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平成２６年３月国際放送番組審議会議事概要 

 

平成２６年３月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第６０１回）は１４日（金）ＮＨＫ放送

センターで１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず最近のＮＨＫの動きについて、続いて最近の国際放送の動きについて説

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

ＳＬＩＮＥ」のスポーツコーナーについて説明があり、意見交換を行った。最後に国際放送番

組の放送番組モニター報告の資料を配布し、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長 萩原 敏孝 （㈱小松製作所 顧問） 

副委員長 渡辺  靖 （慶應義塾大学 環境情報学部 教授） 

委 員 岩瀬 大輔 （ライフネット生命保険㈱ 代表取締役社長） 

委 員 内永 ゆか子 （特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ 

  ネットワーク 理事長） 

委 員 内海 善雄 （前国際電気通信連合（ＩＴＵ）事務総局長） 

委 員 梅若 猶彦 （能楽師、静岡文化芸術大学文化政策学部 教授） 

委 員 セーラ・マリ・カミングス 

  （㈱桝一市村酒造場 取締役 /㈱文化事業部 代表取締役） 

委 員 瀬谷 ルミ子 （特定非営利活動法人日本紛争予防センター 理事長） 

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

委 員 平林 国彦 （ＵＮＩＣＥＦ（国連児童基金）東京事務所 代表） 

 

 

（主な発言） 

 

＜最近のＮＨＫの動きについておよび最近の国際放送の動きについて＞ 

 

○  民放のすぐれた番組をＮＨＫワールドＴＶで放送することは、公共放送らしい取り

組みであるが、著作権の問題などはないのか。 

 

（ＮＨＫ側） 権利のクリアは必要である。民放連にも積極的に対応してもらい、オー

ルジャパンで行うことがＮＨＫワールドの趣旨でもあるので、大事にした

い。民放局の中には、ＮＨＫワールドＴＶ用に制作された英語版をそのま

ま海外のコンクールに出したところもあり、非常に喜ばれている。 

 

○  総合テレビで３月６日（木）に放送したクローズアップ現代「日米関係はどこへ～

ケネディ駐日大使に聞く～」を見た。国谷裕子キャスターが質問の中でＮＨＫ会長の

発言にも触れ、ＮＨＫが自らを客観的にとらえる質問をしていたのは良かった。イン

タビューで、ケネディ大使は相当に練られたメッセージをきちんと整理して言ってお

り、いまのこの問題についてのアメリカの立場がはっきり出ていた。しかし、日本の
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新聞にはあまり報道されていなかったような気がした。それが日本のジャーナリズム

の姿勢を表している感じがする。「クローズアップ現代」は多くの人が見ており影響力

があると思うが、そうしたメッセージがきちんと報道されないのは良いことではない。 

 

（ＮＨＫ側） ケネディ大使へのインタビューについては「ＮＨＫニュース７」でも扱

った。 

 

＜視聴番組「ＳＰＯＲＴＳ ＪＡＰＡＮ」（全国競技かるた女流選手権大会、全日本ロボット相撲、

ソチ五輪関連 高梨沙羅選手 ＮＨＫワールドＴＶ１２月１日（日）２３：１０～ほか放送、

全日本剣道選手権 １月１９日（日）２３：１０～ほか放送）および「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」スポ

ーツコーナー（大相撲初場所の注目力士 １月１０日（金）２０：００放送）について＞ 

 

○  とても楽しく視聴した。よいスポーツ番組とは、スポーツを切り口に、多面的に日

本社会、日本文化、日本人の内面を伝えているものだと思う。一面的でスポーツの話

だけの番組は尐し物足りない。そういった意味では、「ＳＰＯＲＴＳ ＪＡＰＡＮ」１２月１

日の「全国競技かるた女流選手権大会」はとてもおもしろいと思った。俳句は世界的

に有名だが、和歌の心を伝えたのは良かった。特に、「ｂｅａｕｔｙ ｏｆ ｎａｔｕｒｅ ａｎｄ  

ｃｏｍｐｌｅｘ ｅｍｏｔｉｏｎｓ をうたい上げたものが和歌である」という説明は日本語で説明さ

れるより納得できた。一方、かるたはスポーツなのかという疑問が最後まであった。

かるたの選手が読み手の声にどれだけ速く反応するか実験するところよりも、練習し

ているところを見せたほうが良かったのではないか。さらには、日本人にとって百人

一首がどういうものかをもっと伝えても良かった。誰しも１回は記憶させられたこと

があるとか、日本人にとってはとても大切なものであることなども伝えてほしかった。

英訳した和歌を読み上げていたが、日本語でも読み上げて、五七五七七の美しさを外

国人にも伝えてほしかった。番組後半で紹介した「全日本ロボット相撲」は日本を多

面的に捉える意味でいろいろな可能性を感じた。優勝した７０歳の男性がどのような

人生を送ってきたのかなど、この人生を通じて日本のものづくりの心意気のようなも

のも伝わるかもしれない。準決勝で負けた女子高生たちは、ふだんどのようなことを

しているのか、担任や顧問の先生の指導など日本の裾野の広い科学教育についても伝

えられたかもしれない。また、トルコ人やギリシャ人との触れ合いがあり、彼らがど

のようなきっかけで日本のロボット相撲に興味を持ったのかなど、とても広がりがあ

りおもしろかった。今後も似たようなテーマがあったら、そこを切り口に多面的な日

本のいまを伝えるような編集をしてほしい。 

 「ＳＰＯＲＴＳ ＪＡＰＡＮ」１月１９日の「全日本剣道選手権」もおもしろく、剣道８

段になるまでに何十年もかかるという話を、それを知り尽くしたゲストのニュージー

ランド出身で剣道７段のアレクサンダー・ベネット氏が上手に説明したのはとてもよ

い伝え方だと思った。 

 司会の木佐彩子さんはテンポよく相づちを打ち、外国人のように上手だったので、

国際放送でもっと活躍できるのではないかと思った。 

 

○  「全日本剣道選手権」の話題が非常に良かった。スポーツ番組は日本のソフトパワ
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ーの１つとしてだけではなく、付随して日本のいろいろなことを紹介できるメリット

がある。２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて日本の魅力を発信

するためにはどのようなアプローチをしたらよいか、今後よく検討してほしい。また、

途上国にスポーツを広めるために青年海外協力隊などを通じて日本人が活躍している

「スポーツ・フォー・トゥモロー」構想があるというので、日本としてのメッセージ

を出していく時にその側面として１つのいい題材になるのではないか。 

 

○  「全国競技かるた女流選手権大会」は、とてもよい印象を得た。身体の鍛錬につい

てはメディアでよく取り上げられるが、今回の番組では、人間の創造性をどう鍛える

かについて、記憶力に加え、非常に速い動きを求める競技を通して注目していたこと

は高く評価したい。 

 以前見た番組で、剣道の試合で２人の選手が相対した時に何分間も動かない場面が

あった。ＮＨＫはどっしり腰を据えて、動かない選手の気迫にあふれる姿を勇気を持

って撮ってほしい。 

 剣道の「一本」やかるたの手の速さは、あまりにも速すぎて素人には見えないが、

どのように撮影したのか。４Ｋではきれいに映るのか。 

 

（ＮＨＫ側）  今回は番組の一部を１秒１０００コマまで撮影できるハイビジョンの

ウルトラハイスピードカメラで撮影した。４Ｋのハイスピードカメラもす

でに開発されており、ＮＨＫでは一部のスポーツ番組での使用を検討して

いる。 

 

○  「全国競技かるた女流選手権大会」は、日本人として世界にこの競技を自慢したく

なる気持ちにさせるすぐれた番組だった。かるたは日本人として小さい時からなじん

でいたが、和歌を半分聞いてあとの半分がわかるという非常に知的でスピード感があ

る競技は、おそらくほかにはないのではないか。 

 「全日本剣道選手権」に関しても、試合をして単にどちらが勝ち、どちらが強いか

ということではなく、段を上げていくうえで精神的な面がとても大事な役割を果たし

ているというゲストのベネット氏の解説には納得した。精神的な部分に裏づけされて

いることが日本のスポーツの１つの特徴だと感じ、とてもうれしかった。 

 「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」１月１０日分の「大相撲初場所の注目力士」に関しては、相撲は

非常に日本的で、メンタルな部分とフィジカルな部分があることは理解できるが、す

でにいろいろなところで報道されているので、あまり新鮮さを感じなかった。 

 

○  「ＳＰＯＲＴＳ ＪＡＰＡＮ」は２本とも最後まで飽きることなく視聴した。番組の展開

が非常にスピーディーで退屈させず、内容も豊富だった。解説も従来の剣道やかるた

の説明ではなく、新しい側面からの非常に論理的かつ明快な解説だったので、おもし

ろく感じたのだと思う。 

 この番組はスポーツ番組というより、科学番組だと思って見た。「全国競技かるた女

流選手権大会」も「全日本剣道選手権」も科学的なアプローチが新鮮で、それを分析

し世界に紹介したのは、とてもユニークでよい番組だったと思う。 
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 「大相撲初場所の注目力士」は、あまりインパクトがなかった。知名度の高い貴乃

花親方や力士の体の作り方についての基礎情報にもっと時間をさいたほうがおもしろ

かったのではないか。 

 

○  １９９８年の長野オリンピックが開催されていた間にインドネシアに滞在していた

が、現地ではオリンピックは全く放送されていなかった。スポーツを知らない人たち

や子どもたちがいる状況は解消すべきだと思うので、いろいろな国の人にスポーツ番

組を視聴してもらおうというＮＨＫの努力に対して敬意を表したい。視聴者を広げる

だけでなく、見られない人やお金を払えない人に対しても同じような機会を作ること

は非常に大事な取り組みだと思う。 

 「全日本ロボット相撲」では、自立型ロボットというものを知らなかったのでとて

もおもしろかった。ロボットを開発し操作する人が片や女子高校生、片や７０歳の男

性という取り組みが起こり得るということが非常におもしろく感じた。この時のスタ

ジオゲストはスポーツのメンタルの専門家・田中ウルヴェ京さんだったので、メンタ

ル面についてしっかりと解説してもらったほうが良かったのではないか。 

 「ＳＰＯＲＴＳ ＪＡＰＡＮ」は非常によい番組で次も見たいと思ったが、次回の予告が

なかった。予告編で誘導したほうが継続して見る人が増えてくるのではないか。 

 

○  「全国競技かるた女流選手権大会」と「全日本ロボット相撲」については、この２

つの競技がスポーツなのか、そもそもこの番組ではスポーツをどのように定義してい

るのか、はじめは疑問に思った。しかし、競技かるたの番組を見ていくとメンタルや

体力的な部分も含めてほかのスポーツと同じように多角的な分析をしていて、かつス

タジオのゲストがわかりやすく説明していたので、こういうことでスポーツとして位

置づけられるのだと、かなり新鮮で感銘を受けた。かるたを題材にした漫画がとても

人気があり、海外にもファンがいるので、日本の漫画や文化が好きでＮＨＫワールド

ＴＶを見ている人たちもこのような番組に関心があるのではないか。動画投稿サイト

では、日本のかるたのことをファンが調べ、現実にはこのように行われているのだと

いうコメントをやり取りしている。例えば日本の文化やアニメに関する番組の後にス

ポーツ番組の告知を入れてリンクさせるなど、ＮＨＫワールド内で効果的に情報共有

をすることで視聴者数のアップにもつなげられるのではないか。 

 一方ロボット相撲は、精神面の弱さや体力の限界を克服するという、スポーツを見

る時に通常興味を持つテーマとの結びつきがあるとは感じられなかった。ロボット相

撲は相撲というくくりで入っているのだろうが、あくまでルールの一部であり、ほか

はすべて技術的な話なので、スポーツとしてよいのか違和感があった。 

 過去の放送履歴に「ちゃんこ鍋」というテーマがあったが、東京オリンピック・パ

ラリンピックに向けて、伝統的なものとスキージャンプの高梨沙羅選手のようなオリ

ンピック競技のテーマをどのようなバランスで扱っていくかがこれから問われてくる

のではないか。その辺りの定義ができていないと、求める成果とのずれが出てしまう

のではないかと思った。 

 「全日本剣道選手権」はゲストのベネット氏がとても良かった。このような専門家

をよく見つけられたと思った。 
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○  「全国競技かるた女流選手権大会」は、誰が勝ったかは速すぎてわからないが、着

