカ人

は、ぜひ友人にも見せたいと言っていたので、英語版ができることは結構だ。これを

機会に日本以外の多くの人たちにも見てもらい、日本に対するいいイメージにもなる

だろうし、水・祈り・神のつながりが見え、海外発信する映像としてとてもすばらし

いと思った。 

 

○  水でまとめていて、その内容が深く、とてもいい番組だった。言われてみればそう

なのだが、富士山の表面には川がない。そして、雪どけなどによってできた水はどこ

へ流れて行くのか。果たしてどうなっているのだろうという展開で引き込まれていっ

た。特に、青木ケ原樹海や忍野八海の全長５５メートルの水中洞窟などの科学的な話

は、とても興味深かった。１人分の大きさの穴から潜っていく様子は、冒険的な要素

も含まれていて、よく工夫された内容の深い番組だったと思う。男性ナレーターの声

は自然で、張りがあってよかったが、女性ナレーターは、暗い感じがして、もう少し

張りのある声の人のほうがよかったかもしれない。 

 

○  私は、新聞や世の中が騒ぎ出してから、世界遺産に登録される動きを知ったので、

世界文化遺産に登録されてからの短期間で、これだけのすごい番組を作ったことに驚

嘆した。１０か月間かけて綿密な調査を行ったとさきほどプロデューサーから聞いて、

早くから準備していたことに改めて感心した。水をテーマにし、海からの風が雲にな

り、雨あるいは雪が降って、山に積もってとけて、ふもとに流れ、里に行き、土の中

をつたって海に流れていくという循環がよくわかり、自然の偉大さを強く感じた。ま

た、富士山によって、人間や動物、植物などが生かされていることを強く感じた。こ

の番組は富士山の偉大さを伝えると同時に、自然の大切さや自然を破壊してはいけな

いと教えてくれた感じがした。 

 

○  富士山が世界文化遺産に登録されて、その関連番組を数本見たが、この番組が一番

よかった。水を切り口にすると、これほどの番組になるのかと改めて感心した。ナレ

ーターに関して、いろいろな意見があるが、例えば、氏名を表記せずに、ただ聞かせ

るだけであれば、違和感はなかったのだろう。しかし、私は、淡々と、出しゃばらな

い話し方でよかったと思うし、男性と女性で役割分担していたのも、良い工夫だと思

った。水中の湧水の花などの映像は、日常生活の中では見られない光景で、大変美し
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くて良かった。 

 

○  最近見た番組の中ではトップにあげてもよい番組だ。映像もきれいだが、何よりも

視点がよかった。水をテーマに富士山を描いた点が本当に面白く、ちょうど季節と合

っていて、冬から春、夏へという時間の経緯など構成もよかった。最初はあまり気が

つかなかったが、よく耳を傾ければ、音楽もずいぶん良かった。ただ、あえて言えば、

ナレーションが気になった。女性ナレーターは平板に読んでいて、語っている感じで

はなかった。タイトルの「水めぐる神秘」について、これは、「水をめぐる神秘」な

のか「水がめぐる神秘」なのか。私は「水をめぐる神秘」だろうと感じたが、助詞を

省いているので何となくこなれていない言葉遣いに思えた。空撮映像もとても良かっ

たが、高い所からではなく、地面をはうような感じだったが、あれはどのように撮影

したのか教えてほしい。 

 

○  非常にすばらしい内容で、見とれた。タイトルの「水めぐる」という文言を見た時、

「富士山にはあれだけの雪があるのだから、水はどうなっているのだろう」と初めて

富士山と水の関係について気づかされた。登山の際は、登ることに精一杯で、水との

関係性などに目を向ける人は少ないと思う。この番組で、改めて水を通して、富士山

が人間の生活の中にいかにとけこんでいるのかよく分かった。映像に関しても最先端

の技術が駆使され、ここまできれいな映像になり、富士山と水との関係を分かりやす

く伝えることができたのだと思った。良い番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

冒頭のナレーションで「世界文化遺産」と言うべきではなか 

ったかという点については、正式な表現にすべきだったのかも 

しれない。オープニングはエッセンスを切り詰めた、エッセン 

ス・オブ・エッセンスというような形で、情報を精いっぱい切 

り詰めてナレーションの文章を作る。また、「文化遺産」である 

ことは、すでにニュースなどで知られているという前提に考え 

てもよいだろうとして、省いた。表題についても「世界文化遺 

産」とすべきだというご指摘については、ユネスコの考え方を 

調べたところ、あまり文化遺産か自然遺産かという区分けをし 

ていない側面がある。つまり、文化は自然が生み出したもので 

あり、文化は自然と共にあるという考え方で、ジャンルの区分 

けよりも、世界的な普遍性を獲得したということを表現すべき 

だと思い、ナレーションにおいても、表題においても「世界遺 
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産」という表現を使った。カメラマンは、１５人で、内訳は、 

山岳カメラマンが３人、潜水カメラマンが６人、洞窟カメラマ 

ンほかで、１５人が自分の力を発揮して撮影に臨んだ。空撮は、 

モーターパラグライダーを用いた撮影方法で、カメラをパラグ 

ライダーの前面に取り付け、操縦士が１人乗って、斜面や樹海 

などのすれすれを行くような映像を撮影した。今回はその専門 

家に依頼した。「水めぐる神秘」の助詞がない点については、 

「水がめぐる神秘」、「水が循環する神秘」、「水をめぐる神秘」 

というように水に関する神秘という、両方の意味を意図した。 

ナレーションについては、視聴者のみなさんからも賛否、さま 

ざまなご意見をいただいている。幅広い世代に見てもらいたい 

という希望から、若い人に人気のある２人に出演してもらった。 

結果として、４０代、３０代、一部２０代にまで広がり、通常 

のＮＨＫスペシャルとは異なる視聴者層に見ていただけたよう 

だ。ＩＣＯＭＯＳ(国際記念物遺跡会議）の評価にもあったが、 

富士山は疑いなく日本における一つの国家的な象徴ではあるが、 

その影響は日本をはるかに越えて及んでおり、今や国家的意義 

を広範に越えているということである。ならば、富士山が世界 

的な価値、人類普遍の意義を持っているということを考えて、 

インターナショナルに活躍している人を起用した。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ６月２１日(金)ナビゲーション「めざせ月収４０万円！ ～オラたちの農家民宿～」

は、農家民宿の可能性や地域の人たちの向き合い方など地方に共通する問題を示した

番組だった。200 人の修学旅行生だけでなく、受け入れた農家民宿の主人までも涙を

見せる様子など３０分間の番組ではあったが、繰り返し見たくなる内容だった。ほか

の地域の農家や、漁業の民宿もあるなら、ぜひ見てみたい。 

 

○  ６月２８日(金)のナビゲーション「湖の底から歴史が変わる～福井水月湖の年縞～」

は、さすがに恐竜の発掘などに縁があり、古代の歴史発掘に実力を示している福井県

の話だと感心した。ＣＧを使った分かりやすい説明で、水月湖の年縞は、旧石器時代

の鹿児島の石器をはじめ全国の遺跡の年代測定にも影響を及ぼし、さらには年代測定

の世界基準となるような重大な発見だと紹介していた断層や地震の年代測定、地震の
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周期や気候変動の研究は興味深く、福井県だけに原子力発電所を取り巻く地層や断層

の判定にもつながっていくのかが頭をよぎった。事実が明確に分かってくれば、また

違った形で番組を作ってほしい。 

 

○  ６月２１日(金)の金とく「敦士が行く！ 花王国あいち 自転車旅」では、愛知県

内のいろいろな情報が得られ、花の作り方や料理などもあって、大変面白く見た。金

曜日の夜にはぼんやりと見られるものがいいので、好みに合った番組だった。 

 

○  金とく「敦士が行く！ 花王国あいち 自転車旅」では、愛知県西尾市の花の直売

所に寄っていたが、直売所の紹介や代表者の話がなかった。職員から、一色市のカー

ネーションや豊橋市の胡蝶蘭の話が出ていたが、それが次の訪問地だったので、なん

となく次の場所への誘導だったように感じた。豊橋の花男子のプロジェクトの紹介な

どは面白かった。気になったのは統計に関してで、確かに愛知県は花の生産量日本一

で、菊、ばら、洋ランが第１位だが、カーネーションは全国第２位。西尾市のカーネ

ーションは、市区町村単位で全国第１位だ。全国市区町村なのか都道府県単位なのか、

誤解を招かないように紹介した方がよいと思った。 

 

○  ６月２８日(金)の金とく「世良公則 やきものの心 陶芸で音楽に出会う」は、楽

しく見た。陶芸に限らず、ガラスなどの分野でも続編ができればいいと思う。 

 

○  ６月１９日(水)の歴史秘話ヒストリア「妻たちの会津戦争」は、大河ドラマ「八重

の桜」にも出てくる会津藩の家老の西郷頼母とその家族の数奇な運命を語っていた。

会津藩が政府軍と戦ったことを漠然と知ってはいたが、この番組を見て、真の会津の

心などがある程度理解できたように思った。そういった意味で、大河ドラマでは描き

きれない部分を側面的に解説する番組としても、有益だと感じた。 

 

○  ６月２３日(日)のＮＨＫスペシャル「大海原の決闘！ クジラ対シャチ」は、とて

も映像がきれいだった。雪どけ頃にプランクトンが発生し、それを目的に海の生き物

が集ってくる映像がとても美しく、迫力があり興味深かった。シャチとクジラの格闘

は、かわいそうではあるが、自然の摂理でしかたがなく、生き物の営みのシビアさと

美しさを、見せられた番組で、とてもおもしろかった。種類が異なるクジラ同士が助

け合っていて、そういう助け合う本能がクジラにあるというのに驚いた。 

 

○  ６月２８日(金)のＮＨＫスペシャル シリーズ東日本大震災「住民合意 ８００日 

葛藤の記録」(総合 後 10:00～10:49)を見て、復興計画は早くてもだめ、遅くてもだ
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めということを痛感した。こうした計画づくりは必ず誰かの痛みを伴い、心を傷つけ

ないと推進できないようにも感じた。「しょうがない」、あるいは「諦め状態だ」、「結

局国は何も動いていない」という住民の言葉が何度も出てきていたが、町の復興に専

門家を差し向けるなどの施策を国が行っていないようだ。また、さまざまな立場の人

たちが一堂に会して話し合おうと、市民が会議の場を作っても、結局会議を進行して

いく力が住民側にはなく、顔を合わせるだけで終わってしまう様子は、日本人の弱い

ところがそのまま出ていたように思った。この宮城県名取市閖上地区の問題は、おそ

らく日本のすべての課題に通じると思うので、今後も取材を続けてほしい。 

 

○  ＮＨＫスペシャル シリーズ東日本大震災「住民合意 ８００日 葛藤の記録」を

見た。この問題は単に震災復興という観点だけではなくどこでもありうることで、地

域政治をいかに行うか、いろいろな議論がある中でリーダーはどう対応していくのか

という、一般的な話でもあった。いろいろな議論の中でリーダーシップを取る難しさ

を的確に描いていた。ただ、あえて要望を言うと、宮城県名取市の閖上地区は、集団

移転をやめ、現地再建という現実的な道を選ぶのにあたって、その費用や国の認可を

得られるかどうかなど複雑なプロセスについて、例えば集団移転した場合と現地再建

した場合にかかる費用の比較など、補足的な解説を加えると、なぜ名取市の佐々木十

一郎市長がこうした選択をせざるを得なかったのか、その苦悩や状況などがよりいっ

そう理解できたのではないかと思った。 

 

○  ７月７日(日)のＮＨＫスペシャル「あなたは未来をどこまで知りたいですか～運命

の遺伝子～」では、知らないことをいろいろと教えられた。時間がたつのを忘れるほ

どだった。驚いたことをあげると、ヒトゲノムを解読するのにこれまで１２年間かか

っていたのが、１日で解読されるようになったことや、残念ながら治療法はないが、

遺伝子から認知症が発見されること、結婚に際して遺伝子検査を行って、相手に将来

支障がないかどうかを調べる動きまであり、しかも検査については法的な規制がない

こと。良い面では、肺がんなどは遺伝子の障害を克服する新薬が開発されているので、

治療すると半減すること、ゲノムの解読は１０万円ほどでできること。中国では遺伝

子解読で、子どもの才能を調べ、その子の得意とするジャンルの英才教育を行ってい

ることなど、知らないうちに遺伝子解読の技術が進み、しかも自分の未来まで見渡せ

る時代に来ているということを丁寧に紹介していた。最後に出演者３人の会話で「い

ろいろな人がいてもいいのではないか」、「多様だからタフに生き残る人がいる」とま

とめていたが、科学や技術がものすごいスピードで進むと、理性的な判断がどこまで

通用するのだろうか。また、自分の将来をなるべく早めに知ろうという人が増えて、

さまざまな排除が行われるおそれもあるではないかと思った。大変丁寧で、有益な番



8 

 

組だった。 

 

○  ６月２４日(月)のクローズアップ現代「世界遺産 富士山は守れるか」は、富士山

を取り上げている番組のほとんどが「世界文化遺産登録おめでとう」という視点であ

ったのに対して、この番組だけは、しっかりと課題を見据えようという制作者の意図

が浮かび上がる切り口だった。入山料に関する問題や、登山者が増えていった場合に

どういったことが起こるのかなど「今起こっている問題」について、とても丁寧に扱

っていた。富士山の世界文化遺産登録の年にしっかり考えておかなくてはいけないテ

ーマだと思った。 

 

○  ６月２７日(木)のおはよう日本の「特ダネ映像ファイル」のコーナーで、「インド

クジャク オスの魅力」として、クジャクの映像が出ていた。考えてみると、６月３

０日(日)の「ダーウィンが来た！」の番組宣伝だったのだろうか。ニュース番組の中

で番組宣伝をするのはいかがなものだろう。番組宣伝は別の枠としてあるわけなので、

節度というか、何か基準があれば聞いてみたい。民放ではよく番組宣伝をニュース番

組の中でも扱っているのを見かけるが、ＮＨＫの場合は抑えなければならないという

感触を持っているので、あえて言った。 

 

（ＮＨＫ側） 

おはよう日本の「特ダネ映像ファイル」では、「ダーウィン 

        が来た！」や「ワイルドライフ」などの映像の一部を放送して 

        いる。番組宣伝ではなく、自然番組で撮影した特ダネ映像をニ 

        ュースとして別の時間帯でも見てもらおうという趣旨である。 

        あくまで出典元を明示するために、コーナー末尾に放送日時を 

        紹介している。 

 