物や若い人の姿がとても美しく、翻訳された和歌がナレーションで紹介されていたの

でこの競技の魅力はよく理解できた。 

 「全日本ロボット相撲」はスポーツとしてよいか微妙だが、外国人は、日本人とい

うとバリバリ働くサラリーマンであまり遊ばない印象を持っているので、日本人が楽

しんでいる姿を海外に発信していくことは非常に意味がある。日本に観光に行ったら

どこに行けばよいのか、何をすればよいのか、どんどん日本の文化を紹介していくと、

おもしろいところがたくさんあることをわかってもらえると思う。 

 剣道、柔道、合気道など「道」がつく競技をまとめた「道 ｗａｙ ｏｆ Ｊａｐａｎ」などと

いう番組ができたらおもしろいのではないか。 

 

○  「ＳＰＯＲＴＳ ＪＡＰＡＮ」の司会の木佐さんやそれぞれの番組のゲストはすばらしい

と思った。文化の多様性を持つ日本の伝統的なスポーツ、あるいはそれに準ずるよう

なものがどのように守られ、継承されているかは、世界的にも影響が大きいのではな

いか。 

 「全国競技かるた女流選手権大会」がスポーツなのかという声もあったが、芸術と

スポーツの境界線は非常に揺らいできているので、近代的な西洋の概念にとらわれ過

ぎずに、積極的に新しいスポーツ観を打ち出していけばよいのではないか。 

 最近は日本の学校で行われている体育教育をカンボジアなどへ輸出し、地元の学校

の体育教育のカリキュラムを地元の目線で一緒に作り上げる活動もあるので取り上げ

てはどうか。 

 

○  「ＳＰＯＲＴＳ ＪＡＰＡＮ」２本は退屈せず興味深く見た。スポーツは動きがあるので

外国人にも比較的わかりやすいと思う。「全国競技かるた女流選手権大会」は、かるた

を知らない外国人に対してもっと解説が必要だったのではないか。われわれ日本人や

俳句や和歌に興味がある外国人なら尐しはわかるかもしれないが、全く知らない人が

見た時に、番組のナレーションだけで本当に伝わったのだろうかと感じた。 

 「全日本剣道選手権」はスタジオゲストが外国人だったので、説得力があった。今

後も同じような角度で取り上げていったらよいのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 「ＳＰＯＲＴＳ ＪＡＰＡＮ」は３年目に入るが、当時はスポーツ情報を海外

へ発信したくてもできない権利上の制約や、プロ野球などの日本のスポー

ツの試合結果をそのまま伝えた時に海外の視聴者がどこまで興味を持つ

だろうかという疑問があった。しかし、この番組は日本の精神と歴史が積

み重なっている剣道、合気道など「道」のつくスポーツや相撲、かるたを

通じて日本文化を知ってもらう手段としてのスポーツを中心にしながら

勝負しようと考えた。それだけではなく、ソチオリンピックに向けて、金

メダリスト候補の高梨沙羅選手も取り上げ、両面でやっていこうと考えた。

大相撲も海外へのネット発信が許可され、徐々に広がってきた。狭い意味

のスポーツ番組ではなく、日本を紹介する１つの手段として、今後も独自

性を保ちＮＨＫらしい番組を制作していきたい。 
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（主な発言） 

 

＜最近のＮＨＫの動きについておよび最近の国際放送の動きについて＞ 

 
○  ＮＨＫ会長の就任記者会見をめぐって、ＮＨＫ自体がニュースになってしまったこ

とが気になっている。日本だけでなく海外の新聞やＢＢＣも取り上げている。ＮＨＫ

の国際放送についてイメージができてしまうので、好ましい事態ではない。いったん

イメージができてしまうと、それを払拭するのは大変なことである。国際放送が各国

で信頼を得るにはどうするべきかという観点を欠いてプロパガンダ的な放送をするべ

しとの意見には、一定の距離を置くべきだと考える。 
 

（ＮＨＫ側） 欧米の主要メディアにこれだけ報じられたのは、われわれとしても記憶

にないことであり、非常に厳しい状況にある。放送法と国際番組基準にの

っとり、公共放送として公正な報道をするよう努力を続けていきたい。 
 

○  今回の一連の動きについては国際放送で報道したのか。日本国内で問題になってお

り、多様な意見があることについて、日本語の放送、あるいは国際放送ではどう対応

しているのか。 
 

（ＮＨＫ側）  ＮＨＫワールド・プレミアムでは国内のニュースをそのまま放送してい
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るので、この問題についてのＮＨＫの見解や予算委員会でのやりとりなど

は通常のニュースの中で放送している。国会中継はしていないが、ニュー

スの中で報じている。ＮＨＫワールドＴＶでは、この問題については特に

扱っていない。 
 

○  放送法によって国際番組基準を定めることになっており、国際番組基準の「報道番

組」の項では「ニュースは、事実を客観的に取り扱い、真実を伝える。」「解説・論調

は、公正な批判と見解のもとに、わが国の立場を鮮明にする。」「わが国の世論を正し

く反映するようにつとめる。」とある。さらに放送法には「国際放送の実施の要請等」

が定められている。ただ、いろいろな考え方があり、何が国の重要事項、政策かはと

ても難しい。放送法、国際番組基準の体系をわれわれ委員も再度認識しなければなら

ない。一時の感情的な議論に影響を受けないようにすべきだ。 
 

○  われわれも放送法を再確認したほうがよいのではないか。 
 

（ＮＨＫ側） 放送法の国際放送にかかわる部分と、国際番組基準、国内番組基準を資

料として後日お配りしたい。 
 

○  国際放送について経営委員会ではどのような意見があったのか。 
 

（ＮＨＫ側） ３か年経営計画の中で「国際発信力の強化」を掲げており、それにのっ

とってきちんと実施すること、内容の充実、認知度を上げるためのプロモ

ーションを行うことなどが主な意見である。まだ努力が足りない、ＢＢＣ

やＣＮＮに負けている、最近はＣＣＴＶも積極的に展開している、日本の

海外発信をもっと強化するように頑張ってほしい、という話であった。 
 

○  ＣＣＴＶは国営放送であり、ＮＨＫワールドＴＶは公共放送による国際放送で、単

純な比較はすべきでない。まさにＮＨＫの公平性が疑われないよう注意してほしい。 
 

（ＮＨＫ側） ＣＣＴＶは拡大が目立つので、注目する声もある。同じ物量を放送して

ほしいという意味ではないと思う。 
 

○  視聴者がＮＨＫに期待しているのは、日本の国のメッセージを伝えてくれることだ

と思う。日本のフェアなメッセージを見たうえで、中国やほかの国の見解と比較し、

判断をするためのツールとしてＮＨＫがあるのではないか。ただ、ＮＨＫが考えるフ

ェアなメッセージを粛々と出し続けることなのかは、結構難しい議論だと思う。 
 

（ＮＨＫ側） 国際番組基準には、日本の公的立場をしっかりと伝えることが明確に書

かれており、ＮＨＫワールドのニュースの中で日本の政府の立場について

きちんと伝えることは当然のことである。部内では、われわれは伝えるの

であって主張するのではないとよく言っている。つまり、領土問題につい
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て日本政府の立場を伝えることは客観報道として正しく、中国や関係国の

主張を併せて提示することも必要だ。あくまでジャーナリズムとして事実

を伝える中で、日本政府の立場もしっかりと伝えていくことが、われわれ

がふだんから目指している方向性である。 
 

○  話としてはとてもよくわかるが、実際には難しい。 
 

（ＮＨＫ側） 微妙だが、いわゆる国営放送と公共放送の違いである。 
 
（ＮＨＫ側） 言葉で抽象的に言うのは簡単だが、この原稿の動詞をどうするか、主語

を誰にするかなど、日々迫られており、非常にハードだ。 
 

○  あまり気にし過ぎると、聞いているほうは一体何を言いたいのかわからず、とても

歯がゆく感じる。 
 尖閣諸島の報道は、非常に歯がゆい。ＮＨＫワールドＴＶのフェアネスは、両方を

並べることのような気がする。国際番組基準には「わが国の立場を鮮明にする」と書

いてあるが、鮮明に報道しているかというと、中国と対等に並べてみたり、あるいは

北方領土の表現と同じように言っていたりしておかしい。実際の運用はとても難しい

が、例えば尖閣諸島については、日本の主張を強く言わなければいけない。五分五分

ではアンフェアだと思う。非常に難しいが、努力をしてほしい。 
 

（ＮＨＫ側） 尖閣諸島については、以前とは方針を変えた。現在、このニュースを伝

える時は「日本政府は尖閣諸島は歴史的にも国際法上も日本固有の領土で

あり、領土主権の問題は存在しないとしています」と伝えるようにしてい

る。日本の立場をきちんと伝えることは重要である。当然ながら情報ソー

スは日本が圧倒的に多く、原稿も日本の立場に関する記述が圧倒的に多い。 
 

○  一般的に国連に勤める日本人職員は、日本政府が出した見解について背景の分析を

求められることがある。ＮＨＫワールドＴＶは日本に関するより詳細な分析と、それ

をなぜ主張しているのかについて客観的に報道すればよいのではないか。このような

問題が出てくる情報の背景に価値がある。強く主張するより、そのようにすれば公平

性を確保しつつ、日本に関する情報の専門性や信頼度が上がってくるのではないか。

アナウンサーが述べるだけではなく、専門家をゲストとして招き、客観的な事実を伝

える取り組みを続ければ、よりＮＨＫワールドＴＶの価値が高まるのではないか。 
 

○  本件については大変微妙な部分もあるが、非常に大事な問題なので今後も継続して

審議を尽くしていきたい。 
 

 

＜視聴番組①「ＡＳＩＡＮ ＶＯＩＣＥＳ」（ＮＨＫワールドＴＶ １月９日（木）２３：３０ほか）

について＞ 
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○  ミャンマーのテイン・セイン大統領とのインタビューで大統領自身はそれほど多く

を語っていなかったが、道傳愛子キャスターの質問とジェトロアジア経済研究所の工

藤年博主任研究員のやり取りで徐々に行間を読み解いていったのは非常におもしろか

った。工藤主任研究員は非常にはっきりと意見を言っていて、いろいろな番組にどん

どん出てもらったらよいと思った。 
 

○  全般として非常にすばらしかった。テイン・セイン大統領が立候補を表明しないと

いう工藤主任研究員の政治的な読みは非常に深い分析だった。工藤主任研究員が話し

ている時、背景にミャンマーの街の様子などを映すと効果的だったのではないか。 
 

○  インタビュー時間が少ない中で道傳キャスターは非常に努力していたが、同時通訳

にすればもう少し質問ができただろうし、もっとインタラクティブにできたのではな

いか。大統領の発言については、吹き替えより字幕の方が大統領の言葉のトーンがわ

かるのでよい。以前、ＢＢＣの番組にテイン・セイン大統領が出演していた時は、人

権問題についてかなり質問を受けていた。今回は、少数民族について今後どうしてい

くかという未来志向の視点で聞いていたのが良かった。このようなことを積み重ねて

いくと、大統領も次もまたＮＨＫのインタビューにこたえようという気になるのでは

ないか。さらに突っ込んだインタビューをもっと長く聞きたいと思った。 
 日本はミャンマーに大規模な経済援助を予定している。それだけに、日本の国際放

送であるＮＨＫワールドＴＶは国際社会に対して、ミャンマー政府の人権問題に対す

る取り組みを客観的に報じていく責任があるのではないか。人権問題についてはもっ

と大統領に質問してほしかった。 
 

○  はっきりしていないことについて道傳キャスターが一生懸命明確に言わせようとし

ていた。その結果、よい解説になったところが多くあった。しかし、このような微妙

な話を解説者があとから説明するのは難しいので、先に解説をし、背景を理解したう

えで大統領の発言を聞くともっと興味を持てたのではないか。 
 また、ミャンマーに投資している人などは、ミャンマーにどのような価値があるか

という視点で見ているので、経済発展のためにどういう施策を考えているのか大統領

に聞いてほしかった。 
 

○  テイン・セイン大統領のようなトップに日本の女性がインタビューするということ

にとても感激した。インタビューする相手についての情報は事前に解説されていたほ

うが、よりはっきりしたのではないか。経済について本当にどうしようとしているの

かも聞きたかった。 
 解説者の英語は非常にわかりやすかったが、海外の人が見るとゆっくりすぎたので

はないか。もう少しスピードを速くすると内容も増えるのではないか。 
 

○  非常に丁寧に大統領に接している姿が日本人の女性らしく、美しかった。丁寧に接

すると、今後も取材しやすくなるのではないか。まだ始めたばかりだと思うが、回数
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が増えてくるともっと自然に上達してくると思う。 
 