○  これまで国境をテーマにした紀行ものはあまり見たことがなく、日本は国境が海な

ので、陸上にある国境に興味があり、７月２日(火)のアクロス ザ ボーダー「ジブ

ラルタル」(総合 後 10:55～11:20)を見た。国境をテーマにして取り上げる場合、そ

の歴史的経緯、なぜそういうものが生まれたのかということを知りたいものだ。この

番組ではＣＧを使ってかなり丁寧に紹介していた。欠かせないポイントだと思う。国

境を挟んで左右や手前と向こう側でどのように異なるのかなどを描くことも重要で、

そこには対照的な光景があったりして、現地の人たちは国境を行き来してたくましく

生活している。そういった姿なども描いていってほしい。今回のシリーズは、ヨーロ

ッパが中心で３回だけだそうだが、ぜひアジアやその他の地域の国境も紹介してほし
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い。 

 

○  ７月１５日(月・祝)のにっぽん紀行「行商すーちゃんの１５キロ～香川・観音寺～」

(総合 後 7:30～7:55)は、香川県に住んだことがあったので、懐かしく最後まで興味

深く見た。昔はこういう地域社会のネットワークがあったが、最近はなくなってしま

って、取り返そうと思っても取り返せない時代になったと思った。 

 

○  ７月１５日(月・祝)のプロフェッショナル仕事の流儀「いつも１年生 自然のまま

に 野菜農家・浅野悦男」を見た。自然の前ではいつも自分は１年生であるという、

しっかりとした信念で、野菜づくりに挑戦している姿や、農薬は極力用いず、厳しい

環境で育てたほうがおいしくできるというプロとしての姿勢を見て、とても気持ちの

いい、すがすがしい内容だった。東北地方の支援のために、塩水を含んだ土でもでき

る野菜を考案していたり、野菜嫌いの子どもをなくしたいという考えや、人間らしい、

そして、土と共に生きていく姿に共感した。 

 

○  ７月１６日(火)地方発 ドキュメンタリー「二度生まれ 姜尚中 息子への道」(総

合 前 0:10～1:53)は、姜尚中さんの息子が亡くなって４年がたつが、息子の死に向

き合う様子を丹念に取材していた。「二度生まれ」とは、「極限の苦しみを経験した人

が、新たな生き方を見いだす」というアメリカの哲学者の言葉だが、ぎりぎりのとこ

ろまで追い詰められていく姿が見え、いつもの淡々と、冷静に語る“政治学者・姜尚

中”ではなく、これまで見たことがない、人としての苦しみが番組内で出ていてすば

らしい内容だった。ただ、放送が深夜だったので、もう少し早い時間に放送すれば、

救われる親も多いのではないだろうかと思った。 

 

○  最近の「あさイチ」は、中高年の女性に必見の内容が並んでいる。特に、７月１８

日(木)は、「４０代から要注意！あなたの知らないサルコペニア肥満」だったが、こ

の時間帯は、最初から最後までテレビの前でしっかり見られる人は少ないと思う。家

事などをしながらテレビを見る人も多いだろうから、間違った内容にならないような

配慮が必要だ。番組の冒頭で、サルコペニア肥満が疑われる被験者として出てきたの

が全員女性だったので、私は女性特有の病気だと誤解してしまった。番組が進むにつ

れて、８２歳の男性ボディービルダーやゲストの六角精児さんの筋トレのシーンなど

が出てきて、ようやく女性特有の病気ではないことがわかった。「あさイチ」は中高

年の女性を意識した番組づくりだと思うが、男性も必見という内容の時は、始まりの

ほうからそのように示した方がいいと思う。 
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○  ＮＨＫ連続テレビ小説「あまちゃん」は、くすりと笑える小ネタのようなものが仕

込まれていて、はまって見ている。一番面白かったのは、劇中の「おめでた弁護士」

の撮影風景の話で、全く「あまちゃん」の本筋とは関係ない話なのだが、せりふの中

にクスッとなるシーンがあった。このドラマは、いわゆる“アラフォー”の女性だけ

でなく、知人の男性でＢＳプレミアムと総合テレビの両方を見ている人もいて、私の

周りにファンが増えている。 

 

○  ドラマ１０「激流 ～私を憶えていますか？～」については、６月２４日(月)の「す

っぴん！」のゲストとして、原作の著者・柴田よしきさんが出ていて、インタビュー

を聞いて興味がわいて見始めた。ドラマと並行して、原作本を読んでいるが、面白い。

先に原作を読んで、どのようにドラマ化されるのか、あるいは逆にドラマを見たあと

に原作を読み、どのように描かれているのか比べるのも興味深い。 

 

○  土曜ドラマ「七つの会議」は、先に原作本を読んだうえで、どのようなドラマにな

るのか興味を持ちながら見ている。池井戸潤さんの小説はシビアな内容で、組織に属

する者にとって、内部告発などはひと事ではないような気持ちになった。このドラマ

は、原作を基にして脚本家が脚本を書き、それを基に出演者を決めて、監督して制作

していく形だが、ドラマ制作の手法に興味を持ったので、制作者側の苦労話を聞いて

みたいと思った。東山紀之さんは演技がうまくて、言葉を話さなくても、醸し出すも

のがあって、これまでの東山さんにない部分が感じられた。その他の配役も、良い俳

優がたくさん出てきて、安心して見られる番組だ。 

 

○  ６月２２日(土)のＥＴＶ特集「沖縄 所有者不明土地が語る戦後」では、戦争や基

地によって引き裂かれた家族の絆、そしてまだ終わってない戦後というものが非常に

よく表されていた。戦後６８年も経過しているのにいまだに多くの所有者不明土地が

ある。なぜそのような土地が生まれてしまったのかについて、改めて沖縄の地上戦の

悲惨さから認識させられるものだった。地主は分かっていても、それを証明するため

には裁判の手段しかないという行政の考え方だが、該当者の高齢化によって、裁判費

用をどうするのかなど、本当にこれでいいのだろうかと考えさせられた。 

 

○  「バリバラ～障害者情報バラエティー～」の６月２８日(金)「障害と笑い バリバ

ラ芸人大集合！」と、７月５日(金)の「障害と笑い どこまでＯＫ？」を見た。障害

者自身が自分の障害を笑いのネタにしてみせるという想像を超えた内容で、これは

「バリバラ」でしかできないと思った。大阪教育大学で収録し、学生も議論に入って

いたが、教員養成の大学で番組を作るのは、大変意義深いと思った。ゲストの大橋グ
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レースさんが「愛があっても伝わらなければ意味がない」という言葉に共感した。 

 

○  新年度からいろいろな番組で、お笑い芸人が出演して、若者をひきつけるにはいい

試みだと思っていた。いつも深刻なテーマの「バリバラ～障害者情報バラエティー～」

でも、お笑いを扱うのかと思って、７月５日(金)の「障害と笑い どこまでＯＫ？」

を見た。やはり内容はとても深刻で、始めから終わりまで真剣に見た。こういった障

害に向き合っている番組の中では許されるが、他の場面ではとうてい障害者の障害を

健常者が笑いの“ネタ”にするということはできないと思った。 

 

○  ７月１６日(火)の先人たちの底力 知恵泉(ちえいず）「既得権を打ち破れ『大久保

利通』」を見た。軍事力、経済力を持っていた藩の存在に対し、その既得権益をどの

ように奪い取っていったのかを、大久保利通を通して取り上げた内容は、現代に通じ

面白かった。 

 

○  プレミアムよるドラマ「ダブルトーン～２人のユミ」は、設定がおもしろく引き込

まれて見ている。今後どうなるのか楽しみだ。ドラマ１０「激流～私を憶えています

か？～」も不思議な設定で、仕事や家庭の問題、子育ての問題なども絡めていて、入

り込んで見ている。 

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

 番組審議会事務局 
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平成２５年６月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会（議事概要） 

 

６月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、２０日(木)、ＮＨＫ名古屋放送局において、  

１１人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、中部各放送局の午後６時台「ニュース・情報番組」と各局の取り組

みについて説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、７月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委員長    村本 淳子 （公立大学法人三重県立看護大学理事長・学長） 

副委員長   金森 昭夫 （中日新聞社取締役総務担当社長室長） 

委員     伊藤 一美 （特定非営利活動法人 子ども＆まちネット理事長） 

井上 庄吾  （愛知県農業協同組合中央会常務理事） 

佐野 俊和 （コマツサービスエース（株）代表取締役社長） 

杉浦 宇子 （弁護士） 

立花 貞司 （トヨタホーム（株）取締役会長） 

田中 章義 （歌人・作家） 

野田 雄一 （富山ガラス工房館長、富山ガラス造形研究所教授） 

松本 耕作 （加賀味噌食品工業協業組合理事長） 

森棟 公夫 （学校法人椙山女学園理事長、椙山女学園大学学長） 

 

 

（主な発言） 

 

＜各局の午後６時台「ニュース・情報番組」について＞ 

 

○  各局それぞれ番組内容や作り方、セットやタイトルなど、工夫を凝らして、熱心に

番組制作に取り組んでいることがよく分かり、思いのほか楽しんで見ることができた。

各地の地域性に富んだニュースは地元の日常であっても他の地域にとっては非日常

なので、例えば今回の項目で言えば、伊勢神宮の遷宮や富士山の世界文化遺産に関す

る情報など各地の特徴のあるコーナーを編集し、中部地域内の各情報番組で紹介する

のもよいのではないかと思った。全体的にアナウンサーの話し方や姿勢にはクオリテ

ィーの高さを感じ、好感を持ったが、服装や髪型については一定の基準を設けてもよ

いように思った。アナウンサーの個性で勝負する民放の情報・バラエティー番組とは
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スタンスが違う。情報番組は生放送なので、当日飛び込んでくるニュースの内容によ

ってはそぐわないような服装や髪型のアナウンサーが散見された。一方、取材に関し

て、「報告」という形でのナレーションは、クオリティーが低いように感じた。放送

を出すうえで、品質管理が必要だと思う。ニュースキャスターについて求めたいのは、

独自の見識やコメントを挟むことではなく、聞きやすく、正確なイントネーションで

原稿を読むことが重要だと思う。それゆえに、読み間違い、言い間違いなどは、プロ

である以上失態だという自覚で研さんに励んでほしい。 

 

○  地域ごとにそれぞれ抱えている問題が異なるので、視聴者の関心事もさまざまなも

のだと思う。たとえば地震や津波が懸念される東海地方向けとして、名古屋局の被害

試算や、静岡局の生産拠点分散化による地域経済への懸念、津局の防災情報、福井局

の原発に関する情報提供など、関心の高い問題に対する地域への情報提供がうまくで

きていると思った。また、地域全体のトピックスという観点では、静岡局の「富士山 

構成遺産シリーズ」、津局の「伊勢 遷宮の年に」などは、１つにまとめて中部向け

の番組ができるのではないか。地域のホットな情報や話題を素早く捉える姿勢もはっ

きり見えていた。名古屋局の円安のニュースとして１ドルコーヒーを取り上げたり、

富山局の殺人事件のニュースなどは、うまくその日のトピックスとしてまとめていた

と思う。地域それぞれに特徴が出ているのは天気予報だろう。金沢局の麦の収穫時期

と雨との関係や、津局の最小湿度の記録など、地元のデータを活用していて、地域密

着の印象を強く持った。地域密着という観点では、キャスターが奮闘する様子も視聴

者にとっては楽しみだと思う。名古屋局の「ほっとライフ」や岐阜局の「みのひだ通

信」などは楽しめた。新しい試みとして評価したいのは静岡局の「詐欺０(ゼロ)キャ

ンペーン」だ。公共放送の務めのひとつだと思うが、具体的に効果が現れていれば意

味がある取り組みだと思う。全体に言えることだが、キャスターが手元の原稿に目が

行きがちなことが気になった。きちんと伝えるべきものは伝えていただきたい。 

 

○  静岡局の「詐欺０キャンペーン」は、実際の詐欺を基に作られていて、静岡県内で

詐欺の被害を０にするのだという意気込みを感じた。個人的に一番興味深かったのは、

富山局の「We are 富ミ～ズ(とみ～ず)」で、「流水客土（りゅうすいきゃくど）」と

いうキーワードで、地域の自然、風土の状況を映像で見せていた。サッカーＪ２の地

元チームを応援する「カターレのミカタ」というコーナーでは、あえて選手ではなく

裏方の元選手の取り組みに着目し紹介していて、ヒューマンなストーリーが感じられ

た。福井局のスタジオセットに、地場産業の和紙をふんだんに使っていたが、地域の

名産品をうまくセットに活用している取り組みはすばらしいと思った。注文をひとつ

すると、アナウンサーの中に心が込もっていないコメントをしていた人がいた。コー
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ナーの最後に「気をつけてくださいね」という言い方が気になった。何気ないひと言

でも実感として話しているのかどうかは、視聴者に伝わるものだ。何気ないひと言は、

生放送の命であり、心が込もっていなかったり、生活実感が伴っていないと、ＮＨＫ

のニュースとしては致命的になることもあると思う。 

 

○  名古屋局の円安のニュースとして、若い人が身近に感じられるような風景、コーヒ

ー１杯を１ドルで売っている店の話題から入っているのは、新鮮に感じられた。南海

トラフ地震の被害想定について、数字で示していたが、短くて細かいところがわかり

にくかった。限られた時間の中では伝えきれないと思うので、どこで情報を入手でき

るのかなどを放送してもらうと、地元の人にとっては関心が高いのでいいと思う。金

沢局の「能登の里山里海」や静岡局の富士山の話題や津局の式年遷宮の行事について

は、全国的にも興味深い話題だと思う。特に、金沢局のリポートにあった石川県能登

島で県外の子どもたちが里海体験する話題は、とてもいい企画で、これを見たら、行

ってみたいと思う親や子どもがいるだろう。そういった意味でも、他の地域でも放送

してほしい。地域の活性化にもつながると思う。夕方のニュースは、高齢の人がよく

見ている時間帯だと思うので、静岡局の「詐欺０キャンペーン」は、ぜひ愛知県でも

放送してほしい。高齢の親を持つ世代としては心配なことなので、目の付けどころが

良いと思った。富山局のオープニング映像がとても個性的で、格好良く、目を引いた。

一番地域性を感じたのは、岐阜局の内容で、キャスターが個性的で、少し砕けた感じ

がおもしろいと思った。 

 

○  各局の印象的な点を述べると、名古屋局の模型や地図がよく出来ていた。金沢局の

リポートで「世界農業遺産」があること、農業遺産に海も含まれるというのは、新し

い知識で興味深かった。自分の家に太陽光発電を設置できなくても出資できる新しい

スタイルの環境支援についての静岡局のリポートはおもしろかった。今、非常に問題

になっている風疹について、福井局がわかりやすく説明していた。富山局の「流水客

土」については、このあと、泥水がどのように流れていったのか、続きが知りたいの

で、別の番組でも紹介してほしい。津局の小学校を訪問する企画は、きっと子どもた

ちは放送日をわくわくして待っているだろうと思った。岐阜局の歌舞伎小屋でのクラ

シックコンサートの話題はおもしろかったし、キャスターの個性が感じられた。全体

で共通して気になったのは、画面の文字だ。この時間帯の主婦は、間違いなく“なが

ら視聴”だろう。耳を傾けながら、これだというニュースや話題に目を向けた時に、

今何がテーマになっているのかが明確にわかるよう、絶対に伝えたい情報は、凝った

デザインより白抜きのシンプルな文字の方がすっと目に入ると思う。工夫し過ぎて、

何をやっているのか分からなくなるのはちょっと考えものだと思った。スタジオで、
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男性アナウンサーと記者が向かい合って話しているのに、女性キャスターだけが笑顔

で正面を向いているのが気になった。それぞれの役割について、いま一度考えてほし

い。 

 

○  夕方のニュース番組で紹介すると、その後１週間くらいは、多くの人がその情報に

関心を持ち、その場所を訪れたりする。それによって、相乗効果が生まれ、新しい文

化も生まれてくると思う。そういった意味でも、この時間帯のニュース番組は重要だ

と思う。今回改めて各放送局のニュース番組を見て、太平洋側と日本海側の違いも分

かった。希望としては、各局連携した番組ができないだろうか。ひとつのテーマをリ

レー方式で、例えば津局のキャスターが富山に行ってリポートするなど、他の地域の

ことを取り上げるのも、従来にない視点なり捉え方ができるように思う。 

 

○  ７局のニュース・情報番組をまとめて見るというのが、大変おもしろかった。特に、

金沢局の「能登の里山里海」のリポートは、全く知らない話だったので、行ってみた

いと思った。アナウンサー・キャスターの話し方については、私自身はある意味で聞

き流しているのであまり気にしないし、この時間帯は忙しい時間帯でもあるので、見

ている主婦層もあまり気にならないのではないか。むしろ、ニュースの価値として非

常に高いと思う。各地方の特色がはっきり出ていて、歳時記的なものがたくさんあっ

て、楽しかった。ふだんこの時間帯に見る機会が少ない立場で今回の夕方６時台の番

組を見て、このようにまとめられた番組があればいいと思った。「ニュースウオッチ

９」は、硬い内容が多く、ぼんやりしながら聞くニュースではないが、気楽に見たい

時には、今回のような番組がいいだろう。似たような番組があるのも承知しているが、

放送済みの内容を編集し直すだけなら、あまりコストはかからないだろうし、中部地

域で、週末などに放送するといいと思う。 

 

○  気象情報の伝え方は、各局の内容にそれぞれ特色があって、いろいろ工夫されてい

て興味深かった。金沢局の「池津さんのそらナビ」の「麦秋(ばくしゅう)」や福井局

の「５月の紫外線」、富山局の「日暈(ひがさ)」のメカニズム、津局の湿度に関する

解説、名古屋局の「あじさいのある風景」など季節感があって、工夫している印象だ。

もうひとつは、全国で取り上げてほしいものとして、静岡局の「水産加工業 迫られ

る津波対策」と還付金詐欺の対策、福井局が扱った風疹の問題。伊勢神宮の遷宮に関

しては、逐次取り上げていると思うが、できれば一連の行事をまとめて、全国向けに

放送してほしい。今回「お白石持行事」を紹介していたが、これが全体の行事の中で

どういう位置づけなのかなどを知りたいと思った。さらに、こういう取り上げ方をす

ると視聴者が参加感を持つと思ったものがあった。ひとつは、福井局の「ザウルス・
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コール」で、視聴者に番組タイトルを言ってもらうものだが、映った人は参加意識を

持つだろうし、その知人も身近に感じると思う。津局の「ぼくらのがっこう♪」も同

様だろう。また、地方局だからこそできると感じたのは、金沢局の「能登の里山里海」、

岐阜局の「ぎふカルチャー」で、特に、富山局では、地元Ｊ２サッカーチームのカタ

ーレ富山を取り上げ、なおかつ裏方にスポットを当てているのは、ローカルでしかで

きないことで、大変良い内容だった。 

 

○  各地方がいかに視聴者を巻き込み、地域密着型の番組にしていくか、大変な努力を

していると思った。富山局のオープニングは、新鮮ですごいと思ったが、毎日見てい

ると早く飽きられるように思う。あまり凝り過ぎるのも考えものだと感じた。金沢局

の「能登の里山里海」のリポートが、淡々と原稿を読んでいるように感じたので、も

う少し抑揚などを付けて読むとさらに引きつけるのではないか。「麦秋」の解説は興

味深い内容で、気象コーナーでこういったテーマを取り上げるのは、おもしろい取り

組みだと思う。静岡局の詐欺撲滅キャンペーンについては、短い時間でコンパクトに

まとめ上げていて、とても分かりやすくて良い。静岡だけにとどめる必要はないと思

った。「富士山 構成遺産シリーズ」については、映像と音楽と文字だけで構成され、

短い時間だが、引きつけられる企画だった。甲府と静岡だけではなく、他の地域でも

放送すればいいと思う。富山局の「流水客土」の土地改良の話は他の地方にもあると

思うので、取り上げ方によってはおもしろい番組になるのではないか。 

 

○  ニュース番組として一番大切なのは、地元ニュースの報道だと思うが、今回のＤＶ

Ｄには各局のニュースがほとんど入っておらず、どの程度力を入れているのか、時間

を使っているのがわからなかった。やはり、まずその日起きたニュースをきっちり取

材し、放送することがこの時間帯で一番大事なことだと思う。もうひとつ欠かせない

のは、気象コーナーだ。それぞれに力を入れ、工夫を凝らして、いろいろな観点から

作っていて、その努力を評価したい。ただ、中には、スタジオだけでの気象解説もあ

ったが、気象予報士や専門家が外に出て、実際の生の映像を見せるほうがいいだろう。

名古屋局ではＣＧを使うなど工夫していたが、東海地方の各局は、防災について、こ

れからも十分に力を注いでほしい。気がついた点は、地域のスポーツについて、プロ

だけではなく学校やクラブスポーツなども取り上げた方がいいと思う。地元にこうい

う人がいる、次の世代を担うホープがいる、といったことを紹介すると、学校をはじ

め地域が元気づく。また、取り上げた人たちが将来一流のアスリートになると感慨も

ひとしおだと思うので、地域スポーツにも力を入れてほしい。せっかく貴重な映像が

たくさんあるのだから、福井局のようなアーカイブスのコーナーを、各局でもできな

いだろうか。岐阜局の「週末サキドリ」も、いい試みだと思う。 
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○  それぞれの地域の特徴をしっかりつかんだ内容だった。特に、気象情報については、

翌日の準備などで参考にするコーナーなので、厚めに伝えてほしい。津局のニュース

を見て思ったのが、三重県の県民性としては、あまり自分から前へ出たがらないが、

テレビに出たり、取材してもらいたいと待っている人は多いと思う。地元への取材を

丹念にすることで、ぜひ見ようという気持ちになる人が増えると思うので、地元への

取材を続けるといいと思う。福井局の風疹のリポートに関しては、ワクチンの不足の

問題など日々、刻々と変化しており、厚生労働省の情報も変わるので、それぞれの県

民が見て、自分がどう動かなくてはいけないのか、どこに情報があるのかなどタイム

リーに情報を発信してもらうとありがたい。また、「世界農業遺産」について初めて

知ったが、農業や漁業関係者にとっては、元気づけられると思うので、金沢局だけで

なく、関係する局でも放送してほしい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ５月２４日(金)の金とく「悲哀は愛に変る(かわる)～新美南吉生誕百年～」を見た。

「ごんぎつね」の感想を小学生に聞いた時に、ごんぎつねが最後に撃たれたことで、

ごんぎつねと兵十の気持ちがつながったと話していて、やはり子どもたちの目線は全

然違うと思った。昭和の初めの貧しい時代に生まれ育ち、家庭環境にも恵まれなった

南吉と、東日本大震災の被災地の人たちとを重ね、被災地で「ごんぎつね」をはじめ

南吉の童話が読まれているのを見て、タイトルを「悲哀は愛に変る」とした意味がわ

かった。非常に味わい深い番組で、小学生でも、中学生、高校生、大学生でも、ため

になると思った。 

 

○  金とく「悲哀は愛に変る ～新美南吉生誕百年～」は、南吉の教え子の話を聞けた

り、小学生たちが自由な意見を語っている場面が興味深かった。女優の南沢奈央さん

は、とてもいい雰囲気で、作品に関する思い入れもあった。しかし、新美南吉の百年

の生涯と向き合うのであれば、そのジャンルの専門家や作家、書くことなど表現する

ことをなりわいとしている人のコメントも聞きたかった。南吉の作品は、200 年、300

年と世界中で生き残っていくものだと思うので、今後もいろいろな形での番組作りを

してほしい。 

 

○  ６月７日(金)の金とく「金とく×ヤマナシＱＵＥＳＴ 世界遺産直前！ぐるっと富

士山プレゼン対決 ～静岡ＶＳ山梨～」は、地元ならではの絶景ポイントや、富士山

と関わり合いながら生きている人を紹介していて、アピールの切り口を変えた静岡と
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山梨のプレゼンテーションでの対決がおもしろかった。富士山が世界文化遺産に登録

されるには、富士山を取り巻く構成遺産として、湖や神社、周りにたくさんある登山

道や滝などの自然も含めるということで、山以外のものも重要なのだと改めて思った。

山梨側のプレゼンテーションに、日本人ではなくアメリカ人が出ていたが、外国人か

ら見ることによって、なおさら自国の良さに気づく日本人独特なアピールのしかたが

おもしろいと思った。少し気になったのは３人のゲストだ。発言する時間が少なくて、

人選も含め、どうだったのかと思った。 

 

○  金とく「金とく×ヤマナシＱＵＥＳＴ 世界遺産直前！ぐるっと富士山プレゼン対

決 ～静岡ＶＳ山梨～」は、がっかりした。なぜ静岡と山梨で勝ち負けを付けなくて

はいけないのだろうと思った。もう少し、「金とく」らしく、こんな見方があるとか、

こんな知らないスポットがあるというような捉え方で番組を制作してほしかった。 

 

○  金とく「金とく×ヤマナシＱＵＥＳＴ 世界遺産直前！ぐるっと富士山プレゼン対

決 ～静岡ＶＳ山梨～」は、冒頭の山梨からの富士山の映像がきれいだったので期待

して見たが、富士山に関するプレゼンテーション対決ということにもかかわらず、富

士山が見えない日にロケをして、そのまま放送していたのでがっかりした。生放送だ

ったので、進行が無用に慌ただしく感じた。 

 

○  ５月３１日(金)のナビゲーション「富士山 世界はどう見たか ～信仰 芸術 そ

して課題～」は、２５分間の中に、きちんと整理されていた。信仰の山という価値は

何なのか、海外にも影響を与えた芸術を生み出す美しさとは何か、一方で景観の保全

に関わる問題。例えば河口湖の水上スキーや登山者の増加に伴う環境への対応などに

ついて、うまくまとめていたと思った。 

 

○  ６月１６日(日)の小さな旅「絞り染め 心模様～愛知県名古屋市有松～」を見た。

桶狭間の戦いの約４０年後に荒れ地だった土地に、税を免除することで移住者を集め

て有松という町が始まったらしい。有松絞りは、江戸時代は、東海道のみやげなどと

して商売繁盛のために作られていたが、現在は “絞り子”の数が減ってきて、技術

の継承もなかなか難しい。しかし、技術は非常に高度なものであり、その高度な技術

を番組の中でいろいろと見せてもらってとても楽しかった。風情があり、日曜日の朝

でもあり、とてもいい番組だった。 

 

○  ５月１９日(日)のＮＨＫスペシャル 病の起源 第１集「がん～人類進化が生んだ

病～」と、２６日(日)の第２集「脳卒中～早すぎた進化の代償～」は、大変な力作だ
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った。「がん～人類進化が生んだ病～」では、がんは、人間特有のものであり、夜働

くことががん発症に影響していること、そして、人間とチンパンジーの発症率の違い

はなぜ起こったのかという説明が大変興味深かった。人間が二足歩行を行ったことと

繁殖戦略との関係性、精子とがんの細胞の増殖の仕組みがよく似ていて、こういうも

のが原因となった。であれば、人間、特に男性ががんにかかりやすくなってしまった

のか、また本当なのかなと思ったが、興味深い話だった。２回とも俳優のドラマ仕立

てによる構成が分かりやすく、我々を苦しめている「がん」や「脳卒中」という病の

できた理由が大変よく分かった。残念ながら、治療や予防に関してあまり説明がなか

ったので、もう少し番組の中で説明していればありがたいと思った。 

 

○  ＮＨＫスペシャル 病の起源 第１集「がん～人類進化が生んだ病～」、第２集「脳

卒中～早すぎた進化の代償～」は、進化というテーマが好きなので、とても引きつけ

られて見た。ヒトになるために必要な進化が病を起こすという視点からまとめたシリ

ーズで、大変おもしろい視点だと思った。がんが増殖するメカニズムが、精子の細胞

増殖メカニズムと似ているということを初めて知った。では、なぜ女性もがんを発症

するのだろうと疑問に思った。がんの栄養源になるものを細胞が作ってしまうメカニ

ズムや、がんの増殖を防いできた物質が減少してきたことなどが影響しているという

話も興味深かった。今後、がんを抑えるために何が必要なのか、さらに研究が進んで

いくのではないかという期待を持たせる感じだった。「脳卒中」については、手を動

かすことで脳神経が発達し、壁の薄い血管が増えてしまい、なおかつ塩分を摂るよう

になり、コレステロールが多い食生活によってさらに血管をもろくする方向に進んで

しまったという説明で、塩分やコレステロールを制限し肥満にならないよう生活習慣

に気をつけることが、脳卒中を予防するうえで重要だとわかり、興味深かった。次の

「うつ」の回も期待している。ただ、シーンをつなぐ芝居が、わざとだと思うが、少

し演技が過剰に感じた。 

 