○  日本も世界も沈黙しているミャンマーの現状と将来について、非常によいタイミン

グでインタビューし、よい番組だった。大統領の回答は想定内のことだったが、道傳

キャスターの質問が非常に良かった。 
 構成については、インタビューと解説が入り組んでいた感じがあったので、もう少

し整理したかたちでインタビューを位置づけたほうがわかりやすかったのではないか。 
 少数民族や憲法の問題については、ミャンマーの事情を知っている人でないと状況

がほとんどわからなかったと思う。インタビューの前に解説があったほうが、インタ

ビューの内容がより浮き出てくるのではないか。日本は経済的にも政治的にもいろい

ろな面でほかの国に比べてミャンマーに対するアプローチが少し劣後しているので、

大統領には今後日本に何を期待するかについても聞いてもらいたかった。 
 
＜視聴番組②「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」リポート選（Ａ．フィリピン台風被災関連「タクロバン被害」

１１月１２日（木）２１時放送、Ｂ．チャイナ・リポート「直訴する市民」１１月２６日（火）

１３時放送、Ｃ．インドオペレーション「旧習と戦う女性の社会進出」１２月３日（火）２

１時放送、Ｄ．「サウジアラビアの女性映画監督」１２月５日（木）８時放送）について＞ 

 
○  チャイナ・リポート「直訴する市民」は、よく取材したと思うが、外国人やあまり

知らない人には、もう少し解説があると中国の仕組みがもっと理解できるのではない

か。 
 

○  「直訴する市民」は、よく撮ったと思う。これこそＮＨＫの国際放送の強みだと思

うので、ぜひ続けてほしい。本当にすばらしい報道力だと思った。 
 インドオペレーションの「旧習と戦う女性の社会進出」は、インドの女性たちがい

ろいろなハンディキャップがある中で頑張っている姿がすばらしいと思った。このよ

うな番組を日本の女性たちにも見てもらいたい。 
 

○  フィリピン台風被災関連「タクロバン被害」で、フィリピンにあれだけのひどい災

害があったこと、被災者がどこでもよいからとにかく逃げたいと言っていたことが印

象的だった。 
 

○  「旧習と戦う女性の社会進出」はすばらしいリポートで、知識を学び自立したいと

いう非常に強いメッセージがあった。インドでは新しい職を得ることが今後の発展の

ために非常に重要で、女性は非常に大事な役割を担っているはずなのに、まだまだ努

力を必要とするということをよく伝えていた。 
 サウジアラビアの女性映画監督のリポートは、この国の社会の変化について、監督

のインタビューと「少女は自転車にのって」という映画の少女の物語の２つを通じ、

「社会の中で非常に難しい立場に置かれた女性」という固定観念にとらわれない見方

で伝えた点で、とても質の高い報道だった。 
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○  フィリピンのタクロバンの災害のリポートで、インタビューされている男性が「遺

体のにおいで子どもたちが病気になっている」と言っていた。ものすごく強烈なメッ

セージで、災害のすごさが伝わって来るのを感じた。 
 

○  「直訴する市民」はすばらしかったが、あのような問題に直面している人が中国で

どのぐらいいるのかの全体像をもう少しわかるようにしてほしかった。 
 「旧習と戦う女性の社会進出」も非常におもしろかったが、インタビューを受けた

オートバイ工場の幹部による「女性は細かい作業や製品検査に適している」という発

言は、女性について固定観念を伝えることになりかねないので今回は問題がなかった

が、今後注意が必要ではないか。 
 「サウジアラビアの女性映画監督」は非常におもしろかった。この映画についての

反響や、それに対して監督が思ったこと、日本で何を感じ取ったか、監督の人生など

についても触れられていたらさらに良かった。 
 

○  フィリピンの台風のリポートは、最近の様子と比較できれば、あのような悲惨な状

況がいまだに続いているのか、その後どうなったのかがわかる。日本は東日本大震災

を経験している国として、フィリピンの災害にどのようにアプローチしているのか、

どのような支援をしようとしているのかなど他国と違う日本としての視点が必要だっ

たと感じた。 
 中国の報道については、世界に誇れるわが国の取材の成果だと思う。 
 「旧習と戦う女性の社会進出」は興味深かったが、電子製品組み立ての職業訓練の

あと、オートバイ工場の場面に移る前にもっと説明が必要だと感じた。 
 「サウジアラビアの女性映画監督」については、サウジアラビアの女性の社会進出

は、日本や欧米に比べて宗教上、あるいは歴史的な障害がはるかに高いにもかかわら

ず、外へ出て行こうという、にじみ出るような勢いがあることを感じさせた。 
 

○  インドやサウジアラビアで頑張っている女性たちの姿を日本人にもどんどん見せれ

ば、とてもよい刺激になると思う。 
 

○  この番組を国内向けに仕立てればおもしろいのではないか。 
 

（ＮＨＫ側） いろいろな国の女性が頑張っているリポートは、アジアの各特派員から

けっこう出ている。まとめて国内向けに放送することも検討したい。 
 

○  このようなリポートを作っていることを国内でもっと知ってもらう必要がある。 
 

○  中国の「直訴する市民」は国内でも放送したのか。 
 

（ＮＨＫ側） 「ＮＨＫニュースおはよう日本」で放送した。ほかのリポートでもＢＳ

や国内のニュースで放送したものもある。「サウジアラビアの女性映画監

督」は、国内向けのリポートをＮＨＫワールドＴＶで放送するために英語
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化した。 
 

（ＮＨＫ側） アジア報道は、ＮＨＫワールドにとっては日本の情報発信と並ぶ重要な

柱である。視聴者の間でもニーズの高いジャンルなので、これからも力を

入れていきたい。アジアの特派員と連携し、われわれ自身もアジアに出て

行き、来年度以降、さらにパワーアップしていきたい。 
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1 

平成２６年１月国際放送番組審議会議事概要 

 

平成２６年１月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第５９９回）は１０日（金）ＮＨＫ放送

センターで８人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず最近のＮＨＫの動きについて、続いて最近の国際放送の動きについて説

明があり、意見交換を行った。ひき続き、日本の観光情報を発信する特集番組で何を伝え

るか、および視聴番組「Ｔｒａｉｎ Ｃｒｕｉｓｅ」について意見交換を行った。最後に国際放送番組

の放送番組モニター報告の資料を配布し、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長 萩原 敏孝 （㈱小松製作所 顧問） 

副委員長 渡辺  靖 （慶應義塾大学 環境情報学部 教授） 

委 員 岩瀬 大輔 （ライフネット生命保険㈱ 代表取締役社長） 

委 員 内永 ゆか子 （特定非営利活動法人 ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ 

  ネットワーク 理事長） 

委 員 内海 善雄 （前国際電気通信連合（ＩＴＵ）事務総局長） 

委 員 竹中 千春 （立教大学 法学部法律学科 教授） 

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

委 員 平林 国彦 （ＵＮＩＣＥＦ（国連児童基金）東京事務所 代表） 

 

 

（主な発言） 

 

＜最近のＮＨＫの動きについておよび最近の国際放送の動きについて＞ 

 

○  日本の国際貢献を紹介する来年度の新番組「Ｓｉｄｅ ｂｙ Ｓｉｄｅ」という番組タイトルは

とても良い。日本の支援のしかたは他国と違い、現地の人々に共感するやり方なので、

とてもぴったりなタイトルである。 

 

＜日本の観光情報を発信する特集番組で何を伝えるか、および視聴番組「Ｔｒａｉｎ Ｃｒｕｉｓｅ  

～Ａ ｒｅｓｏｒｔ ｔｒａｉｎ ｗｉｎｄｓ ｔｈｒｏｕｇｈ Ｋｙｕｓｈｕ～」について＞ 

 

○  観光はかなり重要な産業になっていくと思うので、どう取り組んでいくかはとても

重要な課題である。外国人がこの番組を見て、日本に来たいと思うかどうかという観

点で言うと、外国人に対して訴える力がまだ弱い気がする。日本はどういうところで、

どういう歴史があるのか、大分県の由布院温泉へはどこから来ている人が多いのか、

どういうところが外国人にとっておもしろいのかなど、外国人へのインタビューも加

え、もっと情報量があるべきである。また、テンポがとてもゆっくりだったので、チ

ャンネルを変えられてしまうのではないかと思った。 

 外国人向けの外国語による日本の観光情報は非常に少ないと言われている。お寺な

どに行っても日本語の説明しかないところもあるなど、これまで日本の観光を国外に
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発信していく姿勢が非常に弱かった。政府などＮＨＫより予算があるところとも共同

で、外国人が日本の情報をきちんと読み取ることができるように変えていかなければ

いけない。その意味で、この番組はとても重要な役割を占めているので、もっと情報

量が欲しかった。 

 ＢＧＭが西欧的な音楽だったので、画面を見ただけではどこの国の映像なのかがわ

からなかった。どこの国かわかるＢＧＭのほうが良いし、「Ｊａｐａｎ,ＹＵＦＵＩＮ」と画面

に文字で出すなどの工夫をしてほしかった。 

 

○  この番組を見て、私自身は行ってみたいと思ったが、外国から観光に来てもらおう

とする場合、どこの国の人に来てほしいのかが問題である。マレーシアなどアジアの

人が多く出てきていたが、英語で発信している番組を誰に見てもらうのか。観光庁が

いまプライオリティー（優先度）を置いて日本へ呼ぼうとしているのはどういう国か

らなのか、その人たちへのメッセージは何なのか、どのような点に重点を置いて呼ぼ

うとしているのかを知りたかった。 

 また、リポーターの最後の締めくくりのメッセージが少し弱かった。メッセージは

もう少し絞り込んだほうが良いと思った。 

 

○  非常に楽しい番組だったが、テンポが少し遅いと感じた。 

「Ｔｒａｉｎ Ｃｒｕｉｓｅ」のため鉄道が基本になっていることもあるが、由布院の良さはもっ

とほかにもあるのではないか。温泉も露天風呂が少し紹介されただけだった。由布院

の良さを出すのはなかなか難しいが、もうひとひねりあっても良かった。 

 日本への観光客を対象にしたアンケートでは、日本の良いところは街がきれいだと

いうこと、とても安心して過ごせるということ、人がとてもやさしいということであ

る。映像にするのは難しいと思うが、検討してほしい。 

 

○  旅番組には、行ってみたいと思うようなきれいな風景、人情的なこと、東京、ある

いは外国ではあまり見られない珍しい事象という要素が必要だが、この番組はどれも

中途半端で残念だった。非常に珍しいひな人形や登り窯が紹介されていたが、それに

ついての説明がもう少し欲しかった。番組の流れにも改善の余地があると感じた。か

やぶき民家という建物の話題や、寝台観光列車「ななつ星 ｉｎ 九州」という鉄道の話

題が突然挿入されていた。全体としてもう少し脈絡をつける必要があると思った。情

報量やテンポについても、同じ内容で３０分に短くするとかなり印象が違うのではな

いか。英語はクリアだったので、言葉の浸透力はあった。 

 

○  日本のさまざまな魅力を伝えるためには、観光地を紹介するだけの紀行ものより、

人との出会い、食、清潔さ、安全性をすべてまとめるべきではないか。日本の良さと

して、ものづくりの精神、生産者の意見、歴史、地方都市の魅力を紹介すると良い。

また、グループや家族で来る人のために、日本には子どもが楽しめる施設がたくさん

あることや、大人にはショッピングができるところもあるという実用的な情報を少し

戦略的に入れても良いのではないか。 
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○   旅番組はニュースと違い、ほとんどの人が受け身で、きれいな映像だなと思って

見るので、細かい作り込みよりも何を伝えたいかというテーマ設定のほうが大事なの

ではないか。日本はきれいで良い、行ってみたいと思ってもらえればそれで十二分に

目的は達成している。 

 一方で、この番組のターゲットがクリアになっていないことが一番の問題である。

例えばシリーズの１、２、３回目は初心者向けで、４、５回目は玄人向けという設定

もあるのではないか。オリンピックをきっかけに初めて日本に来る外国人は東京や京

都へ行くだろうし、何度か日本に来たことがある相当に詳しい外国人はまた違う考え

がある。ターゲットがアジア人なのか欧米人なのかによっても見せるものは違うので、

誰を対象にするのかを意識して作り方を変える方法もあるのではないか。 

 ＮＨＫワールドで放送するなら、観光を通して伝えるのは日本という国のことであ

り、例えば歴史、文化、食である。場所という切り口以外に、テーマ別世界史のよう

に、テーマを決めて、それにかかわる複数の場所を旅するということも考えられるの

ではないか。 

 番組を見た人が実際に日本に来るまでには時間があると思うので、実用的なことよ

りも、もっと骨太で大きなものを記憶にとどめてもらうことを目的に制作すると良い

のではないか。 

 

○   日本の観光番組を作る時、外国からの留学生や帰国子女など英語を話せる地元の

人が、外国人の視点でガイドブックに載っていないような情報を伝えるのは効果的だ

と思う。 

 「世界ふれあい街歩き」の日本版や海外のドキュメンタリーチャンネルの旅番組の

ようなかたちも良いと思う。日本の民放番組のようにある街のランキングをつけてさ

まざまな話題を紹介し、はっきりと商品名も値段も出すフォーマットは、商業的で広

告を思わせる要素もあるが、かえってその割り切り方がすがすがしいので、実用的な

情報も得られる番組をいくつか統合する方法もあるのではないか。 

 付加価値情報については、海外モニターの意見にも列車についてもっと知りたかっ

たとあり、例えばこの街の姉妹都市はどこなのか、どこの国からどのような人が何を

目的に来ているのかなどの情報があっても良かった。ターゲットとする視聴者が誰な

のかにも絡んでくることである。 

 

○   楽しく視聴した。番組の途中に寝台観光列車「ななつ星 ｉｎ 九州」が出てきたが、

特急「ゆふいんの森」との関連性がわからず、全体のストーリーが少しぼやけていた

ように感じた。この鉄道の旅は５回シリーズとのことだが、５回放送したからといっ

て観光客がすぐ来るというものではなく、繰り返しいろいろな角度から情報発信をし、

見た人に行ってみたいと思わせることが大事なのだろう。５回シリーズで地方の姿を

どんどんと紹介するのはたいへん良いことで、いろいろな角度からいろいろな情報を

出していく情報の多様性が必要なのではないか。 

 由布院はシーズンにもよるが、とても混んでおり、この番組のように優雅で街も静

かということはないのではないか。海外から実際にこの列車に乗りにきた時に番組で

見たイメージと違うと思うかもしれない。ただきれいに撮れば良いのではなく、事実
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を伝えながら、興味を持ってもらうことが必要ではないか。 

 また、列車に乗っている人への簡単なインタビュー、地元の人との会話がもっとた

くさんあると、その地方の特徴が出てきたのではないか。日本料理がユネスコの無形

文化遺産に登録され、九州も立派な素材でおいしい日本料理を作っている地域なので、

もう少しにじみ出てきても良かった。 

 

（ＮＨＫ側） 視聴者層のターゲットは明快には絞っていない。特にターゲットを絞る

場合もあるが、基本はあまねく世界の皆さんに日本の良さを伝えるという

ことである。元来、この番組の出発点は旅番組の新しい切り口を開発する

ということだったが、今は観光情報の発信ということも踏まえ、鉄道旅行

のシリーズ化をはかっている。 

 その１本目は熊本県と鹿児島県を走る肥薩線という１００年の歴史あ

る路線を舞台に、地域の人情なども交えて情報もそれなりに詰めこんで描

き、手応えはあったが、実際の海外モニターの評点は必ずしも高くはなか

った。逆に今回ご覧頂いた特急「ゆふいんの森」は、一つの人気列車をじ

っくり紹介して、視聴者からのモニター評点や満足度は非常に高かったと

いうのが実態だ。旅番組の情報の実用性については、実際の旅行にそのま

ま役立つ情報をこと細かに出していくのはなかなか難しい。ご指摘をしっ

かり受け止め、風土・人情の魅力などＮＨＫワールドで伝えるべきものは

何かについて、しっかり考えていきたい。 
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平成２５年１２月国際放送番組審議会議事概要 

 

平成２５年１２月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第５９８回）は１３日（金）ＮＨＫ放

送センターで９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず最近のＮＨＫの動きについて、続いて最近の国際放送の動きについて説

明があり、意見交換を行った。その後、「平成２６年度国際放送番組編集の基本計画（案）」

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

することを決定した。ひき続き、視聴番組①「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」経済コーナーについて、お

よび視聴番組②「ＡＳＩＡ ＢＩＺ ＦＯＲＥＣＡＳＴ」について説明があり、意見交換を行った。

最後に国際放送番組の放送番組モニター報告の資料を配布し、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長 萩原 敏孝 （㈱小松製作所 顧問） 

委 員 岩瀬 大輔 （ライフネット生命保険㈱ 代表取締役社長） 

委 員 内永 ゆか子 （特定非営利活動法人 ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ 

  ネットワーク 理事長） 

委 員 内海 善雄 （前国際電気通信連合（ＩＴＵ）事務総局長） 

委 員 梅若 猶彦 （能楽師、静岡文化芸術大学文化政策学部 教授） 

委 員 セーラ・マリ・カミングス 

  （㈱桝一市村酒造場 取締役 /㈱文化事業部 代表取締役） 

委 員 竹中 千春 （立教大学法学部法律学科 教授） 

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

委 員 平林 国彦 （ＵＮＩＣＥＦ（国連児童基金）東京事務所 代表） 

 

 

（主な発言） 

 

＜最近のＮＨＫの動きについておよび最近の国際放送の動きについて＞ 

 

○  東京電力福島第一原発の動きについてＮＨＫワールドＴＶのクルーが現場に行きリ

ポートを作ると報告があった。世界で非常に注目されていることなので、政府発表で

はなく国際放送のクルーが現場に行き報道することの意味はとても大きい。ぜひがん

ばってほしい。 

 

○  視聴者から日本の歌の動画を募集した「ＷＥ ＬＯＶＥ ＪＡＰＡＮＥＳＥ ＳＯＮＧＳ！２０

１４」はとても良い企画だが、視聴者からの投票数が４,１６０票であったのは惜しい

気がする。インターネット上では、このようなものは人気があるので、もっと上手に

ＰＲすれば、さらに多くの人に見てもらえたのではないか。 

 ＮＨＫワールドＴＶで１月に放送予定の「Ａｓｉａ Ｉｎｓｉｇｈｔ ｓｐｅｃｉａｌ“リトルブッダ”

に微笑みを～ブータン～」の内容紹介を見たが、とても良いテーマである。ぜひ見て

みたい。 
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○  平成２６年度のＮＨＫワールドＴＶでは、編成の基本単位である１ブロックを４時

間から６時間にするとのことだが、これはもう決まっていることなのか。 

 

（ＮＨＫ側） 「平成２６年度国際放送番組編集の基本計画（案）」と同時に決定する。 

 

＜「平成２６年度国際放送番組編集の基本計画（案）」について（諮問・答申）＞ 

 

○  立派な「基本計画（案）」ができて大変良い。ＮＨＫの国際放送はすばらしい番組ば

かりだが、必ずしも評価されていないのはなぜか。海外のホテルなどでＮＨＫを見た

時にたまたまカルチャー番組などを放送していると、興味のない人はつまらないと感

じ、批判されるのではないか。ＢＢＣやＣＮＮの場合、ほとんどは報道番組でカルチ

ャー番組は少ない。報道番組とカルチャー番組の割合、あるいはＮＨＫの国際放送の

番組を良く評価してもらうためにはどうしたら良いのか検討が必要かもしれない。 

 

（ＮＨＫ側） ２つのタイプの厳しい声があると考えている。１つはＮＨＫの国際放送

は海外邦人向け日本語放送の「ＮＨＫワールド・プレミアム」と、外国人

向けの英語による２４時間放送の「ＮＨＫワールドＴＶ」の２つがあるこ

とを知らない人からの批判である。もう１つは、毎正時から３０分はニュ

ース、後半の３０分は番組というコンビネーションであることについて国

内向けＰＲが少し足りないための批判だと考えている。ＢＢＣやＣＮＮは、

連続してニュース番組の体裁を取っているので、どこを見てもニュースの

ように見えるが、番組の後半ではわれわれと近い内容の番組もかなりある。

ニュースと同じキャスターがプレゼンテーションをしていろいろな内容

を見せる体裁にすると、印象が変わるかもしれない。ほかの公共放送の国

際放送がどうなっているか等も含めて、改めて検討したい。 

 

○  政治経済のニュースについては、日本をカバーしているほかのメディアと比べた時

に、追加の情報や視点を得られるととても良い番組だと思う。しかし、「フィナンシャ

ルタイムズ」や「エコノミスト」と同じような情報が出てくると、少しもの足りない

と感じる。この「基本計画（案）」では「日本の情報をさらに充実」と「日本の観点を

踏まえて」と書いてあるのは良いとしても、平成２７年度の「基本計画（案）」では、

そこをもう少しブラッシュアップできると良い。日本に関するニュースであれば、海

外のメディアでは伝えきれない多面的な分析や、日本にいるからこそ感じられるニュ

アンスが出ているととても良いのではないか。アジアに関するニュースなど、取材力

を生かし、欧米メディアにはできない食い込み方をしている番組を見るとさすがＮＨ

Ｋだと思う。日本あるいはアジアに関する情報を英語で伝えているメディアはほかに

もたくさんあるが、その中でどう独自性を出すか、多面的な分析、あるいは日本なら

ではのニュアンスや視点について、よりクリアにこの方針で掲げることができれば、

さらに良い番組が増えるのではないか。 
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○  ＮＨＫが２４時間英語で国際放送をしていることを知らない経営者、現地法人の人

がいるので、もう少し知ってもらう努力をしなければいけない。日本の出先も含めて

「受信できます」ではなくて、本当に視聴してもらえるようにホテルも含めたインフ

ラ整備を両輪で進めていかないとうまくいかないのではないか。 

 

○  「基本計画（案）」は意欲的で、拡大していく、充実していく、多様化していくとい

う内容で大変良い。政府は、文化部門や国際交流を増やしていくこと、特にアジア、

そして日本の発信を非常に強調しているので、その波に乗りながら、日本からの発信

であることの特性を生かし、しっかり宣伝もして、国民の支持・応援を確保しながら

転換していければ良い。 

 

○  「基本計画（案）」は良いが、国際放送番組のターゲットの視聴者はどういう人たち

で、その人たちに対してどういうメッセージを出したいのかについて、英語番組と日

本語番組とわけてこの審議会の場でも議論してはどうか。日本語番組は在外邦人向け

であるなら、英語番組のターゲットはどういう人で、その人たちにいったい何を伝え

たいのか、時間帯も予算も限られていることを考えると、かなりシャープに掘り込ん

で、細かく分類してメッセージ性を尖らせるのも１つではないか。 

 

○  全く同感である。誰をターゲットにしているのかが、いつもあいまいだと感じてい

る。 

 

（ＮＨＫ側） 私たち自身もいろいろと考えながら制作しているのが実態である。番組

もいろいろなプロダクションに発注しており、統一的に管理はしているが、

必ずしも全員が同じ目標やターゲットを共有して作っているわけではな

いので、ばらつきが目立ってしまうのではないか。この点については次期

経営計画の策定に向けて議論をしなければいけないと考えている。 

 

○  「基本計画（案）」はあくまでも骨子であり、これからの将来構想としてこれは完璧

なものである。他の委員から不十分なものだともとれる発言があったが、これは骨子

であり、最低限の情報を書いたものなので、これはこれで良いと考えている。 

 

○  国際放送は、海外だけではなく日本国内に広がっていくこともとても大事な視点で、

日本の子どもたちにとっても良い環境になっていく。 

 

○  「平成２６年度国際放送番組編集の基本計画（案）」については先月の審議会以来、

さまざまな意見があり、取りまとめをした。原案どおり「基本計画（案）」を可とする

ことで決定したいが、よろしいか。 

 

○  異議なし。 

 

（ＮＨＫ側）  承認いただき、御礼を申し上げる。番組審議会の答申を得たので、この
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あと「基本計画（案）」を１月１４日（火）の経営委員会に提出し、議決