○  ６月９日(日)のＮＨＫスペシャル 未解決事件Ｆｉｌｅ．０３「尼崎殺人死体遺棄

事件」は、放送と録画の計２回見たが、２つの事件が錯そうしていて、事件全体がよ

く分からなかった。初期に起こった事件は、ＮＨＫの調査で判明したのだろう。角田

という犯罪者が直接自分で手を下さず、家族同士で争わせる異常な犯罪は、共通する

手口だったようだ。関係者への取材などＮＨＫはよく調べたと思った。多くの通報が

あったにもかかわらずきちんと捜査しなかった警察の無責任さに憤りすら感じた。も

う一点理解できないのは、仲島茉莉子さんの父親がＮＨＫの取材で兵庫県にいたこと

が判明し、インタビューに応えていたが、自分の娘たちが監禁されて暴行を受けてい

ることが分かっているのに、なぜ警察に積極的に動かず自分だけ逃げたのか。その心
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理が理解できず、いまだに腹に落ちない。 

 

○  ＮＨＫスペシャル 未解決事件Ｆｉｌｅ．０３「尼崎殺人死体遺棄事件」を大変興

味深く見た。今回はシリーズ３回目だが、この事件は容疑者が逮捕され、ある程度概

要も分かっているのに、なぜあえて「未解決事件」として取り上げたのか少し疑問に

感じた。ただ、私自身事件についてある程度分かっているつもりでいたが、どうして

ここまで悪質化してしまったのかについてよく分かる構成になっていて、ＮＨＫの取

材力に改めて感じ入った。警察がもう少し的確な対応をしていれば防げたのではない

かという社会的な反省材料が、この番組からよく分かった。ドラマ部分は、真に迫っ

たもので、烏丸せつこさんが角田美代子役を演じたことによって迫真性をさらにいっ

そう高めたのではないかと思った。これからもシリーズの力作を期待している。 

 

○  ６月３日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「惚れた仕事は、愛し抜け 包装

管理士・岡崎義和」を関心持って見た。３０年以上この仕事を続け、あらゆるむだを

排除し、時間を効率的に使い、工場の人たちとも直接対話しながら問題点をクリアし

ていく様子が描かれていた。番組の中で良い言葉だと思ったのは、「言いたいことを

言うなら仕事をしっかりやれ」と「何とかしてくれという言葉には応えたい」であり、

自分自身もこういった思いで仕事に関わっているので同感だ。また同時に、若い人た

ちに対するメッセージとして、「仕事にこだわりを持て」や「妥協するな」なども伝

わってきた。自分自身の若い人たちへの対応とだぶらせながら見ることができた。 

 

○  プロフェッショナル 仕事の流儀「惚れた仕事は、愛し抜け 包装管理士・岡崎義

和」は、きわめて大きな感銘を受けた。耳慣れない「包装管理士」という仕事に興味

を持って視聴したが、多くのサラリーマンにとって、仕事への接し方や人生における

仕事の意義深さを強く印象づける内容だったと思う。これまでに、サッカーの本田圭

佑選手やソムリエ世界一などスター的な存在の人や、弁当屋、商社、広報の人など、

さまざまな市井の職業人を取り上げていて、いずれも個人に存在感が際立って、憧れ

や感銘を受けたとしてもあくまで自分とは別世界だという思いがしていた。今回の岡

崎さんについては、職種は認知度が低いものの、特段の志もなく就職した若者が、よ

い上司に出会い、組織の都合に振り回されながらも、諦めずに取り組み、やがて会社

の宝と呼ばれるようになり、定年を前に仕事の集大成として人材育成に励むという姿

は、多くの企業人の心中に存在する普遍的な理想像を体現するかのようであった。そ

のため、特殊な才能への感動というよりは、まさに主人公の仕事の流儀に対する共感

や共鳴による感動を生み出したのではないかと思う。勤務中に見せるうれしそうな笑

顔や態度、世話になった上司を思い涙ぐむ姿などにも多くの企業人が自己投影できて、
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それぞれが自分の仕事の流儀を振り返る、よい機会になったのではないか。大変よい

番組だったと思う。 

 

○  ６月１７日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「山谷を支える、医療の真心 

内科医・本田徹」を見た。本田さんが「仕事や境遇に違いはあっても人間は一皮むけ

ば中身は差がない」「“ドヤ”に住む人からも人間として教えられることは多くある」

という観点に立ち、上から目線で何か施しているのではなくて、同じ目線で接してい

たところに感銘を受けた。「プロフェッショナルとは」という問いに対して「いつも

自分が何か足りていないと思って、それをなんとか埋めていく努力を自分に課すこと

のできる人だ」という言葉は、まさに名言ではないかと思った。本田さんに頭の下が

る思いがした。 

 

○  「総合診療医 ドクターＧ」は、患者側となる視聴者にとっては、こうした症状は

放置しないようにというサインが分かり、毎回とても勉強になっている。いつもは診

断名が下りたところでエンディングになるが、５月２４日(金)の「肩が痛い」では、

病気がＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）だったので、医師としてこの病気の患者にどう

寄り添うかについて、研修医たちの意見を聞き出す時間を取っていたのが、印象的だ

った。本人や家族の思い、経済的なことまで踏み込まなければいけないという点につ

いて、若い医師たちが自分なりの言葉で答えているのがよかった。いつにも増して厚

みのある番組になっていた。 

 

○  ５月２５日(土)の週刊 ニュース深読み「６人に１人！ どうする“子どもの貧困”」

は、子どもの貧困対策法案が提出された直後だったので、非常にタイムリーだと思っ

た。東京都荒川区の対策をモデルケースに説明していた。貧困の原因などを調査・分

析し、従来の縦割りの行政システムを変えて、子どもの貧困を減らそうとしている取

り組みだ。ツイッターで「このテーマは偏っている」「親の貧困は自己責任だ」とい

ったコメントが寄せられていて、この分野への社会の理解がなかなか進んでいないと

いうことを改めて見て取った。産業社会学や経済学の専門家からは、今の日本の貧困

の根源には高度成長期からの経済の構造にも問題があるのだという指摘があるが、さ

らにＮＨＫでも取材を深めてもらい、社会の偏見がなくなっていけばいいと思う。 

 

○  ６月９日(日)のサキどり↑「世界に羽ばたけ！日本の伝統工芸」では、越前打刃物

の技術を応用したテーブルナイフや高岡銅器の技術を応用したインテリアなどが紹

介され、さらに加賀毛針の疑似餌の技術を使ったアクセサリーがパリ・コレクション

でデビューしたという話題もあった。地元としてはもう少し加賀毛針の話を露出して
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ほしかったが、タイトルどおり隠れた職人の技術が世界に通用する工芸品を作り上げ

ている、その過程をうまく取材し、すくい上げた番組で、元気をもらった印象だ。岐

阜の関や新潟の三条燕には刃物などが有名なように、ほかの地域にもこういう例はい

ろいろあると思う。地域できらりと光るものを取り上げ、「今から世界に通用してい

きますよ」という意味で紹介する番組を作ってほしい。続編に期待している。 

 

○  ６月１８日(火)の「ＬＩＦＥ！ ～人生に捧げるコント～」(総合 22:00～22:48)

は、内村光良さんが７種類のコントをおもしろく演じていた。特にダイオウイカは、

「ＮＨＫスペシャル」をパロディにしていて、楽しめた。昔は、ＮＨＫや民放を含め

てコント番組があったが、最近あまり見ないので、懐かしい感じがした。次回以降も

楽しみにしたい。 

 

○  「情報まるごと」の小澤康喬アナウンサーの進行や雰囲気が良い。一見淡々として

いるが、いろいろな物事を自身のこととして発信していこうという姿勢が表れている。

全国各地の情報が、民放のような華やかさとは違って、地道で誠実で、例えば風疹の

問題などタイムリーな時事ネタなども扱っている。今後も大切に作っていってほしい。

ＮＨＫならではの生の情報番組が出来上がっていってほしいと思う。 

 

○  連続テレビ小説「あまちゃん」は、周りの友人の評判がいい。それは、小泉今日子

さんが出演していて、青春時期の懐かしいものがたくさん出てきたり、コメディタッ

チの軽妙な会話など、私たち世代にも受けるような作りになっているからだろう。 

 

○  ドラマ１０「第二楽章」は、日本では今、４０代の女性の生き方に関心が持たれ、

生きやすい面と生きにくいところがある。そういった元気だと言われながらも苦悩し

ている女性の姿がドラマでうまく描かれていた。関心を引くタイトルで、扱ったテー

マも良く、すばらしいドラマだった。あそこまで親友の気持ちに寄り添えるかどうか、

また、すばらしい夫だったが、４０代であんなに“できた”男性がいるかどうかなど

少し気になったが、内容的には良かった。 

 

○  土曜ドラマ「島の先生」では、離島の自然の中で、いじめや親子問題、過疎化の島

がどのように生き残っていくかという問題を取り上げていて、興味深く見ている。教

師が生徒に、自分が娘に虐待していたことを告白する場面は、違和感があった。人間

はいざとなったらそういったこともあり得るのかもしれないが、「第二楽章」でも少

し感じたが、“ドラマ”的な話なのだろう。最終回まで楽しく見るつもりだ。 
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○  ５月２９日(水)のＧｏｏｄ Ｊｏｂ！会社の星「ＪＡＰＡＮ ＳＴＡＲ バングラ

デシュで服を売れ！」は、ある衣料メーカーがグローバルブランドになる目標を掲げ、

バングラデシュに進出し、若い女性社員が責任者となって市場調査から始めて、売り

方で苦労している様子を取材し、ようやく先が見えてきたというところで終わってい

たが、若い人がこのように頑張っていけば、日本の将来も明るいと思った。私はいつ

も、日本は製品の質を高めることばかり一生懸命考えていて、とかくマーケティング

がへたで、問題があると思っていたが、このように従来売っていなかった国で、新し

い市場を開拓しようという試みを見て勉強になった。いい番組だった。 

 

○  ５月５日(日)のこころの時代～宗教・人生～「一歩前に出る勇気」では、那須田稔

さんという８２歳の児童文学作家のまなざしを通して、こんな時代もあったのだ、こ

ういう状況を経て現在に至っているのだということの分かる番組だった。１人の半生

をきちんと１時間聞かせてもらえ、すてきな番組だったと思う。きき手のえのきどい

ちろうさんの個性や引き出し方もよかったのだろう。「こころの時代～宗教・人生～」

は初めて見たが、また見たい番組だ。 

 

○  ５月２２日(水)のハートネットＴＶ シリーズ出生前検査「命の選択をめぐる模

索」、２３日(木)の「どうしたら産み育てられますか」を見た。「命の選択をめぐる模

索」では、女性に選択が迫られ、その際、どうしたら自分らしい選択ができるのかに

ついて、アメリカのリポートを交えて紹介していた。情報がきちんと与えられ、安心

して選択できると問題にはならないと思うが、社会の支援によって決断できることの

重要性が分かった。「どうしたら産み育てられますか」の回では、世の中の偏見が前

向きな選択を阻んでいる要因だと紹介していた。アメリカの事例で、障害のある子も

一緒に過ごす小学校では、差別がなく、さらにその学校の学力は周囲の学校より高い

というのに驚き、この学校の取り組みはすばらしいと思った。 

 

○  ５月２７日(月)のハートネットＴＶ シリーズ未来へのアクション Ｆｉｌｅ１

２「ブラック企業に立ち向かえ」では、ブラック企業の被害者と名乗る会社員の告発

に対して、就労経験の全くない学生ボランティアが企業や労働基準監督署の対応を、

一方的に批判的に取り上げていくという内容で共感を覚えなかった。労基署が加重労

働や不当労働の訴えに対して、企業擁護の発言をするわけでもなく、本質的に社員を

食い物にする体質を持つ企業をブラック企業と定義していたが、３回程度の交渉で態

度を改めるというのは、単なる現場の管理不行き届きや労務管理の認識不足である企

業といえる。それをブラック企業といって糾弾するのは、はなはだ行き過ぎた勘違い

だと思う。 
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○  ５月２５日(土)のＥＴＶ特集「毒と命～カネミ油症 母と子の記録～」で、カネミ

油症事件はもう終わったという感じがしていたが４５年が経過した今でも苦しみ、治

療を受けている人がいることを知った。昨年、被害者救済法が成立したが、その認定

患者の対象範囲は、同居の家族まで拡大されたが、子どもや孫の救済には至ってない。

現在、どういった問題が起きているのかについて、よく取材していた。取材に応じて

いた親子は、カメラが回っているにもかかわらず、淡々と苦悩を語っていた。重い内

容だったが、いい番組だった。継続的な取り組みに期待している。 

 

○  ６月８日(土)のＥＴＶ特集「富士山と日本人～中沢新一が探る１万年の精神史～」

を、興味を持って見た。なぜ“文化”遺産なのかがよく分かった。信仰の起源、変遷

がきちんと、年代ごとに説明され、いろいろな遺跡を紹介しつつ、「富士講」につな

がっている話などがとても分かりやすかった。人類学者・中沢新一さんが遺跡や神社

を訪ねて、取材、解説していたが、その解説が番組を引き立てていて、大変すばらし

かった。富士山に関連した番組を３つ見たが、課題についてまだ十分に取り上げられ

ていないと思う。世界文化遺産登録後、２～３年後にはきちんと景観保全のための計

画を出さなくてはいけないそうだ。それらについても継続的に取材してほしい。 

 

○  ６月３日(月)のワイルドライフ「黒いオオカミ ～王者への道 １０年を追う～」

は、とてもおもしろい番組だった。黒いオオカミがドラマティックに登場するところ

を良いタイミングでカメラが捉えていると感心した。１０年に及ぶ発信器の記録が残

っているオオカミもいて、肉食系の中での草食系の生き方をしているのがとてもおも

しろかった。日本でも、シカやイノシシが増えすぎてしまって、日本のオオカミにつ

いてもこういった形で復活はできないものかと、素人ながらに考えた。 

 

 

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

 番組審議会事務局 
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平成２５年５月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会（議事概要） 

 

５月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、１６日(木)、ＮＨＫ名古屋放送局において、  

１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、金とく 北陸スペシャル「松井秀喜 父からの言葉」について説明

があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

続いて、「平成２４年度中部地方放送番組の種別ごとの放送時間」について報告があ

った。 

後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、６月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委員長    村本 淳子 （公立大学法人三重県立看護大学理事長・学長） 

副委員長   金森 昭夫 （中日新聞社取締役総務担当社長室長） 

委 員    伊藤 一美 （特定非営利活動法人子ども＆まちネット理事長） 

井上 庄吾  （愛知県農業協同組合中央会常務理事） 

佐野 俊和 （コマツサービスエース（株）代表取締役社長） 

杉浦 宇子 （弁護士） 

立花 貞司 （トヨタホーム（株）取締役会長） 

田中 章義 （歌人・作家） 

野田 雄一 （富山ガラス工房館長、富山ガラス造形研究所教授） 

森棟 公夫 （学校法人椙山女学園理事長、椙山女学園大学学長） 

 