が得られたら、来年度の具体的な番組編成を決定し、２月の番組審議会に

て「平成２６年度の国際放送番組編成計画」として改めて説明する。 

 

＜視聴番組①「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」経済コーナー（Ａ．特集「消費税引き上げ発表」ＮＨＫワー

ルドＴＶ１０月１日（火）２０時放送 Ｂ．経済コーナー「日銀、金融緩和策」「日本の不

動産業界」ほか ＮＨＫワールドＴＶ１０月３１日（木）１５時放送 Ｃ．リポート「東京

モーターショー」ＮＨＫワールドＴＶ１１月２６日（火）１１時放送）について＞ 

 

○  番組の中で紹介されたグラフなどは質が高く、特にマーケット情報は、地図も非常

にシンプルでわかりやすかった。いろいろな年齢層が見ており、ビジュアルで理解す

る人も多いので、さらに工夫していくとよりわかりやすいものになるのではないか。 

 

○  今回の視聴番組は９５点の出来栄えだった。Ｂの不動産のリポートとＣの東京モー

ターショーのリポートは外国人が見てもおもしろかったのではないか。市況など難し

いところに字幕が入っていたので非常にわかりやすかった。 

 しかし、残念だったのは、レポートの内容は良いのに、英語の発音があまり良くな

かったことだ。ＮＨＫの番組が高く評価されるためには、やはり英語はプロレベルで

なければいけない。 

 

○  いったい誰をターゲットにしている番組なのかが、どうしても気になる。日本から

日本の状況を発信するのであるならば、即時性もとても大事だが、背景をなるべくわ

かりやすくしてほしい。その題材についてそれが拠ってきた背景や、今までの国民の

感情がどうなったかといったことをもう少し加えると、ニュースとしての深みが出る

のではないか。海外の人たちに日本の経済を理解してほしいのであれば、そこが１つ

の差別化になるのではないか。リポートの英語については、流ちょうな英語ではなか

ったかもしれないが、日本人が英語で発信をしていく意味では良いことである。英語

で話すことについて日本人はあまりにも自信がなさすぎるといつも感じている。外国

のリポーターでもなまっている人はたくさんいる。発音が完璧でなくても出演にチャ

レンジすべきだ。 

 

○  全体としては良かったが、Ｃの東京モーターショーのリポートの英語はややたどた

どしいと感じた。人材育成をしていくことは大事なので、育成の努力、ときどき試し

てみる努力は怠らないようにしてほしい。いずれ英語のレベルが上がることを期待し

ている。 

 

○  Ｂの日本の不動産業界のリポートについては、多面的にいろいろな面が捉えられて

いて良かった。台湾の個人投資家が出てきたのは意外だった。単にアベノミクスによ

る不動産投資ではなく、実際に eコマース等で実需によって物流が動いていることが

背後にあるという捉え方はとてもおもしろかった。一方で、Ａの消費税引き上げにつ

いての特集は、すでにみんなが知っている情報を伝えており、非常に物足りなかった。
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その観点で、２つ伝えてほしかったとことがある。１つは、日本の政治における消費

税引き上げの難しさ、２つ目は、日本は欧米諸国に先んじて高齢化しており、政治的

にもとても難しい問題だということである。 

 経済コーナーで、人材育成のために、英語をトレーニング中の記者やディレクター

に担当させる試みについて説明があったが、この取り組みは経営者目線で、長期的な

番組の発展を考えておりすばらしいことである。 

 また、経済コーナーの中で世界の要人インタビューを積極的に行い、番組を広めて

もらうという試みについても説明があったが、興味深く評価できる取り組みだと思う。 

 しかし、経済コーナーについて、果たして速報性は大事なのだろうかと、あえて問

題提起をしたい。翌日になってしまったとしても深い分析をしたほうが、ＮＨＫワー

ルドとしては大事なのではないか。日本の問題をもっとよく理解したいと思っている

経済・金融関係者はＮＨＫワールドＴＶを見る、というキラリと光るユニークな存在

になれるのではないか。 

 

○  分析的な議論が必要な場合もあるかもしれないが、東アジア情勢、例えばどこが先

に北朝鮮のミサイルについて速報を出すかといった場合、ＮＨＫワールドの速報性は

必要である。 

 英語については、英語で話すことが本業でない記者でも、自分が取材したインパク

トをきちんと伝えてほしい。また、消費税引き上げの特集で、経団連会長と経済同友

会代表幹事のインタビューがあったが、インタビューは音がよく聞き取れないことが

あるので、英語のテロップを出すと良いのではないか。 

 

○  中身によっては速報性を求められているものもあるし、もっと腰を据えてしっかり

したことを正確にというものもある。消費税引き上げの特集で、国別の消費税のグラ

フが２つ出てきた。５％が低くて２０％が高いとなっていたが、税源は各国で全然違

い、見ている外国人は自国の税の体系の中で考えるので、「日本はなぜ５％で済んでい

るのか」と誤解されるのではないか。グラフはとてもわかりやすいが、よほど考えて

出さないと誤解を招く。 

 

○  消費税の引き上げについては、日本国内の多様な声を伝えるとともに、生活必需品

が非課税となる国の例なども紹介して、バランスの取れた報道をしてほしい。 

 

＜視聴番組②「ＡＳＩＡ ＢＩＺ ＦＯＲＥＣＡＳＴ」（ＮＨＫワールドＴＶ１１月１６日（土）２３：

１０ほか）について＞ 

 

○  中国の三中全会の特集は、非常に良かった。１つは、いろいろな背景を紹介しつつ、

中国経済がたどってきた道を、短い時間で要領よく解説していた。２つ目は、中国経

済について英語できちんとインタビューに答えられる人として、香港と北京の２人の

インタビューで良かった。北京大学の教授が言っていることが最初はわからなかった

が、含みがあることを言っており、最後に、「国有企業がどれだけ成果を上げるか」と

聞いたら、彼は「ｎｏｔ ｓｏ ｏｐｔｉｍｉｓｔｉｃ（それほど楽観できない）」とはっきり言ってい
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た。それに対して香港のエコノミストの英語は流ちょうだが、結局中国の公式見解を

そのまま言っている感じで、やり取りをしているうちに対比が出てきたのが非常にお

もしろかった。また、今回はキャスターがかなり努力して、ゲストにどんどん質問し、

さらに引き出そうとしていて非常に良かった。 

 

○  国際放送で習近平体制を批判するようなことを言うとかなり危険だと言われている

にもかかわらず、北京大学の教授は番組の中でかなり異論を言っていた。そのことを

評価したい。日本の中国研究はかなり厚いので、英語ができる若手もけっこう多い。

日本の研究者、ないしは中国の外にいるそのほかの人に、より自由な観点から話して

もらったほうが良かった。キャスターもがんばっていて、即興のやりとりで出演者の

答えを引き出している印象があり、非常に良かった。 

 

○  非常におもしろく、中身があった。もし日本人で英語を話せる人がいないのであれ

ば、日本語で話し、通訳を入れればもっと良かった。キャスターは非常にがんばって

質問し、一生懸命引き出そうとしていたので、日本語に訳して、日本人の学者に質問

をぶつけたら、もっとおもしろいことを言う人はたくさんいるのではないか。 

 

○  多くの情報を短い時間に紹介しようとしていたので難しく感じた。とても大事なこ

とを分析していたが、会議の名前やこれまでのことなど、もっと英語の字幕があれば

素直に入ったかもしれない。 

 

○  前半で過去の経緯を説明していてとても良かったが、さらにもっとよくできたので

はないかと思うことが２つある。１つは、中国経済の話で、定性的な話よりも事実関

係とデータでどうなっているのか、例えば不動産バブルなど、本当にそうなのか、グ

ラフやデータを見たかった。それから、われわれは何をウォッチしていればその変化

の兆しに気付くことができるのかを聞いてほしかった。例えば、こういう指標を見て

いれば良いとか、次回のこの会合の発言に注意してほしいとか、それが大事な気がし

た。今後この改革が進むかどうか、どういったところを見ればその行間が読めるのか

を聞いてほしかった。フォーマットはとてもおもしろかったので、質問はもっと工夫

できる気がした。 

 

○  この番組で取り上げた中国経済の課題は、どのようなスケジュールで何が具体的に

出てくるかわからないが、日本にも大きな影響を与えると思う。そういう意味で、今

後ＮＨＫがあの中身をどうフォローできるのかが非常に大事である。それから、これ

は速報性の問題とも少し絡むが、この番組は、経済改革の工程表が発表されたあと、

時間をあけずに放送を出している。この間に北京大学の教授と香港のエコノミストを

確保し、よく放送できた。中国で一番わかりにくいところを、中国人やそれに関係す

る人に解説させる試みは今後も続けてほしい。回答がないのはわかっていながらいろ

いろ聞く必要性があるのではないか。 

 

○  北京大学教授と香港のエコノミストにどんどん質問を投げかけていたのはなかなか
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良かったが、どういうことを質問するかは、事前に打ち合わせたのか、それともキャ

スターの判断に任せたのか。 

 

（ＮＨＫ側）  収録前に、キャスターがゲスト２人に国際電話で意見を聞いた。その後、

遅い時間になって改革の６０項目の詳細が発表されたため、急きょ原稿を

作成し直し、収録直前にゲストとキャスターが打ち合わせをした。 

 

○  番組に出演してもらえる人のリストなどは作っているのか。 

 

（ＮＨＫ側）  「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」のディレクターが香港に出張し、英語で応じてもらえ

る人を直接訪ねて歩いて出演可否を聞くなど、リストアップを進めている。 

 

（ＮＨＫ側）  国際放送に対しては大きな期待がある。来年、再来年ともっと良い番組

を出していけるようわれわれ一同がんばりたいと思っている。 
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平成２５年１１月国際放送番組審議会議事概要 

 

平成２５年１１月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第５９７回）は８日（金）ＮＨＫ放送

センターで８人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず最近のＮＨＫの動きについて、続いて最近の国際放送の動きについて説

明があり、意見交換を行った。その後「平成２６年度国際放送番組編集の基本計画（案）」

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

明があり、意見交換を行った。最後に国際放送番組の放送番組モニター報告の資料を配布

し、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長 萩原 敏孝 （㈱小松製作所 顧問） 

副委員長 渡辺  靖 （慶應義塾大学 環境情報学部 教授） 

委 員 内永 ゆか子 （特定非営利活動法人 ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ 

  ネットワーク 理事長） 

委 員 梅若 猶彦 （能楽師、静岡文化芸術大学文化政策学部 教授） 

委 員 セーラ・マリ・カミングス 

  （㈱桝一市村酒造場 取締役 /㈱文化事業部 代表取締役） 

委 員 瀬谷 ルミ子 （特定非営利活動法人 日本紛争予防センター 理事長） 

委 員 竹中 千春 （立教大学法学部法律学科 教授） 

委 員 平林 国彦 （ＵＮＩＣＥＦ（国連児童基金）東京事務所 代表） 

 

 

（主な発言） 

 

＜最近のＮＨＫの動きについておよび最近の国際放送の動きについて＞ 

 

○  最近中国で起きている連続爆発事件について、中国ＣＣＴＶの報道が中立的なのか

疑問がある中で、ＮＨＫは一番近い立場で情報発信できるメディアの１つだと思う。

現地で取材する上で、ＮＨＫの記者が制約を受けることはあるのか。 

 

（ＮＨＫ側） 海外メディアの取材にはそれなりに制限はあり、何でも取材できるとい

うわけではない。しかし、「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」のチャイナリポートは、北京に

派遣している国際放送局の記者が現地のリサーチャーと連携しながら取

材しており、手厚い取材ができていると思う。 

 

○  ＮＨＫの記者は事件が起きてから割と早い時期に現地の中国の新疆ウイグル自治区

と山西省に入っていたが、北京に常駐している記者が行ったのか。 

 

（ＮＨＫ側） 北京の中国総局から行った。 
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○  中国において、他国のメディアの特派員はどのように取材活動をしているのか。 

 

（ＮＨＫ側） 中国で取材している各国の特派員たちは、客観的に報道する立場で取材

をしながら、一方で取材のためのビザの発給を受ける立場でもあり、そう

した状況も認識して取材していると思う。 

 

○  ＮＨＫワールドＴＶの中国についての報道は、慎重姿勢のＣＮＮ、ＢＢＣと比べて、

非常に貴重な情報を伝えていると思う。 

 

○  中国の連続爆発事件が今後どのような状況になっていくのかを追い続けることは非

常に大事だ。苦心することもあると思うが、ぜひＮＨＫらしい方法で報道してほしい。 

 

＜「平成２６年度国際放送番組編集の基本計画（案）」について＞ 

 

○  テレビ、ラジオの項目にそれぞれ放送番組の部門別編成比率が書かれているが、今

年度はどの程度の割合なのか。 

 

（ＮＨＫ側） 今年度も「基本計画（案）」に記載した数字と同じで、例えば今年度の計

画でもＮＨＫワールドＴＶについては「報道番組６０％以上、インフォメ

ーション番組２５％以上」と記載している。 

 

○  「日本にある多様な声を伝える」という表現が入ってもよい。また、ＮＨＫワール

ドＴＶの多言語化は、国連公用語などから少しずつ取り組む努力が必要だと思う。Ｎ

ＨＫワールド・プレミアムのインフォメーション番組の比率が５％であるが、流行な

ど、日本で生活していないとわからない感覚を共有できると、海外にいても日本とつ

ながっているという安心感を持つことができるので、もう少し充実させてもよいので

はないか。インターネットについては、所得の低い国でも携帯電話が普及しており、

ＳＭＳ（ショートメッセージサービス）を使っている人が多いので、ＳＭＳの活用を

考えても良いのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） ＮＨＫワールド・プレミアムの「インフォメーション番組５％以上」と

いう表記については、スクランブルがかかっていない５時間についての数

字で、邦人の生命・財産・安心情報を伝えるということで、この時間は報

道番組が８０％以上になっている。 

 

○  「２０２０年夏のオリンピック・パラリンピックの東京開催が決まり、東日本大震

災からの復興と再生が進む中、日本に対する世界の関心が一段と強まり」とあるが、

時系列では「東日本大震災からの復興と再生が進む中」、「２０２０年夏のオリンピッ

ク・パラリンピックの東京開催が決まり」という順序ではないか。「決まり、」「強まり、」

と続くところも工夫が必要ではないかと思う。また、「大幅に刷新するほか」、「新たな

ジャンルを加えて」とあるが、どう刷新するのか、新たなジャンルとは何かについて、
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ひとことあったほうが意味がわかるのではないか。 

 

○  いま透明性と説明責任が非常に強く求められているので、明確にしたほうが目指す

ものがよりわかるのではないか。「日本およびアジアについて世界で最も信頼される情

報源になることを目指します」という表現はすばらしいと思う。ただ「信頼される情

報源になる」１つのマイルストーンが「国際発信力の強化」だとすると、そのために

平成２６年度は編成の基本単位である１ブロックを４時間から６時間にし、ニュース

発信を強化するのだという論理が書かれていていないのではないか。それをきちんと

モニターして、できること、できないことを評価することが説明責任である。 

 

○  「編集の基本計画（案）」は非常によいと思うが、この基本方針を受けて、テレビ、

ラジオ、インターネットでそれぞれこういうことをしたいという位置づけが明確には

わからなかった。経営計画３年目なので、ビジョンに対して具体的に何をどうしたい

かがもう少しわかるようにしたほうがよい。 

 

○  「編集の基本計画（案）」はよくまとまっていると思う。例えば日本の竹細工や籐の

職人は後継者が減り、材料も手に入らない。興味のある人ができなくなっているので、

どうすれば入手できるかなど、インターネットでいろいろな情報を結びつけることが

できたらうれしい。 

 

○  限られた字数の文章の中に「国際発信力」「情報発信」という言葉が多く出てくる。

冒頭に「国際発信力の強化」があり、「情報発信がますます重要になって」、「情報発信

をさらに強化する」、次のページにも「情報発信を更に強化します」とある。どのよう

な方法、方向で強化するのか、もう少し具体的なイメージが必要ではないかという印

象を持った。 

 

＜視聴番組「ｇｒｅａｔ ｇｅａｒ」（パート①Ｇａｄｇｅｔｓ「世界が認める銅製の盆栽用じょうろ」、パ

ート②Ｏｎ Ｓｉｔｅ「テクノフロンティア２０１３」、パート③Ｓｐｅｃｉａｌ Ｒｅｐｏｒｔ「ゴミから作る

セメント」）について（ＮＨＫワールドＴＶ ９月９日（月）２３：３０ほか）＞ 

 

○  誰もが興味を持てるわけではない話題を魅力的に紹介していることは高く評価した

い。ＮＨＫは日本をＰＲする最大の手段だと考えると、番組のパート①「世界が認め

る銅製の盆栽用じょうろ」を見たことによって、盆栽に興味を持ったり、弟子がつい

たりすれば、この業界に大変な貢献をしていることになる。ＮＨＫだからできること

であり、むしろそれが１つのミッションステートメント（綱領、使命）だと思う。こ

の番組を見た外国人が、おもしろい、行きたいと感じ、実際に日本まで来る人が出て

くると思うので、このような番組で日本の職人を支えてほしい。ほかの国が日本を持

ち上げてくれることは少ないが、ＮＨＫならできる。 

 

（ＮＨＫ側） 「物」そのものだけではなく、職人技や手作業、伝統的な製法、その伝

承なども日本的な部分だと思うので、無形のものにもテーマを広げるよう

にしている。先日は、無形文化遺産になった和食について取り上げた「ク
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ローズアップ現代」をＮＨＫワールドＴＶで英語化して放送した。 

 

○  日本の技術力を示す事例を次々に紹介する番組構成に感服した。ストーリー性を持

たせるほどの時間はないので、これだけたくさんのものを、ある印象を持たせながら、

というのはとても良かったと思う。 

 番組のパート①で取り上げた職人について「この人は世界的に有名だ」というナレ

ーションが入っていたが、少し抵抗があった。ここまではっきりと持ち上げると視聴

者の共感は得られないのではないか。職人の弟子がインタビューで語る形をとれば良

かったと思う。 

 また、取材の時間が限定されていることが感じられないほうがよいと思った。番組

のパート②の展示会で「外国人のお客さんがたくさん来ています」とリポーターが言

っていたが、外国人のお客さんがそこに来ている映像があるのが一番よいと思う。ま

た、ＮＨＫワールドＴＶの番組がある商品の宣伝になってしまうのは適切ではないと

思う。展示会の見学者に男性が多いのは事実であるならば、あるがままに事実を紹介

するのがメディアの仕事であろう。客観的に伝えるということと、国際社会にアピー

ルすることのバランスが非常に難しい。良いところばかりを紹介しても、信頼を得る

ことはできない。 

 

○  ビジネスの番組として２８分間に３つの話題を入れてしまうよりも、短い番組とし

て、それぞれが独立していた方がよいのではないかという気がした。パート③「ゴミ

から作るセメント」もリサイクル、環境、工業化と、どこの国も着目している話題で

おもしろかったが、話題の質がそれぞれ違い、視聴者もかなり違う可能性があるので、

最初から見ている人は最後まで見ないかもしれないと思った。 

 ３つとも日本の技術やビジネスを前面に持っていこうという姿勢が出ていたが、ビ

ジネスチャンスにつながっていくというメッセージをもう少し前に出してほしかった。

「最近では外国の人が見ています」「注文が来ています」ということよりも、誰がそれ

を買うのか、どういうものなら売れるのか、なぜそこからこのじょうろの注文が来て

いるのかまで入れてほしかった。 

 番組のパート②「テクノフロンティア２０１３」はかなり冗長に感じた。１つ１つ

はとてもおもしろいのだろうが、どのように使う機械なのかなど、スタジオに専門家

を招いて解説してもらえれば、取材がダイナミックに生きるのではないかと思った。 

 

○  番組のパート①「銅製の盆栽用じょうろ」と参考番組の「歌舞伎座のＰＥＴボトル

入り抹茶」は組み合わせとして１つのジャンルのような感じで、日本人の感性の良さ

や、職人技として捉えられる。しかし、技術、産業、ビジネスなどの匂いがほとんど

せず、他のテーマとは少し異質で、浮いてしまっている感じがした。 

 番組のパート②「テクノフロンティア２０１３」は、おもしろいものもあったが、

次々に雑然と紹介されていたので、もっとテーマを絞るべきだと思った。また、展示

会に来ていたのは日本人の業界の人たちが多く、世界の人たちに日本の技術を知らし

めるというイメージが、画面からはほとんど感じられなかった。 

 番組のパート③「ゴミから作るセメント」は、技術としては大変おもしろかった。
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しかし、ゴミが定例的にきちんとした形で出てきて、セメントの需要が近くになけれ

ば、ビジネスとして成り立たないと思った。 

 全体の構成については、もう少し考えなければならないと思った。視聴者は「あの

じょうろは雨のようにさっと流れていいな」と感心して見るだろうが、次の話題とつ

ながらない。じょうろから浮かび上がってくるのは技術ではなく、日本人の植物に対

する優しい感性なのだろうと思う。 

 

○  番組のパート①「銅製の盆栽用じょうろ」は日本の美意識と職人の技能を特集して

いて、非常におもしろく、１つの番組になるのではないか。こういうものをつくる理

由として「人に聞け、物に聞け、そこに答えがある」という職人技が非常に大事で、

日本人も忘れてはいけないというメッセージも含めてつくり上げるほうがよいのでは

ないかと思った。 

 この番組の中で大学教授の見解として、「銅はこけの繁殖を良くし、殺菌効果もある」

と言っていたが、本当に正しい情報なのか気になった。 

 番組のパート②「テクノフロンティア２０１３」のリポーターには、非常に好感を

持てた。会場に来ているのは日本人の男性ばかりで、日本の社会を反映しているとも

言えるが、おもしろいと感じる人と、おもしろくないと感じる人が両極端にわかれる。

会場に来ている人が楽しいから楽しそうに見えているが、「だから何がおもしろいのか」

と感じる人がいると思う。女性の視点で、素朴に「これがいったい何の役に立つの」

という方法か、もしくは日本のモノづくりの精神が反映されて、かつ社会に有用なも

のを会場の中に展示されているものの中から厳選して取り上げる方法か、２つの方法

があると思った。展示品を紹介するスピードがあまりにも速すぎて、少しおもしろく

ないと感じた。 

 番組のパート③「ゴミから作るセメント」は、一番ビジネスにつながると思った。

しかし、１０年前にできたものがなぜなかなか広まらないのか疑問に感じた。インド

などはゴミの処理で非常に苦労しているので、このような技術が役に立てばよいと思

った。 

 

○  全体的にとてもテンポよく楽しんで見た。キャスターの英語も硬すぎず、スタジオ

の背景もすぐれたデザインだった。番組のパート①は、抑制をきかせながらも意外と

奥深いと思った。しかし、「外国人の職人も来ています」とナレーションがあり、映像

は流れたものの、インタビューをしていなかったのがとても残念だった。番組のパー

ト②「テクノフロンティア２０１３」は、どのような技術なのかピンと来なかったも

のがいくつかあったので、海外の人はもっとわからなかったのではないか。３番目の

「ゴミから作るセメント」が一番興味深かった。最初にこの項目を持ってきていたら、

かなりの人が最後まで見てくれたのではないか。３つの項目のバランスについては、

１つ１つを掘り下げるよりも、２８分間でさまざまな分野について広く知ることがで

きたので、よい選び方だった。 

 

○  いま原発をめぐって日本の技術力に疑問符がついているときなので、このような番

組は意義があったと思う。しかし、番組のパート①は、海外で人気があって注文が来
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ることが番組の中で２回繰り返されていて、重複している印象を受けた。番組のパー

ト②「テクノフロンティア２０１３」は日本人の目線で見ると誇らしく思ったが、ド

イツやアメリカには、本当に優れているのか、このくらいの技術は自国にもあるので

はないかという感覚を持つ人もいるかもしれないと思った。どの程度画期的なことな

のか少し紹介してもよかったのではないか。番組のパート③「ゴミから作るセメント」

は、世界で唯一と言っていたので、本当にユニークであるということがわかった。 

 また、「日本の技術はこんなに優れています」という番組は、発展途上国のＰＲのし

かたのような気がした。展示会でいろいろな国が展示をしている中で、日本もこうい

うことを展示しています、というほうが先進国の普遍性を強調するＰＲのしかたとし

てより説得力を持つのではないか。日本の情報発信をしなければいけないという使命

があるので、その信頼性という点で日本の自慢だけをすればよいのか、私自身も引き

続き考えていきたい。 

 この番組は、少しリラックスするときには最高の番組だと思うので、インターネッ

トを使っていつでも見られるようにオンデマンド方式にしてはどうか。 

 