 

（主な発言） 

 

＜金とく 北陸スペシャル「松井秀喜 父からの言葉」 

       （４月１９日(金) 総合 後 8:00～8:43 中部ブロック）について＞ 

 

（ＮＨＫ側）   

          この番組を発想したのは、昨年１２月２８日(金)の朝、松井 

秀喜さんの現役引退のニュースが入ってきた時だ。金沢放送局 

としては、郷土のヒーローであり、これまで彼をいろいろな面 

から取り上げてきたので、急きょ、その日の夕方に特別番組を 

放送することにし、松井さんの父・昌雄さんにゲストとして来 
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てもらった。番組が始まる前に、松井さんとの思い出話やエピ 

ソードなどをいろいろと聞く中で、昌雄さんの息子を見る目線 

に感じるところがあり、単に松井さんの足跡をたどるのではな 

く、父と子の関係に焦点を絞った番組を作りたいと考えた。番 

組制作にあたっての問題は、松井さん本人のインタビューが取 

れないことだった。当時、彼はまだニューヨークにいて、メデ 

ィアをシャットアウトした状態で、アクセスする手段がなかっ 

たが、助けになったのが金沢放送局で撮りためた膨大な松井さ 

んのインタビューや映像だった。お父さんの一方的な思い込み 

の話にならないように構成しようと思い、客観性を担保するた 

めに関係者のインタビュー取材に走り回った。まず、３月２９ 

日(金)に北陸３県向けの「北陸スペシャル」で放送したところ、 

その直後の４月１日(月)に、松井さんが国民栄誉賞を受賞する 

というニュースが入り、大忙しで次の準備に入った。東京の報 

道局から松井さんのインタビューが取れると連絡を受けたので、 

改めて再構成し直し、「金とく」として放送することにした。 

この番組は、松井さんを長年取材し続けた金沢放送局でないと 

できない番組だったと思う。「かがのとイブニング」の「レッツ 

ゴー松井」のコーナーに携わったディレクター、記者、キャス 

ター、編集など、皆の総力で乗り切れたと思う。 

        

○  番組を見て、“松井秀喜”を生んだのは、彼自身の才能や社会環境ではなく、父親

の愛情であり、父親との関わり方だと痛切に感じた。特に、引退時に「たくさんの夢

をありがとう」という目線で息子に語りかける父親と、それに対して「いつも見守っ

てくれた家族のおかげです。改めてありがとう。お母さんにもよろしくお伝えくださ

い」と親に敬語で語る松井さん。これは、“松井”の“松井”たる礎で、大変感銘を

受けた。番組では、闘う息子に対して適時適切にしった激励する父親の手紙、それを

受けて活躍する松井さんの姿がテンポよく交互に出てきて、さらに地元の友人や恩師

などによる人物像のインタビューを入れていて、全体的に適量で間延びしていなかっ

た。この種の番組にありがちな過度な演出や感動秘話のようなものもなく、すがすが

しく見ることができた。野球ファンや松井ファンのみならず、親子で見ても学ぶべき

親子関係を描いた、大変よいドキュメンタリーで、全体的に楽しめた。 

 

○  これまで松井さんの試合をあまり見ることもなく、インタビューも言葉が足りない

印象だったが、今回、松井さんに関する番組として初めて見て、大変感心した。特に、
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子どもたちに夢を与え続けてきたところや、その姿勢を一貫して失わなかったところ、

また、いくつになっても父親のアドバイスを聞き続けているところに感銘を受けた。

２０年間 400 通もの父親からのファックスを真面目に読みアドバイスを聞く謙虚な

姿勢が全然変わらなかったことに改めて感心した。ニューヨーク・ヤンキースへの入

団会見で松井さんのうれしそうな表情を描く際に、幼い頃つくしを持って満面の笑み

で無邪気に喜んでいる少年の時の松井さんの映像を使っていたが、父親の目線をうま

く表現していて、心打たれるとともに、印象的だった。甲子園で、５打席連続敬遠さ

れたときのエピソードを語る監督や友人の話は、金沢放送局の取材力の成果だと感心

した。松井さんのように謙虚さを忘れず、野球少年たちが一生懸命の練習に励むこと

は、教育的効果も大きいと思う。 

 

○  松井さんのお父さんは、歌手というイメージが強かったので、教育面でこんなに立

派な考え方を持った人だとにわかには信じられなかった。自分自身も「子育てをもう

一度やり直してみたい」と思っていたが、この番組を見て、とてもこんな立派なこと

はできないと思った。「好きな道は自分で選べ、選んだ以上は自分で責任を持て」「『人

間万事塞翁（さいおう）が馬』で、一喜一憂せずに前を向いて進め」「謙虚になれ」

といった人としての基本的なことをきちんと教えていたそうで、大変すばらしいと思

った。フリーエージェントの権利を得た時、「決断した以上は命をかけて頑張ります」

と語る姿やアメリカでのマスコミへの謙虚な対応は、こういった父の教えのとおりに

実践しているように感じた。会社の組織に置き換えた場合に、上司としてあるべき姿

は、社員の自主性を尊重して、基本的な考え方をきっちり教え込み、道にはずれそう

になった際に、軌道修正してあげるということだ。子どもに対して、一定の距離を持

って温かく見守る姿勢は、会社で上司が部下への接し方にも通ずるものがあるのでは

ないかと思った。お父さんがあまりにすばらし過ぎて、一流の野球選手に育てようと

思ってもっといろいろな口出しをしたのではないかと思うが、本当にこれだけだった

のかと信じられない気持ちになるほどすばらしい親子関係だと感じた。 

 

○  よくできた番組で感動した。国民栄誉賞受賞が決まったときに、実績からするとな

ぜ松井さんなのかという印象だったが、この番組を見て、彼の人間性、人間力、人格

を認識させられた。お父さんが息子に送ったファックスは、シンプルな表現の中にも

深い意味があるものだ。例えば「朝の来ない夜はない」や、「苦しいと思いますが、

耐えてください」と、あえて「ください」という表現をしていて、こういう親子関係

の中で現役時代を過ごしてきたのかと知った。いつもの「秀さん」という呼び方では

なく、番組の 後の方で「秀喜の喜びを私たちも共有できた」と「秀喜」とお父さん

が表現したところがあった。引退してやっと自分の子どもに戻ったという心境からな
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のか、それまでは自分の子どもではなく、野球界の一人なのだと思って育ててきたの

だろうかなどと思いながら大変興味深く見た。 

 

○  自分自身、野球ファンとは言えないが、この番組を見て、野球の持つ魅力を強く感

じた。これまでのニュースでは、常に勝ち負けに一喜一憂している人だという印象で、

なおかつ「父」と「言葉」というタイトルからは、漫画「巨人の星」の親子をまず連

想したが、番組を見て全く違うのだと驚いた。特に、トスマシーンという形での関わ

り方が印象に残った。子どもの頃のキャッチボールは、とても幸せな時間だったと述

懐したところを見て、子どもと関わることの大切さを改めて感じた。また、このほか

に、５月４日(土)のハイビジョンスペシャル「松井秀喜、長嶋茂雄と語る～ヤンキー

スで体験した苦悩と歓喜」(BS1 後 7:00～7:50)、ＢＳ１スペシャル「松井秀喜 メ

ジャーリーグ全ホームラン」(BS1 後 8:00～8:55)、７日(火)のクローズアップ現代

「松井秀喜とともに闘った“同級生”たち」を見たが、あらためて松井さんの人間像

が浮かんできた。 

 

○  全体の流れの中でお父さんからの言葉を生かした良い番組であったが、彼も父親に

なったと思うので父親としての松井秀喜の言葉もあればさらに良かった。松井さんが

“日本の宝”であることは間違いないと思うので、今後も松井さんに関してはいろい

ろな形で、例えば「５５歳の松井秀喜」など、しかるべきときにまた取材し、「松井

秀喜の素顔」や動向を引き続き金沢放送局発で取り上げていってほしいと思う。 

 

○  あまり野球を見ておらず、松井さんについても注目していなかった立場でこの番組

を見たため、 初は、この親子関係は本当なのかと信じられない印象だった。番組は、

子どもの頃にお父さんにキャッチボールをせがんだ話から始まって、去年の１２月に

引退するまでを時系列で追ったもので、映像もはさみながら紹介していて、特に野球

のプレーについては、すごいものを選んでいた。インタビューに応える松井さんはと

つとつとし、派手さはないが、真面目な人だという印象で、日本人の好きな地味さが

あると感じた。父から送られたファックスについては、内面に介入しすぎず、少し距

離を置いた内容となっていて、こういう親子関係が彼の真面目さを育ててきたのだと

思った。しかし反面で、子どもにとっては、こんなに大量のファックスや手紙が送ら

れてきて、干渉されていると感じないはずはないだろうとも思った。 

 

○  子どもが思春期になっても親の意見を素直に聞けるには、小さい頃からきちんと親

子関係ができていないとだめだそうだ。そういった意味で、松井さんが息子として、

父親の言葉を受け止められるというのは、小さい頃からの父親との関係がとてもよか
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ったのだろう。ヤンキースの記者会見の笑顔を見て、「４歳のときの笑顔と同じだ」

と当時の映像を出したのは、父親ならではだと思った。松井さんが父親にせがんでキ

ャッチボールをしてもらったというエピソードは、２人の関係を知るヒントのように

思う。物心がつく前に、親の夢を背負わされてプロスポーツ選手に進むという人が少

なからずいるが、松井さんは自分で野球を選び、自分で自分の道を決定していると受

け止めることができた。 近の調査で、子どもたちが仕事を選ぶ際に、親が干渉して

いる実態があるそうだが、そういう意味で、松井さんが自分で自分の道を選んだとこ

ろに、もう少し焦点をあててもよかったように思う。 

 

○  テーマを父との関係に広げていたので、主人公の半分として父親を取り上げる必要

があるだろう。そういった意味で、昌雄さんがなぜああいった教育をし、子どもへの

接し方ができたのかについて知りたかった。松井さんの父は、宗教家でもあると知ら

れているが、なぜお父さんはこんな理想的な父子関係を築けたのだろうか、その背景

は何だったのか、またお父さん自身はどういう育ち方をしてきたのか、どういう人生

観を持っているのかなども知りたかった。父と子の関係をテーマに絞ったにもかかわ

らず、そういったお父さんの背景について説明がないと、単なる美化に終わってしま

い、隔靴そうようの感がした。また、こういった父子関係の中で、母親はどういう存

在だったのかも知りたかった。これまでに、父子間の対立はなかったのだろうか。あ

ったが描かなかったというのでは、物足りない感じがする。 

 

○  すばらしい形にまとまっている番組で、人間性、人間力のようなものを感じた内容

だった。ただ、人生のポイントごとに示す構成ではあったが、人間が成長の過程で、

親に反発したり、反抗したりする時期が必ずあると思うが、そういったことが描かれ

ていなかったのが残念だ。人間はそういった試練もあって強くなり、大きくなってい

くと思うので、成長過程をもっと詳しく知りたかった。 

 

（ＮＨＫ側）   

          “聖人君子・松井”像をいかに崩すかという思いもあって、 

親子けんかはなかったのか、家出したことはなかったなどのエ 

ピソードがないか聞いてみたが、出てこなかった。読売ジャイ 

アンツの２年目に実家に帰郷した際、「てんぐになってはいけ 

ないよ」とたしなめたシーンを入れたのはこうした意味合いか 

らだ。ただ結果としては、そういった要素はなく、深く踏み込 

めなかったのが実情だ。将来、松井さんがどこかの球団の監督 

になった時などには、ぜひ松井さんの真実像に迫れるように、 
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金沢放送局では今後も取材を深め、新たな事実を掘り起こして 

いきたいと思う。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ４月１９日(金)のナビゲーション「さようなら“やなな”～柳ケ瀬商店街の人気キ

ャラクター引退物語～」を見た。“やなな”に入っていた女性の姿にとても感動した。

ただ、商店街の店主や“やなな”を生み出した町づくり団体へのインタビューからは、

“やなな”というご当地キャラクターの持つ意義や価値が核心的に語られておらず、

“一発芸人”の末路と重なって見えるような切ないドキュメンタリーだったことが残

念だ。 

 

○  ４月２２日(月)から、「ニュース富山人」で「Ｗｅ ａｒｅ 富ミ～ズ」という富山

の水の魅力を紹介する新コーナーが始まった。これまでもずっと「穴の谷の霊水」を

飲んでいたが、その水が超軟水であることをこの番組で知った。硬度６の軟水になる

仕組みもよくわかった。また、富山には硬度４０の超硬水があることも初めて知り、

水を汲みに行った。自然について、水を中心に考える必要性があると知り、富山放送

局が取りあげる意義を感じた。 

 

○  ４月２６日(金)「徹底討論 どうする名古屋の未来～河村たかし市長に問う～」(総

合 後 7:30～8:43 東海３県)では、名古屋市長選の直後に新市長が出演し、テーマ

ごとに専門家を呼んで議論していたが、想像どおりの展開だった。河村さんは、人の

意見をきちんと聞いて誠実に答えるということをあえてしない人なので、自分の言い

たいことにうまく話題をすり替えていく達人だと確認した感じだ。生放送しようと考

えたＮＨＫは、勇気があると思ったが、生放送でなければいけなかった必要性が番組

を見ていて感じられなかった。きちんと編集した方がよかったと思う。ただ、この番

組を見て、市政に密着した番組の可能性を感じた。市民からの提案と市長が出すアイ

デアなどをぶつけ合って、徹底討論するような番組を名古屋放送局で制作すれば、若

い人たちからも関心が得られるのではないだろうか。 

 

（ＮＨＫ側）   

          政党討論や政治をめぐる討論はできるだけ生放送でお伝えし 

たいと考えている。後で編集を行なわないことで、公平性を担 

保し、政治家本人に発言に責任を持っていただくという考えか 



7 

 

らだ。結果的に、伊藤委員がお感じになったような面も含めて、 

河村市長の生の姿を視聴者にさまざまな角度から伝えることが 

できたと思う。１人ずつの発言時間を想定して、テーマの数を 

設計していたが、時間を大幅に超えて発言されることもあって、 

なかなかひとつひとつのテーマを深めきれなかった反省はある。 

いただいたご指摘も参考にさせていただき、今後も討論番組を 

制作していきたい。 

 

○  ４月２６日(金)の静岡流「植物の力を信じて ～赤字植物園再生 樹木医の挑戦～」

は、樹木医が赤字の植物園の再生に挑戦している話で、地方の植物園の苦悩や葛藤、

その中でのチャレンジが現実的に描かれていて、とても心に残った。 

 