（ＮＨＫ側） 番組のホームページで、いままでの番組の一部を見ることができるよう

になっている。 

 

○  テンポよく、日頃あまり情報として得られないものがさまざまな形で出てきて楽し

かった。このような技術はあまり派手ではなく陰に隠れているが、非常にキーになっ

ており、そこがとてもわかりやすく、どう努力しているか、どんなに大事かが紹介さ

れたのはとてもおもしろかった。今まで日本はこのような技術は当たり前だと思って

いたところがあるが、実はそこが日本の強さの源泉にあるということが、最近少しず

つ言われだしている。それが具体的に見える形で出てきたのは、とてもよいことだと

思う。これは海外の人々に対する宣伝でもあるが、日本人にとっても自信を持つ意味

でよいと思った。キャスターはとても魅力的で、英語もすばらしいが、手を前に組ん

でいるのが少し気になった。もっと手をフリーにして表情豊かにするか、手を横に垂

らしたほうが自然な感じでよい。 

 

○  大使など、地位が高い人の前では手を前で組んで、右手を隠すのが基本であるが、

キャスターはカジュアルな服装だったので気になったのではないか。服装は、キャス

ターに任せているのか。 

 

（ＮＨＫ側） ７月にキャスターが変わったばかりでまだ慣れていないところがあり、

オーバーアクションにならないよう、なるべく抑えるようにと言っている。

キャスターにはスタイリストがついている。 

 この番組は日本の特定のメーカーがつくった特定の商品を紹介してい

るので、名前を出さないと成立しないが、宣伝にはならないことはいつも

気にしている。その意味でナレーションで言うのかコメントに含めるのか

は、もう少し気をつけるべきだった。コーナーについては、番組がスター

トした時に、雑誌をめくるような感覚で見られる番組というコンセプトイ
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メージがあったので、あえて「Ｇａｄｇｅｔｓ」「Ｏｎ Ｓｉｔｅ」「Ｓｐｅｃｉａｌ Ｒｅｐｏｒｔ」

というタイプの違う３コーナーで構成している。２８分の間にたとえば「Ｇ

ａｄｇｅｔｓ」ばかり並べれば見やすくはなるが、「雑誌」というより「専門誌」

になってしまう。あるいは、１つ１つあまり深く突っ込まないが新しいも

のがどんどん出てくるアメリカのテレビ番組のようなものがよいのか、演

出をどちらに向けていくかは工夫していきたい。「ｇｒｅａｔ ｇｅａｒ」の制作は、

雑誌作りの経験を持つライターを多く起用しているため、コメントが長く

なるが、取材の厚みが出る。いろいろな作り方があり得る番組だと思うの

で、今後も前向きにいろいろな取材をしていきたい。 
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平成２５年１０月国際放送番組審議会議事概要 

 

平成２５年１０月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第５９６回）は１１日（金）ＮＨＫ放

送センターで８人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず最近のＮＨＫの動きについて、続いて最近の国際放送の動きについて説

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

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

モニター報告の資料を配布し、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長 萩原 敏孝 （㈱小松製作所 顧問） 

委 員 岩瀬 大輔 （ライフネット生命保険㈱ 代表取締役社長） 

委 員 内永 ゆか子 （特定非営利活動法人 

    ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク 理事長） 

委 員 内海 善雄 （前国際電気通信連合（ＩＴＵ）事務総局長） 

委 員 セーラ・マリ・カミングス 

  （㈱桝一市村酒造場 取締役 /㈱文化事業部 代表取締役） 

委 員 竹中 千春 （立教大学法学部法律学科 教授） 

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

委 員 平林 国彦 （ＵＮＩＣＥＦ（国連児童基金）東京事務所 代表） 

 

 

（主な発言） 

 

＜最近のＮＨＫの動きについておよび最近の国際放送の動きについて＞ 

 

○  ＮＨＫワールドの国内でのＰＲについて、反応は出てきているか。 

 

○  ２０２０年のオリンピックの東京開催が決まったので、国内へのＰＲは今がベスト

タイミングだと思う。国内で知ってもらうだけではなく、２４時間見てもらえるよう

にしてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 国際放送に関する理解がだんだん深まってきていると感じている。本来

どうあるべきかの議論ができる土壌が少しずつできてきたという感触を

つかみかけているところである。これから国内外ともさらにＰＲを積極的

に進めていきたいと思っている。スマートフォンやタブレット端末でＮＨ

ＫワールドＴＶを見られることは非常に大きい。現在、総務大臣の認可を

得、一部のケーブルテレビでもＮＨＫワールドＴＶが見られるようになっ

ているが、今後、さらに多くのＩＰＴＶやケーブルテレビでＮＨＫワール

ドＴＶがご覧いただける予定である。 
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○  国際放送のラジオがどれだけの人に届いて、どう受け止められているのかなど視聴

者とつながるのはとても難しいと思うが、スペイン語放送、ポルトガル語放送の企画

にリスナーから１００通以上の投稿が来たというのは、とてもうれしい反応だと思う。

もしかしたらニッチな層かもしれないが、日本に興味を持っている人に確実に届いて

いるということが実感できる話だと思った。各言語班によるリスナーイベントは定期

的に行っているのか。 

 

（ＮＨＫ側） 今回はインドネシア語放送戦後再開６０周年記念でバンドンにて行った。

なるべくいろいろなタイミングを捉えて行いたい。 

 

○  ＮＨＫワールドは、世界中のいろいろな地域に向けていろいろな言語で情報を発信

しているので、オリンピック開催も決まり、日本がこれからグローバル化していく中

で、とても大事な情報伝達の１つになってくると感じた。また、ＮＨＫワールドをも

っと広めるためにいろいろなかたちで宣伝し、世界はもとより、日本国内でもいろい

ろな人に見てもらい、聴いてもらうのはとても大事なことだと思う。ＣＮＮよりもＮ

ＨＫワールドＴＶの「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」のほうが興味の内容が非常に日本人に近いし、

スピードや言葉の使い方が日本人にとって親しみやすく、英語の練習にも実用的だと

いう感じがするので、そのような副次効果も宣伝するとよいと思う。また、英語を母

国語としない人も聞いているということに少しウエートを置いて、どんな単語、イデ

ィオムを使うのかに注意してほしい。 

 

○  英語力強化のために授業でＣＮＮ、ＢＢＣ、ＮＨＫワールドＴＶを見るが、「ＮＥＷ

ＳＬＩＮＥ」はとても速い。もう少しゆっくり話してくれれば、英語力をアップさせたい

人や英語が主言語でない人もついていけると思う。ＣＮＮやＢＢＣは原稿にないこと

をしゃべっているところがあるので、わりとゆっくりになったり、重複して言ったり

するが、ＮＨＫワールドは原稿を読んでいるので内容が重複しない。「だから」とか「言

い換えると」のようなものはなく、１回逃してしまうとついていきにくい。ＢＢＣ、

ＣＮＮと比べても、アジア情勢についてはやはりＮＨＫワールドＴＶがとてもよいと

思う。 

 

（ＮＨＫ側） テレビもラジオもＮＨＫワールドオンラインにニュースのテキストが掲

載されており、Ｅテレとラジオ第２に「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」を使った「ニュー

スで英会話」という番組があるので英語学習の教材としては非常によいと

思う。また、ＮＨＫワールドのニュース原稿を使った「『ＮＥＷＳＬＩＮＥ』で

学ぶ時事英語」という大学用の教材が作られた。 

 原稿を読む速さについては、ほかの国際放送はアンカーがかなりアドリ

ブを入れて話すので速くならないが、ＮＨＫは間違ってはいけないという

ことが第一にあり、アナウンサーが原稿をきちんと読んでいるため、読み

英語になってしまい、どうしても速くなってしまうところがある。 

 

○  アナウンサーが原稿を読むだけではなく、アンカーを養成することもやはり必要だ
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と思う。ＢＢＣなどはどれだけ原稿があるのかと思うほどアンカーがかなりアドリブ

を入れている。そのようなプレゼンテーションができるようになることが必要だと思

うし、用意されたものを読んでいるだけだとつまらないので、おもしろさを考えると

討論をもっと取り入れたほうがよい。 

 

○  インドネシアに出張した際、現地のインドネシア人管理職５０人にＮＨＫが海外向

けに放送していることを知っているか聞いたところ、５０人中２６人が知っていて、

そのうち１８人が見たことがあると答えた。一番多いのは時々見ているという人たち

で、毎日見ているという人たちは極めて少数だった。一番大きい問題は、ＮＨＫワー

ルドＴＶが有料のケーブルテレビ経由で放送されており、視聴するために基本料金と

追加料金を負担する必要があるということである。よい番組を作って送り出しても、

見てもらえる環境にない。どうすればＡＳＥＡＮ各国の主要なホテルなどでＮＨＫワ

ールドＴＶを見てもらえるようにできるのか、あるいは個人でも興味のある人たちが

もっと安価に見られるようになるのか。日本政府にもっと発信力を強化しろと言われ

ているのなら、インフラのためにもっと資金を出してもらえるように努力してもよい

のではないか。興味はあるけれど見ていないという実態がたいへんもったいないと思

う。 

 

（ＮＨＫ側） 受信環境整備については、現在の英語の２４時間チャンネルを始める前

は、受信可能世帯数は２７０万世帯だったが、地域衛星、ケーブルテレビ、

地上波との契約を増やしていくことにより、今は約１００倍の２億６５０

０万世帯まで拡大した。現地で有料の、しかも高額なチャンネルに入って

いると、物理的には見られる世帯ではあっても、実際に見てもらうことに

はつながらない。今後はこういったところに取り組んでいかなければいけ

ないと考えている。しかし、これ以上世帯数を増やそうとすると、チャン

ネルを買って流してもらうことになる。その財源をどう確保するかについ

て、オールジャパンのしくみも検討してほしいというお願いをしている段

階である。国内に向けては、インターネットで見られることを、力強くＰ

Ｒしていきたい。 

 

＜視聴番組①「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」（ＮＨＫワールドＴＶ ９月３日（火）２０時放送）につい

て＞ 

 

○  東京電力福島第一原発の話もいろいろな側面から客観的に報道しているのはよいこ

とだと思う。東京電力幹部が福島県の住民から刑事告発されたことについて「Ｔｅｐｃｏ 

ｄｅｃｌｉｎｅｄ ｔｏ ｃｏｍｍｅｎｔ」（東京電力はコメントを差し控えたいとしている）と伝えた

のは大変なマイナスになると思う。 

 

○  東京電力幹部が刑事告発されたニュースで、冒頭で「ｆｉｌｅ ａ ｃｒｉｍｉｎａｌ ｃｏｍｐｌａｉｎｔ」

（刑事告発する）と英語で伝えたものの、その後「ｉｎ ｔｈｅ ｓｕｉｔ」（訴訟の中で）とい

う英語表現を使ったのは適切ではなかった。また、東京電力がコメントを差し控えた
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理由をニュースの中で伝えた方が東電のイメージ悪化は避けられたと思う。 

 

○  福島第一原発のニュースは非常に迫力がある報道で、多角的、客観的に報道する努

力をしたことがよくわかった。 

 

○  「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」全般について、日本の視点を踏まえていて、日本発の情報という

ところは十分ある。しかし、福島第一原発の汚染水の問題について、安倍首相が大丈

夫だと言い、オリンピックの委員も問題ないと言っていたその後で、汚染水がもれた

タンクの映像が出てきたので、これを見た人はいくら大丈夫だと言っても本当に大丈

夫なのかとかえって疑問に思うのではないか。 

 

○  外国人は、福島第一原発などの悪いニュースがあってもぜひその都度正しく伝えて

ほしいと思っている。本当のことを言っているのか、隠していることはないか、とい

うことがわからないと不安になる。問題はあるけれどきちんと対応しているというこ

と、最新のニュースを伝えるから安心してくださいというのが頼れるメディアなのだ

と思う。 

 

○  汚染水対策のニュースで、政府の予算を４７０億ドルと言っていたが、なぜドルに

言い換えるのか気になった。国内で使う予算であり、円は国際通貨なのだから、円で

言ってからドルに言い換えるなどとするべきだと思った。 

 

○  海外の投資家に説明をする時、日本株をいつも見ている人には円建てで話すが、ア

ジア全体を見ている人にはドルを使う。「１０兆円の経済対策」など、円建ての数字に

意味がある時は円で伝えれば良いと思う。 

 