○  ４月２４日(水)のＧｏｏｄ Ｊｏｂ！会社の星「“ガテン系女子”ＳＰ！」は、“ガ

テン系”とは何のことかわからず、言葉に関心を持ったことから見た。従来、男性が

多い肉体労働系の職種に女性が進出し、元気にやっていることがわかり、とてもよい

と思った。特に、宅配便会社が、3,000 人以上の女性を雇っていて、育児休業のルー

ルなど、現場の必要性から女性に対する就業規則を変え、働きやすいルールにしてい

るというのは新しい流れだと思った。女性の職業の幅が広まってきているのだと勉強

になり、社会の傾向としても望ましいと思った。 

 

○  「マサカメＴＶ」の４月２０日(土)と２７日(土)を見た。いずれもとてもおもしろ

かった。「文房具にまつわる目のつけどころ！」では、付箋ののりを応用してヘアス

プレーを開発した話など知らないことがあって、興味ある情報だった。「新幹線にま

つわるまさかの目のつけどころ！」では、鳥の動きで消音の技術を開発するなどさま

ざまな工夫がなされていることに感心した。オードリーさんが一息つける話をうまく

はさむなどエンターテインメント性もあり、ユニークな情報を得られ楽しく見ている。 

 

○  ４月２１日(日)のうまいッ！「駿河湾の恵み！サクラエビ～静岡市～」は、駿河湾

のサクラエビを扱っていて、大変興味深く見た。 

 

○  大人ドリル「徹底追究！ ＴＰＰの正体」(中部ブロック ４月２７日(土)放送）で

は、ＴＰＰ(環太平洋パートナーシップ協定)の本質について解説していたが、内容的

に難しいと思った。ＴＰＰは経済だけの問題ではなく、国の基本的なあり方なども変

えてしまいかねないというようなことを言っていたが、なぜそうなるのかについての

掘り下げ方が浅かった。また、国民皆保険やＩＳＤＳ条項(投資家対国家の紛争解決)
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についても、少ししか触れていなかったので、理解が難しいと感じた。 初に農業団

体は反対、工業関係は賛成とあり、農業対工業という構図が印象づけられたように感

じた。 

 

○  ５月１日(水)の終焉（おわり）の美学「乗りものは何処へ？」は、海外では、航空

機や鉄道車両、自動車を裁断機にかけたり、海に投棄し魚礁にしたりして廃棄処分す

るが、日本では９９％の割合でリサイクルしており、その技術を追った番組で、引き

込まれて見た。自動車のマルチ解体機を作った高倉会長の「ものを壊すのも芸術」だ

という 後のコメントがとてもよかった。“ものづくり”は、作り出すことに目が行

きがちだが、 後まで始末をし、リサイクルまで行うことで“ものづくり”が完結す

るというメッセージが伝わってくる興味深い番組だった。 

 

○  ５月３日(金)の憲法記念日特集「“憲法改正”を問う」(総合 前 9:20～10:00)では、

伊藤真弁護士（日弁連憲法委員会副委員長）の、憲法の基本の解説が理路整然として

おり、大変よかった。 

 

○  「ドキュメント７２時間」は、さまざまな３日間に焦点をあて、７２時間に繰り広

げられる人間模様を描く番組で、着眼点が良く、大変おもしろい企画だ。５月３日(金)

の「旅立ちの新千歳空港」を見たが、ぜひ今後も注目していきたい。 

 

○  ５月４日(土)のヒーローたちの名勝負「かばい手か？つき手か？ 貴ノ花・伝説の

一番」で、北の富士対貴ノ花戦を見て、こんな名勝負があったのかと映像でよくわか

った。貴ノ花が「うっちゃり」のような形で北の富士を倒したが、北の富士のついた

手が「かばい手」と見なされ、行司差し違えとなり、相撲史上 も論議を呼んだ勝負

だったと初めて知った。団塊の世代は、相撲や野球に興味があるので、これからも伝

説の名勝負などを見たい。 

 

○  ５月４日(土)のＳＯＮＧＳ「ウィーン少年合唱団」を見た。ウィーン少年合唱団は、

４つの組に分かれて別々に活動しているが、500 年以上の歴史の中で、初めてその４

組が同じステージに立ったのが、2011 年にウィーンで開かれた東日本大震災のチャ

リティーコンサートだったと知り、大変興味深く見た。もう少し早い時間に放送して、

もっと多くの人たちに知ってもらってもいいと思う。 

 

○  ５月５日(日)のダーウィンが来た！ 生きもの新伝説「絶景連発！ホタルイカの光

の謎に迫る」では、富山湾のホタルイカについて取り上げていた。ホタルイカは定置
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網で水揚げするときによく光るのだが、その発光のしくみがわかるとともに、雌のみ

が光ることなど驚く内容だった。 

 

○  ５月５日(日)のサキどり「こどもの日に語ろう。大人の子どもの頃の夢！」では、

子どもの頃の夢はどうだったかというテーマで、大人になって１日仕事体験できるサ

イトを紹介し、実際に体験していて、特に、２０代と５０代の子どもの頃に憧れてい

た職業についての比較が興味深かった。 近の若い人たちは、親のバイアスが結構か

かっていて、働き方が見えやすいものに人気があるという話はおもしろかった。 

 

○  ５月６日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「桜よ、永遠に美しく 咲け 樹

木医・小林勝」は青森県弘前公園の桜の木を、樹木医の小林さんが命をかけて守って

いる番組で、桜の木が生きていることがリアルに伝わってきて、感銘を受けた。人の

命を守る医師と同じように樹木の命がこのように守られ、木に生命が宿っていること

を改めて理解し、感心した。このような地味で、あまり人に知られていないが大切な

仕事を「プロフェッショナル」で今後も取り上げてほしい。 

 

○  ４月２８日(日)のＮＨＫスペシャル シリーズ日本新生「ＴＰＰ交渉 どう攻める 

どう守る」は、大変わかりやすかった。賛成・反対という形ではなく、取材力を生か

した情報提供と、識者の解説がとてもわかりやすかった。日本は遅れて参加するわけ

なので、厳しい交渉が想定される中、メキシコやカナダの大臣へのインタビューや、

特に事例として、ニュージーランドの乳製品の輸出の問題を取り上げ、その結果とし

て日本はどういった影響を受けるのか、またそれが地域経済や関連企業にどういう影

響を及ぼすのかということまで踏み込んで解説していたので、わかりやすかった。Ｔ

ＰＰについては２１分野もあって、詳しい情報が不足しているので、それぞれの項目

についてさらに情報提供、解説してもらえるとありがたい。 

 

○  ５月４日(土)のＮＨＫスペシャル「ラストメッセージ 井上ひさし“ 期の作品”」

を見て、井上ひさしさんが２０年前に構想し、取り組んできた未完の戯曲「木の上の

軍隊」の制作にあたって、沖縄戦の生存者を訪ね歩き、その証言を丹念にメモに書き

起こしたことなどをたどっていたが、真剣に現地の人たちの思いを自分の身の中に引

き込んで、どう感じて書けるかというところまで追い込んでいたのではないか。そう

いう劇作家としての姿勢などが見られて大変よかった。 

 

○  ５月５日(日)のＮＨＫスペシャル「新生 歌舞伎座 檜(ひのき)舞台にかける男た

ち」は、４月に新開場となった東京の歌舞伎座の初日を歌舞伎俳優のみならず、建築
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から舞台裏に至るまで関わるさまざまな人たちをテンポよく取り上げていて、歌舞伎

ファンにはたまらない、見応えのあるドキュメンタリーだった。特に、ふだん目にす

ることのできない花道から見た俳優像や、床山、音響・照明へのこだわり、着替える

シーンなど、ＮＨＫでなくては取材できなかっただろうと思われるものが多く見られ

た。また、インタビューでは名実ともに歌舞伎界を支えてきた名優たち、特に中村吉

右衛門さんを中心にしたことで、本物感や重厚感が出ていた。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「新生 歌舞伎座 檜(ひのき)舞台にかける男たち」は、中村吉

右衛門さんや松本幸四郎さんたちが、いかに伝統芸能を守るか、本当に全身全霊で取

り組んでいる姿を見て感動した。今回は、タイトルが「檜（ひのき）舞台にかける男

たち」ということで、俳優の観点で描いていたが、建物もすばらしいものに仕上がっ

ているので、ハードの面も取り上げてほしかった。古い建物を造り替えるのは技術的

には非常に難しく、特にコストの面ではものすごくかかったと思う。どのような工夫

や議論があったのか、苦渋の選択なども紹介してもらうと、視聴者の歌舞伎座への思

い入れがまたひとしおになったのではないかと思う。 

 

○  ５月１１日(土)のＮＨＫスペシャル メイド・イン・ジャパン 逆襲のシナリオⅡ 

第１回「ニッポンの会社をこう変えろ」は、内容的にとても多様だった。分業の壁を

取り払うこと、大企業の組織構造を中小企業の連合体のようにして、顧客の要望を開

発に直接につなげるように工夫しないといけないという話など学ぶことが多かった

が、ひとつ足りない点があった。製品を作る能力は、日本は優れているが、販売につ

いてはどうなのだろうか。海外の成功している企業は、販売が戦略的にとても優れて

いるのではないかという点について、強調しないといけなかったのではないか。 

 

○  ＮＨＫスペシャル メイド・イン・ジャパン 逆襲のシナリオⅡ 第１回「ニッポ

ンの会社をこう変えろ」は、今後、競争に勝っていくためには会社の組織はどうある

べきか、取引先との関係はどうあるべきかといった点が番組の柱であったと思う。メ

ーカーでは技術開発、生産、販売・営業といった機能軸で組織が分かれているが、大

きな組織になればなるほど開発や生産のいわゆるバックヤード部門では、直接客との

対話がなくなってしまい、ニーズに合わないものを作り出してしまうという問題点に

ついて、みごとに指摘していて、とてもよいメスの入れ方だった。欲を言えば、企業

側から買い手への情報発信についてもメスを入れたらさらによかったと思う。 

 

○  ５月１２日(日)のＮＨＫスペシャル メイド・イン・ジャパン 逆襲のシナリオⅡ 

第２回「新成長戦略 国家の攻防」では、産官学が一緒になって技術開発を行ない、
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また、国の規制などを考え直さなければ、日本は世界的に負けてしまう。その点で、

新興国はスピードが速いというような内容だったが、要するに、企業が持っている緊

張感と同じような緊張感を政府も持ちなさいということであり、とても納得のいく話

だと思った。しかし、世界を席けんしていく日本の商品開発についての話がなかった

のが残念であった。 

 

○  ＮＨＫスペシャル メイド・イン・ジャパン 逆襲のシナリオⅡ 第２回「新成長

戦略 国家の攻防」は、日米半導体交渉など過去の経済外交が失敗だったと正面から

言及した点が大変よかった。 近、海外に行くたびに、日本の国力が落ちてきたと実

感する。官民一体で競争力を高めていくことが必要だという観点に立った指摘はまさ

にそのとおりだと思った。同時に、ビジネスがしやすい環境を作っていかなければな

らない。日本は法人税が非常に高いという点にスポットを当てていたことも良かった。

日本のこれからを考えると、五重苦、六重苦のような問題があり、中でも労働規制、

つまり残業に関する規制が厳しく、国力を弱めている要因だろうと思う。今後、こう

いった問題についてもスポットを当ててほしい。 

 

○  ＮＨＫスペシャル メイド・イン・ジャパン 逆襲のシナリオⅡ 第２回「新成長

戦略 国家の攻防」を見た。昨年の「メイド・イン・ジャパン」の第１シリーズでは、

いかに家電メーカーがアジアでちょう落していったか、民間企業の経営方針などの失

敗によって諸外国に負けたという視点だったが、今回は、明確に国の政策の弱さを正

面に打ち出していた。半導体交渉など各国では、産官学ですでに進んでいるにもかか

わらず、日本はいつの間にか立ち遅れてしまっている。今、逆転のために取り組まな

ければならないことがはっきりとわかった。特に、介護や医薬部門での新たな市場の

開拓、市場に出すための段階を簡潔にし、研究開発から事業化するまでの間に国の支

援が必要だと明確に打ち出していて、とてもわかりやすい、勉強になる番組だった。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「家で親を看取 (みと) る その時あなたは」（東海３県 ４月２

２日(月)放送）を見た。国の政策として看取る場を病院から在宅へ切り替えてきてい

るが、そういった状況に置かれた家族の悩み、苦しみなどを考えさせられ、課題を投

げかける番組だった。今回は、病院を出てから約３か月間、実の娘が在宅で介護して

いたが、実際にはもっと長期化しているケースや嫁が介護する場合もあり、苦悩はも

っと深いと思う。この番組ではそうした点が見えてこなかった。超高齢化が進んでい

る中で、在宅医療を支える社会インフラはまだまだ遅れていると思う。今後もこうい

った点や国の政策の進捗（しんちょく）状況などを番組で取り上げ、課題を投げかけ

るよう期待している。 
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○  ＮＨＫスペシャル「家で親を看取 (みと)る その時あなたは」を見た。看護につ

いては、今後ますます病院から地域、家族へと移っていくので、日々変わっていく状

況を引き続き丁寧に取材してほしい。危機感やどのように生きなければならないかが

よくわかる内容だった。 

 

○  「ミュージック・ポートレイト」は、人生の大事な曲を選んで対談する番組で、興

味深く見ているが、５月２日(木)、９(木)のよしもとばななさんとサンディーさんの

回がとてもおもしろかった。 

 

○  ５月８日(水)のハートネットＴＶ 子どもの虐待 どう救うのか？(３)「埋もれた

“性的虐待”」を見た。子どもの虐待の中でも、性的虐待は非常に多いはずなのだが、

あまり社会では認知されにくく、厚労省の統計でも虐待相談件数の２％ぐらいしかな

く、表面化しづらい分野でもある。番組では、どのように見つけ、治療に結び付けて

いくかという視点で、いくつかの事例を紹介していた。山梨県立大学の西澤哲教授が、

教師や保育士が知識を持って、医療現場で発見できる技量を身につけることの重要性

を話していたが、「どう救うのか」という立場からすると、もっと深めてほしい部分

だった。性的虐待が表面化しないのは、社会では否認の心理が大きく働き、なかなか

見つけづらいことなどを西澤さんに解説してもらってもよかったと思う。大事な問題

なので、これからも引き続き繰り返し、取り上げてほしい。 

 

○  ４月２４日(水)の幻解！超常ファイル ダークサイド・ミステリー「Ｆｉｌｅ．０

１ ネッシーの謎！ 江戸時代にＵＦＯ！？」を見た。ネッシーやＵＦＯなどを、Ｎ

ＨＫがどのような切り口で取り扱うのかに興味があった。ネッシーについては、目撃

証言や新事実発見などといった好奇心をあおるようなことに主眼を置かず、ネッシー

ミステリーがどのように発生し、流布されてきたかを具体的な当時の客観的事実に基

づいて説明されていた点がきわめて興味深く、これまでのこの種の番組とは一線を画

していた。たった１年間でネッシーが首長竜であるというイメージが生み出されてい

ったことが、きちんとした取材を基に事実として明らかにされた点がよかった。また、

さまざまな観点からの検証や解説は論理的で納得できるもので、ＮＨＫらしく品のあ

る、知的好奇心を満たすよい番組だった。一方で「江戸時代にＵＦＯ！？」について

は付け足し感が強かったので、次回以降、竜頭蛇尾にならないことを期待する。 

 

○   ４月２５日(木)のタメ・トラベル～同い年おしゃべり旅～「千葉・内房」では、同

じ年に生まれたという共通項だけの全くジャンルの違う、初対面の３人が一緒に旅を

していくのだが、予定調和な感じではなく、心から旅を楽しんでいるようで、とても
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おもしろかった。 

 

○  ５月１日(水)の島耕作のアジア立志伝「第１話スペシャル」を見た。なぜ華僑が中

国であれほど大きな市場を獲得したのかを島耕作が振り返る番組だった。アニメを使

った珍しい手法で、とてもわかりやすく、いい作り方だ。特に、タニン・チャラワノ

ン会長が中国の鄧小平氏と面会した場面を、白黒のアニメで再現していたところは、

リアル感に富んでいると思った。こうした手法は、これからも使えると思った。「Ｎ

ＨＫスペシャル メイド・イン・ジャパン 逆襲のシナリオⅡ」も「島耕作のアジア

立志伝」も、日本はもはやアジアのトップランナーではないと強調していて、日本の

今置かれている立場がよくわかった。 

 

○  ５月５日(日)のＳＯＮＧＳ「忌野清志郎ライブ完全版」(BS ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 前 0:10～0:59)

では、 後にロックに捧げた彼の人生をたたえて追悼する文言が出ていた。今後、タ

イマーズを特集してくれたらいいと思った。 

 

○  ５月１４日(日)のＢＳ歴史館 シリーズあなたの常識大逆転(２)「幕末・日本外交

は弱腰にあらず」では、これまでにあまり取り上げ られなかった人たちにスポット

を当てていた。改めて歴史について、多様に捉えなければいけないと思った。特に、

地図を作った伊能忠敬のことが強く印象に残った番組だった。 

 

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

 番組審議会事務局 
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平成２５年４月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会（議事概要） 

 

４月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、１８日(木)、ＮＨＫ名古屋放送局において、  

９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「父の花、咲く春～岐阜発地域ドラマ～」について説明があり、放

送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、５月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委員長    村本 淳子 （公立大学法人三重県立看護大学理事長・学長） 

委 員    秋元 祥治 （特定非営利活動法人 Ｇ－ｎｅｔ代表理事） 

伊藤 一美 （特定非営利活動法人 子ども＆まちネット理事長） 

佐野 俊和 （コマツサービスエース（株）代表取締役社長） 

杉浦 宇子 （弁護士） 

田中 章義 （歌人・作家） 

野田 雄一 （富山ガラス工房館長、富山ガラス造形研究所教授） 

松本 耕作 （加賀味噌食品工業協業組合理事長） 

森棟 公夫 （学校法人椙山女学園理事長、椙山女学園大学学長 

経済学博士） 

 

 

（主な発言） 

＜「父の花、咲く春～岐阜発地域ドラマ～」 

   （４月３日(水) ＢＳプレミアム 後 10:00～10:59 について＞ 

 

（ＮＨＫ側） 

これまで制作した地域発ドラマは、地域の良さを全国の人に 

知ってもらおうと、明るくて見やすく、そしてどこかコメディ 

ータッチで楽しく、というような作り方で、パターン化してき 

たようなところがあったため、今回はじっくり内面に迫ってい 

くドラマにと考え、ひと味違ったものになったと思う。今回の 

ドラマは、就職難などで閉塞感を感じている２０代の若者たち 

に、「大変だけどがんばって生きていこう」と、背中を押すよう 

なものにしたいと考え、伝説の幇間（ほうかん）と呼ばれた父 
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を追いながら、自分の居場所を見つけていくといったストーリ 

ーにした。岐阜に幇間が１人実在すると聞いて取材し、置屋も 

見せていただいた。置屋では血のつながらない者同士が一緒に 

生活し、ひとつの家族のように暮らしている。京都や金沢にも 

置屋があることは知られているが、岐阜にもあることが新鮮だ 

ったので、全国の皆さんにも知ってもらいたいと思って題材に 

した。 

 

○  地方局が制作する場合に、地方の文化、背景を作品に織り込みたいというという

趣旨はわかるが、短時間なので、その地域の特殊性や背景がわかりにくく、本質や

主題への共感が薄れがちだった。特に今回は、一般的になじみのない幇間という職

業がすべてのキーになっていたにもかかわらず、そもそも具体的にどのような志や

特質を持った職業なのかが、すぐには伝わりにくく、そのためテーマへの訴求が少

し浅くなった感じがした。生き方や精神的な重たいものに、さらに地域の色を反映

させるとどうしても重たくなり過ぎてしまい、その地域の者からすると「私の地域

のドラマよ」とは少し言いにくい感じがする。また、地方色を出すために、短時間

で方言を話させるのは、どうしてもおかしい感じに聞こえるので、そういった面で

地方色を出す必要はないのではないか。今までツッパリ役などが多かった桐谷健太

さんが初主演を務めており、これまでに見られなかった演技を見せていて、ドラマ

そのものはよかったと思う。 

 

○  よくできたドラマだと思った。古い伝統や文化と現代的な部分をうまく融合させ

ていて、随所に岐阜や美濃地方の景色、紙すきや「にわか」という伝統的なものば

かりでなく、暗いシャッター通りのアーケードなど今の要素もうまく織り交ぜて、

地方発ドラマとしての舞台をうまく表現していた。以前、福井の「太鼓持」の芸を

見たり、金沢にもお茶屋さんがあるため、こういった芸になじみがあり、自然に見

ることができた。出演者の演技自体はすばらしく、母子家庭の悲哀をものともしな

い母・美知子や、当初は不幸をすべて他人のせいにしている次郎、悲しい過去を現

実として受け入れていこうとしている梅花や女将（おかみ）の晴代の演技は、それ

ぞれがうまく個性を表現していたと思う。ただ、病床の伊藤蘭さんのメークは、死

ぬ間際なので、もう少し弱々しくてもよかったのではないか、また、病室にカセッ

トデッキを持ちこんで芸をするのは、普通の病院では考えにくいと思った。 

 

○  幇間という言葉やいわゆる「男芸者」という職業が歴史的にも古いことなどに関       

心を持ち、岐阜県に今も１人実在することも初めて知ることになってよかった。桐
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谷さんは、民放ドラマのイメージが強い俳優だが、作品によってこんな表情もする

のだという発見があって楽しかった。こういう職業があり、こんな思いで暮らして

いるという点を地道に丁寧に描いた地方局からの発信のドラマであったことをうれ

しく思う。岩本多代さんの演技がとてもすてきで、その存在感や雰囲気が、難しい

設定や状況の中でも、ストーリーに感情移入させてくれたと思う。 

 

○  岐阜県民を代表して、お礼を申し上げる。幇間のことやさまざまな町の美しさな

ど、「我が町にはこんなにすてきなものがあるのだ」と地元の人たちに気づかせてく

れるドラマで、見ていてうれしくなった。事前に、いろいろな情報番組などで取り

上げたり、交通広告などのプロモーションもしていて、地域おこしに携わっている

人たちも大変喜んでいた。地元の者にとっては有意義なドラマだった。今後も岐阜

をテーマにした番組ができることを強く期待している。 

 

○  サブタイトルが「岐阜・長良川幇間物語」となっているが、幇間をきちんと描い

た物語になっていないように感じた。紙すきは少し出ていたが、芸子などの着物や

帯、小物など伝統文化に関して、もう少し丁寧に描いてほしかった。 

 

○  ドラマでは、人の間を取り持つ、いわば間を幇（たす）けるのが、幇間の仕事だ

ということが描かれたストーリーだと理解した。次郎は梅次のお座敷の芸だけでは

なく、“人となり”を知ることによって自分の新しい人生を探し出し、梅次の仕事に

関心を持って踏み出していこうとしたのだろう。そういった点で楽しめたドラマだ。

全体的に斜陽の話で、なんとなく暗い印象だったが、その中で、梅次の“人となり”

を知ることによって自分の未来が開けてくる明るさがあって、よくできていたと思

う。岐阜城や長良川鉄道の映像、そして長良川や岐阜の町並みがきれいに描かれて

いて、ぜひ行ってみたいと思った。タイトルが「父の花、咲く春」だが、 後に梅

の花が満開に咲いて、梅が散り、４月に桜が満開になるという描き方が、ストーリ

ーを連想させる映像で感心した。家族で楽しめるドラマだった。 

 

○  とても楽しく、いいドラマだと思った。これまでの地方発ドラマもよかったが、

人の内面を見ていく作品でとても興味深かった。私が仕事で関わる少年事件を犯し

た子どもや、虐待事件の被害者で自立をしていく子どもなどが抱えている悩みとも

重なるところがあり、次郎が泣く場面では涙が出た。見終わった後に、良い余韻が

残った。痛みを抱えた人を上から目線で説教して諭すのではなく、随所に温かく思

いやりを示すシーンが織り交ぜられていた。例えば、父親に虐待されていた芸子の

梅花が、その傷といっしょに生きていけばいいという梅次の言葉に救われたことや、
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呉服屋の主人・山藤が自殺を考えていた際に、芸を見ている時に「続きは次に」と

言われて救われたエピソードなどは、人を強引ではなく奥ゆかしく自然に変えてい

くもので、とても興味深かった。ぜひ、梅次と出会って救われていく美知子や梅花

の話などで引き続きドラマを見てみたい。 

 

○  野村又三郎さんが演じる不世出の幇間がところどころに出てきて、とても迫力あ

る演技で印象的だった。幇間という職業を野村さんの演技からかいま見ることがで

き、よかった。少し惜しいのは、桐谷さんと伊藤さんはあまり似ていないので、こ

の２人が親子であるキャスティングには少し無理があると思った。次郎は梅次が本

当の父親ではなかったことがわかった段階から、自分の本当の父親への関心がどう

なったのかが描かれていなかったのが気になった。全国に向けて、岐阜の風景が紹

介されていたが、桜や鵜飼い、花火、雪化粧の金華山など、改めて岐阜が美しい町

だと印象に残った。短い時間にいろいろなものが凝縮された良い作品だった。 

 

○  岐阜がとても良い所だと感じられる場面が随所にあった。「早く気づいてよ」と思

わず言ってみたくなったりするなど、同世代の子どもを持つ親としては、感情移入

しやすい番組で、涙が出てきた。次郎が主役だという設定だったが、むしろ梅次が

主役のような内容で、梅次という幇間の存在を通して、日本独特の「言葉にならな

い良さ」、つまり黙っていても心の内面がつながっていくようなものが全体に流れて

いたように感じた。全体的に重い内容ではあったが、日本の良さや文化、母親の立

場での見方、人間の生き方などいろいろな事に気づかせてくれる番組だった。特に、

梅次の役は印象的で、常に自分が前に出ていくのが今の時代だが、さりげなく人を

思いやる梅次を通して日本人がもともと持っている大切な心に触れることができ、

いろいろと考えさせられた。 

 

（ＮＨＫ側） 

        今回のドラマの制作にあたって、幇間である梅次が持ってい 

た温かさに触れることで、主人公の次郎が新たに生きていく力 

を得ていくというドラマにしようとスタッフ皆で共有して制作 

した。厳しいご意見はなるほどと思うところもあったので、今 

後のドラマ作りに役立てさせていただく。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

○  ３月２２日(金)のナビゲーション「工場は来たけれど…～企業誘致 自治体の模

索～」は、地域課題としての着眼点はよかったが、内容そのものに目を見張るもの

がなく、きわめて凡庸な内容だった。他の地域の同様の課題を取材するなど事例数

を積み上げた中で、解決策や対応策を提示するともっとよかったのではないか。 

 

○  ナビゲーション「工場は来たけれど…～企業誘致 自治体の模索～」を見た。地

元である岐阜県では関心が高いテーマだけに、非常に興味深く見たが何点か気にな

った。１点目は、そもそも企業を誘致するという形の地域振興のあり方が本当に正

しいのかどうか。大規模工場を誘致することが是であるという前提そのものを疑う

視点があってもよかったのではないかと思う。２点目は、多治見市の事例の扱い方

で、他の市町村との差がいまひとつわかりづらかったのが残念だ。このテーマは大

変興味深いので、今後も引き続きリポートを期待したい。 

 

○  ３月１５日(金)の金とく「落語に恋して～全日本学生落語選手権１０年～」は、

落語に興味があって見た。内容はこれまで全日本学生落語選手権に出場した学生が、

その後の人生で、どのように落語に関わっているかというものだった。就職先が内

定していたにもかかわらず桂文華さんの弟子になった人の修業の様子や、三重県で、

数学教師をしている人の話し方が落語調なので、授業が楽しそうな様子などを紹介

していて興味深く見た。 

 

○  ４月５日(金)の金とく「木のぬくもりを伝えます～愛とめぐみの北陸・手仕事紀

行～」は、タイトルの「手仕事」でイメージした以上の職人気質や技術力の高さを

上手に取材した納得感のある番組だった。職人が自分の技量にきょうじを持って、

伝統的な木工製品に付加価値を生み出そうと一生懸命働いている姿と、若い職人を

育てる姿がよく理解できた。特に、福井県鯖江市の木工所の製品評価に関しては、

東京・丸の内の展示会場でお客さんの感想を取材するなどして情報の質を高めた点

がとてもよかったと思う。 

 

○  ４月１２日(金)の金とく「清流日本一！宮川 ～水の恵み 四季を旅する～」を

見て、驚かされた。宮川という清流が三重県にあるということも知らなかった。津

放送局が「ほっとイブニングみえ」のコーナー企画を１年分まとめて番組にしたよ

うだが、こういったニュース番組の企画が番組化されるのは、よい取り組みだと思

う。中でも、大台ヶ原は美しかったので、ぜひ行ってみたいと思ったし、旅人の小
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椋久美子さんの魅力も伝わってきた。「金とく」の番組ホームページを見たところ、

取材先の連絡先が電話番号を含めて掲載されていた点もよいと思った。 

 

○  ３月２６日(火)の「ほっとイブニング」は、「東海スケッチ」のコーナー「体験！

子どものまち」として、子どもが作る子ども都市を紹介していた。ドイツでスター

トしたもので、とても魅力的な事業だとわかる取材となっていた。しかし、この事

業には、保護者は入れないが、スタッフがさまざまな準備や助言、安全管理などを

行っている。その大人の動きがすべて放送には入っていなかった。この事業に関わ

らなかった人には、この「子どものまち」とは何だろう、子どもたちの力はすごい、

こんなことまでできるのだといったミスリードになりかねない内容になっていて、

とても残念だ。裏方で、大人がどのような思いで関わっているのかについても、ぜ

ひ取り入れてほしかった。 

 

○  ４月４日(木)の「ろーかる直送便」の金とく北陸スペシャル「歌う喜び 天まで

届け～福井ソアーベ合唱団の８か月～」を見た。音楽教師だった夫婦が、３０年前

に学校の教師を辞めて、自分たちで民間の合唱団を作って子どもたちに歌を指導し

てきたという内容だった。収入を失うなかで子どもたちを集めて合唱団を３０年間

もやってこられたことに大変感銘を受けた。指導の方針は、子どもたちに居心地の

いい場所を作るということで、教育の根幹に関わるものであり、そういった面でも

感心した。 

 

○  「めざせ！会社の星」が「ＧｏｏｄＪｏｂ！会社の星」とタイトルは変わったが、

内容的には同じ方針のようで、毎回興味深く見ている。４月５日(金)の「許してち

ょ～だい！？１００％誠意が伝わる謝罪法」では、どういう謝り方をしたらいいの

かをまとめていた。謝り方や謝罪の手紙の書き方などを放送してしまうと、ルーテ

ィン化されてしまい、逆に誠意がないと取られかねないのではないかと思ったが、

番組では、ひとつの社会的マナーを紹介しているのだと考え納得した。番組自体は

大変おもしろいと思った。 

４月１２日(金)の「どこまでＯＫ！？情報のトリセツ大特集」では、情報に関す

るコンプライアンスを取り上げていたが、少しわかりにくい点があった。ビールの

しこう調査に関するグラフをインターネット上からコピーして、自分のプレゼン用

資料に取り入れることは、いいか悪いかという出題だ。引用元を掲載しないとひょ

うせつになると思うのだが、番組では、公表されたデータであれば著作物ではない

ため、転載してもいいと言っていた。「引用する」ということが非常に重要なのだが、

公表データであれば転載してもいいといった点が印象として強く残ってしまったと
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思う。 

 

○  ４月９日(火)の「２１頭の犬たち ふるさとへの旅」(総合 後 10:00～10:43）を

見た。これまでの東日本大震災に関する番組は、人に焦点をあてた内容が多かった

が、今回は、犬と人間との関係を描いており、犬を主役に置くことで、犬はどのよ

うに感じていたのだろうという視点でいい内容だった。 

 

○   ３月２７日(水)のドキュメント２０ｍｉｎ．「それでも日本に生きる～復興を目指

す外国人たち」(総合 前 0:25～0:44:30)を見た。東日本大震災で被災した外国人た

ちがインターネット上の掲示板で体験談を書いている。仙台で活動している音楽グ

ループＭＯＮＫＥＹ ＭＡＪＩＫのメンバーのメイナード・プラントさんが、それ

を手がかりに被災地に残っている外国人たちを訪ね歩くものだった。ボランティア

で訪れ、そのまま定住したベラルーシ人の話は少数の事例だと思うが、うれしい話

題だった。また、韓国人の女性が、「マイノリティーの世界に潜んでいるのではなく、

積極的に前に出すことで変わっていく」という話などは、まさに外国人だからこそ

の言葉だと思った。東北について、世界でどのように伝えられているのかを知りた

いと思える、大変凝縮した良い２０分間だった。 

 

○  ３月２７日(水)の妄想ニホン料理「ベロベロな泥沸かし？の巻」(総合 後 19:30

～19:58)では、地元の石川県が出ていたので、関心を持って見た。石川県の「べろ

べろ」という料理を沖縄県の人がどのように妄想して作り上げていくのかを興味を

持って見た。とても楽しむことができたが、ヒントを聞いて情報を得て、妄想する

という趣旨なので、インターネットで調べてはいけないなどのルールを決めてほし

い。そうすれば、番組としては続いていくのではないか。 

 

○  ３月２７日(水)の世界遺産ドリーム対決！「ピラミッド ＶＳ．マチュピチュ」(総

合 後 10:00～10:47:30)は、よくある世界を紹介する紀行番組や県別対抗のクイズ

番組を組み合わせたような構成で、いかがなものかと思った。タイトルに「対決」

と入っているが、特段採点ポイントの基準もなく、出演者が手を挙げて決めるとい

う流れで、“ハラハラ感”や“ドキドキ感”がなかった。ピラミッド、マチュピチュ

の世界遺産に関してはよく取材していただけに残念であった。 

   

○  「応援ドキュメント 明日はどっちだ」の４月２日(火)「初回スペシャル」(総合 

後 10:00～11:13)と、４月９日(火)、４月１６日(火)(後 22:55:00～23:20)の３回

見た。３つの話が同時に進み、完結しないままで翌週につながっていく。関ジャニ
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∞は、よく知らなかったが、やり込めるような話し方ではなく、素直な表現で、次

につないでいくので、見やすかった。新しい取り組みの番組なので、楽しみに見て

いきたい。 

 

○  ３月１７日(日)のＮＨＫスペシャル「ロボット革命 人間を超えられるか」のオ

ープニングで、現代美術の搭乗型のロボットが出てきて、ナレーションが林原めぐ

みさん、音楽を川井憲次さんが担当していたので、ロボットオタク垂ぜんのロボッ

トものかと思って見たが、内容はそうではなく、軍用化や労働力として、人間の代

替となるロボットの開発が進んでいる様子が、ＮＨＫの取材で克明に記録されてい

た。特に、福島原発の収束を図るためにヒューマノイドの開発にかじがきられたと

いうところでは、結果的に原子力発電もそうだったのだろうが、ロボット開発につ

いてもやがて、制御不能の時代が来るのだろうと漠然と示唆している内容だった。

現状のロボット開発や課題について、一般の視聴者にもよくわかる、すばらしい番

組だったと思う。 

 

○  ３月３１日(日)のＮＨＫスペシャル「魂の旋律～音を失った作曲家～」を見た。

佐村河内守さんは、耳が聞こえないのに、どのようにしてあのような交響曲を作っ

ていくのか知りたかったので、この番組を見て、音を体で感じるということがこう

いうことなのだとよくわかった。ここまで撮影を許されたのはさすがＮＨＫだとと

ても感心した。音のない世界の人がどのように音を感じて、音を作っていくのか、

人間のすごさを改めて感じる内容だった。 

 

○  「プロフェッショナル 仕事の流儀」は、大好きな番組で、毎週楽しみに見てい

る。４月８日(月)は、脳神経外科医の坂井信幸さんを紹介していた。症例数が 7,000

を超し、成功率は９９％ではあるが、命は取りとめたものの、手術後、手にしびれ

が残ったことで自殺した患者がいたという苦い経験から、どのように患者に向き合

っているか、プロとはどういうことなのかを語っていて、本当に厳しい仕事だと思

った。すばらしい内容だったので、ぜひ全国の医師にも見てほしい番組だと思った。 

 

○  連続テレビ小説「あまちゃん」が始まった。今回は明るいイメージが漂っている。

番組の冒頭で、アップテンポの音楽が小気味よく流れ、さわやかな朝のイメージに

ぴったりあっているのではないかと思う。主人公の天野アキと母親の春子、祖母の

夏の絡みが楽しみだ。また番組の中で流れてくる歌謡曲が懐かしい。そういった点

で、きっと自分と同世代の人たちをうまく引き寄せているような気がする。方言も

随所に出てきて、三陸のイメージを醸し出している。東北の復興がこの番組を通じ
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て明るく進んでいけばうれしい。 

 

○  「ＮＥＷＳ ＷＥＢ」が毎晩１１時３０分から新しく始まった。これまでは、「Ｂ

ｉｚプラス」を必ず見ていた。それは、ニューヨーク市場がちょうど開く時間帯で、

必ずその情報を伝えていたからだ。「ＮＥＷＳ ＷＥＢ」も新しい工夫をしているが、

ニューヨーク市場の情報がなくなったのは残念だ。ニューヨーク市場が開いている

のだから、番組内で５分でもいいので、ニューヨーク市場のコーナーを設けてほし

い。 

 

○  ３月３０日(土)の新世代が解く！ニッポンのジレンマ「僕らの地域活性化作戦」は、

今まで見た「新世代が解く！ニッポンのジレンマ」の中でも、とても好きな内容だ

ったので、ぜひいろいろな世代の人に見てほしい。これまでと違って、スタジオの

出演者の数が減っていて、とても見やすくなっていた。しかも、テーマが自分たち

につながりがある「地域活性化」というものだった。ただ、東京で制作していたた

めか、「地域活性化」というテーマをどこまで地方在住者の実感に伴ったものとして

描いているのかについては、「本当はこうなのに」と思うような場面もあった。「新

世代が解く！中部地方のジレンマ」として、東京のスタジオで制作していたためか、

「地域活性化」というテーマを東京の人たちが話すと、とてもフラストレーション

があり、「本当はこうなのに」と思うような場面もあった。中部地方版として、自分

たちの地域の活性化作戦のようなものを、地域から発信してもいいのではないかと

思った。 

 

○  ４月９日(火)の先人たちの底力 知恵泉（ちえいず）「新規プロジェクト必勝法」

は、井上二郎アナウンサーの話し方が聞きやすく、ゲストの東京大学史料編纂所の

本郷和人教授の話も専門的にならず、とてもわかりやすかった。はなさんも“お飾

り”的ないわゆる“紅一点”ではなく、ゲストの間に入って話に参加しており、各

人各様の役割が非常にうまく取れていて見やすかった。ただ、なぜスタジオを居酒

屋に仕立てたのかがよくわからなかった。 

 

○  ４月１４日(日)の日曜美術館「宇宙の器 器の宇宙～陶芸家・河井寛次郎～」(E ﾃ

ﾚ 前 9:00～9:45)では、河井寛次郎さんを取り上げていたので、関心を持って見た。

今回、改めて河井さんの作品などを見ることによって、民藝の「用の美」の大切さ

や、たくさん物がある中で、物を作り出すときに何を大切にしなければならないの

かを再認識させられた。河井さんが言っていた「自他合一」、つまり「自他のない世

界が本当の世界だ」という言葉は、物づくりではなく、日々生きていく中で必要な
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のだろうという気がした。 

 

○  「オイコノミア」が２年目に入りとてもうれしい。一橋大学大学院の斉藤誠教授

と又吉直樹さんの会話が、何とも言えないまったりした感じで、とても心地が良い。

番組後半で経済ポエムを作っているが、まとめたものを出版化してもおもしろいと

思う。 

 

○  「プレミアムよるドラマ ラスト・ディナー」を見ている。どれだけ思っていて

も会えない２人が、１度だけ会えるという１話完結のドラマだ。同じレストランが

舞台なのだが、毎回異なる脚本家による作品なので、いろいろな人のアイデアが出

てくるおもしろみがあり、次の脚本家へ期待をしながら見ている。週末に気持ちの

いい時間を過ごせる番組だ。 

 

○   「スペシャル時代劇 大岡越前」は、テーマ曲や劇中で流れる音楽が、民放で制

作されていた当時のままで、懐かしく楽しく見ている。東山紀之さんは、時代劇の

役者としてますます貫禄が出てきて、所作も格好がいい。また、津川雅彦さんなど

の演技を見ていて、時代劇はまだまだ廃れていないと思った。しかし、脇役の若い

出演者たちは、明るく元気はいいが、セリフがこなれていない感じで、時代劇なら

ではの演技の経験の浅さを感じた。時代劇離れをくいとめようというＮＨＫの試み

でもあると思うので、彼らが「大岡越前」を通じて、時代劇の役者としてのキャリ

アを積んでくれればいいと思う。今後も楽しみだ。 

 

○  ３月２８日(木)のＢＳプレミアムめざせ！グルメスター「岡崎まぜめんで天下統   

一！」(BS ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 9:00～9:59)は、大変おもしろかった。地域の魅力を全国に発

信することがＮＨＫの大きな役割だと思う。この番組はそうした役割を果たしてい

ると思う。特産品の紹介に終わるのではなく、専門家にアドバイスしてもらう切り

口はとても興味深かった。発酵に関する専門家の「味噌には魚醤（ぎょしょう）が

合うのではないか」というアドバイスや、地域活性の専門家の他の地方と比べたア

ドバイスなどは納得感が増す効果的な演出だと思った。ただ、大変惜しいと思った

のは、番組ホームページを見たところ、新聞の番組欄に載っているような内容で、

番組で取り上げた特産品の紹介や、取材先のホームページへのリンクが貼っていな

かった。もう少し充実させてもよいだろう。 

 

○  ３月３１日(日)の大沢たかお 神秘の北極圏～光と闇の旅～「プロローグ“もう

ひとつのフローズンプラネット”」(BS ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 8:00～8:59)は、本編の予告編的な
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もので、マイナス４０度の世界や、氷河がイグアナのように動いていく姿を映像で

捉えるなど、映像美や迫力といった面からもとてもすばらしい番組だった。ぜひ北

極に行ってみたいと思った。こうしたＮＨＫにしかできない、究極の大自然のもの

は、北極、南極に限らず、今後も数年に１回でもいいので、ぜひチャレンジしてほ

しい。 

 

○  ４月７日(日)から「おとうさんといっしょ」が始まった。聖也さんが体操のお兄

さん兼進行役で、一生懸命で、髪の毛を染めていること以外は、とても好感が持て

た。ただ、「おかあさんといっしょ」と同じような構成なので残念だと思った。週に

１回の放送であれば、出版化やキャラクター展開なども含めた権限の集中になりか

ねない東京で制作せずに、名古屋や大阪、あるいは地方の放送局の制作に任せて、

自然の中でのオールロケ形式の演出が採択されてもいいのではないか。昨今、家族

の大切さが叫ばれているが、制作部局を多様化させ、個性豊かな「おじいさんとい

っしょ」や「おばあさんといっしょ」も生まれてほしいと願っている。例えば、地

方に出て、「自然の中で遊ぼう」というような演出をするなどの工夫があった方がよ

いだろう。「おとうさんといっしょ」を作ったこと自体は大変うれしいが、もう少し

検討してほしい。 

  

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

 番組審議会事務局 
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