○  円だけだと頭の中で換算しなければいけないので、円とドルと両方言うのがよいの

ではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 以前は円で１度言ってからドルに換算した金額を言っていた。しかし、

日本円で言うと数字が細かくなり、ドルのほうが海外で見ている視聴者に

もわかりやすいのではないかと考えている。海外の多くのメディアもドル

で言っており、やはり海外の人が普遍的に理解できるようにしたほうがよ

いのではないかと考えている。 

 

○  ビジネス情報で、エネルギー問題の専門家が原油価格の展望を話していたが、内容

的にかなり強い発言だった。この人はどのような立場の人で、どのような背景からこ

ういう話をしているのか説明がなかったので、なぜこの人が話しているのかわからな

かった。母国語で話していたらもう少しデリケートな言い方になったのではないかと

思う。 

 

○  その専門家は、中期的に見ると石油は３０ドル下がると断定的に言っていた。一体、
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この人は何者なのか、言っていることに責任を持てるのかという不安を感じた。ＮＨ

Ｋはこの解説者にどういう立場で発言させているのかと思った。 

 

○  原油価格の展望について日本の専門家で同じようにコメントできる人はいないのか。 

 

○  原油価格の展望について、エネルギー問題の専門家の話は逆にそういう捉え方があ

るのだと思った。今シリアは化学兵器で話題になっているが、本当はもっと奥の深い

問題なのだろうと思った。 

 

（ＮＨＫ側） この専門家は世界的にも発言に影響力があり、著名な方である。シリア

情勢で石油価格が上がった時にちょうど日本に滞在していたので出演し

ていただいた。ほかの日には日本人の専門家にも出演していただいている。

衛星中継でシンクタンクから伝えてもらうこともある。 

 

○  今回の「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」は、ニュースの順番をどういう方針で構成しているのかわ

かりにくく、もっと整理が必要ではないかと思った。福島第一原発、シリア情勢、オ

リンピック招致の３つがヘッドラインに出てきたあとに再び福島第一原発、オリンピ

ック、また福島第一原発、シリアとニュースが続いた。その後は、消費税、マーケッ

ト、石油、ショッピング、そしてまたマーケット。それから北朝鮮のスポーツ、また

オリンピックと続いた。また、「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」の中で世界のビジネス情報が２回伝え

られたが、最初は日本から東証の指数が出ていたのに対し、２回目では、アジアのほ

かの国は出ているのに東証が出ていなかったのはなぜなのか気になった。 

 

○  福島第一原発のニュースが２回出たのは、それだけ重大なタイミングであったこと

と、途中から見る人のことを意識しているのではないかという気がした。よく重大な

ニュースを繰り返すことがあるので、自然な感じであった。また、オリンピック招致

関連のニュースは非常に心に響いた。 

 

○  ニュース項目の優先順位は日本を中心に、それからアジアという順番とのことだが、

今回の「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」は少しそこが入れ替わっている感じがした。 

 ＮＨＫワールドのニュース番組は、中立性を非常に大事にしているとい聞いたが、

ニュースをあまり中立にしてもおもしろくない。ＮＨＫワールドの「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」

はどういう傾向があり、どういう意見を持っているか、ということがあってもよいの

ではないか。おそらくアンカーを入れると、どういうスタンスかがはっきりしてくる

し、見ている人はおもしろくなる。議論の余地がないように事実を淡々と伝えること

も大事だと思うが、せっかく世界に発信するのであるなら自分たちはこうだという独

自性があってもよいのではないかと感じた。 

 

○  全体を通じて、この番組、このチャンネルの位置づけ、独自性とは何かということ

を考えた。これはとても大事なことで、ＮＨＫが扱う意味をいろいろなところに入れ

てほしいと思った。例えばアメリカのニュース、アメリカの財政問題の事実を伝える
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だけなら新聞を読んだり、ほかのメディアを見たりすればわかるので、それが日本に

とって意味があるのかないのか、ＮＨＫならではの独自性を常に出すべきではないか

と思う。原油価格の話も同様で、中東の専門家を連れてきて流すだけなら、独自性は

ないのではないか。やや唐突でかなりテクニカルな話が長く続いたという印象がある。

原油価格に興味がある人は金融の番組を見ていると思うので、バランスが悪いと思っ

た。素材を取り上げる際に、ほかのチャンネルとは違うＮＨＫの切り口を少し入れる

だけで、断然変わってくると思う。 

 

○  ニュースというのは「事実に焦点を当てていること」、「データを基にしていること」、

「バランスが取れていること」が基本である。見る側が共感する、しないということ

はニュースの本質とは別の話であろう。今回の視聴番組は非常に見やすかった。真剣

に見るというより、自分の興味があることに関心を向けていくタイプとしては、非常

に聴きやすい番組だと感じた。 

 

○  消費税の問題は、みんなやや肯定的に認めているが、実は反対している人たちもい

る。両建てで伝えないと事実と違うのではないのかと感じた。 

 

○  シリアのニュースでは、もう少し日本の観点を出したほうがよかったと思った。 

 時間帯によるのかもしれないが、天気予報でアフリカの都市を取り上げていなかっ

た。 

 「ショッピングツーリズム」のニュースでは、どの企業が参加しているのかもっと

知りたかった。 

 最後のオリンピック招致のニュースは、ほのぼのとしたストーリーで良かったが、

海外で理解されるか、インパクトはあるのか疑問に思った。最後に、決定まであと「９

日」と書かれたちょうちんが出ていたが、日本語が読めない人は「Ｎｉｎｅ ｄａｙｓ」など

と字幕で出ていないとわからない。映像を生かしてできることはまだあるのではない

か。 

 震災報道以降、キャスターのジーン・オオタニ氏を見てきて、ものすごい力がある

人だと思った。オオタニ氏ならアンカー的な話し方ができると思うので、ゲストと対

話するような構成も可能ではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 基本は日本、アジアのニュースが最初だが、世界が注目しているニュー

スがある時にはよく検討する。この日はシリアの攻撃が行われるかどうか

ということがあったので、今回はシリアで行こうということになった。し

かし、シリアについて朝から晩までずっと同じニュースが続く場合、トッ

プの次ぐらいに来る日本のニュースがあれば、トップを入れ替えて、日本、

アジアのニュースを入れるなどしている。ただ、基本はアジアを重視する

が、世界がトップで伝えているものを外すわけにはいかないので、そこの

兼ね合いが非常に難しい。この日は朝からずっと汚染水の話を扱っていて、

後半の東京電力の話も少しずつ差し替えたが、日本オリンピック委員会が

汚染水について「オリンピック開催には問題ない」という話をきちんと向
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こうに伝えたというニュースが入って来たため、世界の関心も集まってい

たので差し込んだ。海外のメディアはオリンピックが東京で開かれるかど

うかは汚染水の問題が大きく影響していると捉えていたので、日本政府の

立場について速やかに伝えた。さらに後半でオリンピックに期待する日本

の声をいろいろな角度から伝えた。 

 また、福島第一原発については継続して報道している。日本のメディア

として日本からきちんと情報を出すことは、私たちの報道の柱の１つであ

る。連日、状況やそれについての取り組みなどを伝えている。さらに汚染

水の問題などについて国際放送局が長期的に取材していることも折にふ

れて伝えている。 

 

＜視聴番組②「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」リポート選 １「ブルカをかぶった正義の味方」（８月２８

日（水）２１時放送）、２「中国・薄熙来裁判の波紋」（９月３日（火）１３時放送）、３

「北鮮経済最新事情」（９月１７日（火）２０時放送）、４「タイ・シリア難民は今」（９

月２０日（金）２１時放送）について＞ 

 

○  「ブルカをかぶった正義の味方」は、女性の権利向上についてパキスタン国内でも

アニメーションで取り上げられているということを知って、非常に心強く思った。パ

キスタンでこのようなことをするのは大変な勇気を要することである。世の中にはパ

キスタンのように平和でない大変なところがあるということを日本の視点で取り上げ

たことは高く評価したい。 

 

○  パキスタンはこれからも女性にとって危険な状態が続くと思うが、メディアに取り

上げられることによって刺激になり、応援できる体制に変わっていくと思う。 

 

○  「ブルカをかぶった正義の味方」は本当におもしろかった。パキスタンの女性の権

利向上についての報道はいろいろあるが、アニメのことは初めて知った。制作してい

る建物や女優が映っていたので心配になった。このアニメの技術などに日本は協力し

ていないのか。 

 「中国・薄熙来裁判の波紋」と「北朝鮮経済最事情」は、勇気ある報道で、ＮＨＫ

がギリギリのところまで取材したことがよくわかった。 

 「タイ・シリア難民は今」もたいへんおもしろかったが、パレスチナ紛争とシリア

の関係がわからないと混乱してしまうのでもう少し説明が必要だと思った。 

 

（ＮＨＫ側） アニメはパキスタン独自のものである。アニメを簡単に作成する装置を

製造するところには日本も貢献している。 

 

○  リポート選はどれもすばらしかった。ニュース全体の考え方として、リポート選の

ようなところで日本の立場や、極めてＮＨＫワールドらしいものを扱い、通常のニュ

ースではできるだけ普通のニュースを扱ったほうがよいのではないか。ＮＨＫワール

ドが日本らしい、アジアを中心としたニュースばかり放送しているのでは、継続的に
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見てもらえない。われわれがＢＢＣを見るのは、ＢＢＣは世界の出来事をだいたいカ

バーしているという安心感があるからである。そうは言いながらやはりＮＨＫワール

ドらしいところを出さなければいけない。そこで、フィロソフィーを持つというもう

少し高いところを目標にすれば、みんなが見てくれるのではないかと思う。ＮＨＫワ

ールドはＣＮＮに比べても安心して見ていられるし、個別の素材はどれもすばらしい

ので、もう少し番組の役割分担、方針、もっと言えばニュースの中身の構成を全体と

してうまく編集すればＢＢＣ並みになるのではないか。このチャンネルは公平性、中

立性、客観性という観点から見ても、非常に質が高いが、いくらよい番組を作っても

見てもらえないと意味がない。視聴率を上げるためにはやはり客観性、普遍性が重要

である。 

 

○  国内の場合、ＮＨＫは不動の独自の地位があるが、グローバルで見るといろいろな

ところとチャンネルや関心を取り合っている。その中で、どういう人たちを対象にし

てどういう存在であるのか、何を理由にチャンネルをあわせてもらえるのかが問われ

る。その時、鍵になるのが、一貫性とかフィロソフィー、あるいは戦略なのではない

かと思った。そういう観点で「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」のリポート選はとてもおもしろくて、

「北朝鮮経済最新事情」では庶民の肌感覚というか、物価や貧しい地域のこともわか

った。そういう意味ではやはり中国、北朝鮮にここまで入り込めるのは、欧米のメデ

ィアではなく日本だけだと思う。中国と北朝鮮については世界中が関心を持っている

ので、もっと知りたい人たちが見るチャンネルとしてＮＨＫワールドのポジショニン

グが十分あり得ると思う。 

 「タイ・シリア難民は今」は、とても遠く感じるものをつなげることでこの問題の

複雑さや波及範囲を表していて、それが一見すると全く関係ないタイとシリアを関連

づけている視点を評価したい。中東へのプレゼンスもＮＨＫの強みだと思うので、ア

ジアと中東について経済大国である日本の視点から世界に向けて伝えることができる

チャンネルというブランディングになると、かなり安定した視聴者層を獲得できるの

ではないかと思った。 

 

○  リポート選は視点もアプローチも多様で、質の高い内容であった。 

 「ブルカをかぶった正義の味方」で取り上げていたアニメは、エンターテインメン

トを使っていろいろな社会的メッセージを伝えるというエンターテインメント・エデ

ュケーションという手法で、非常に有効なものだ。このアニメを見たのは初めてだが

すばらしい。このようなものを取り上げているＮＨＫの視点もすばらしいと思った。 

 「北朝鮮経済最新事情」は、ドルで払ってドルでおつりが返ってくるタクシーに驚

いた。経済的に裕福な層も出てきている中で、そうでない人のインタビューも取れて

いるのはすばらしいと感じた。 

 「タイ・シリア難民は今」は、われわれの間でも聞いたことがない問題だったので、

このような視点は非常にクオリティーの高いものだと感じた。 

 

○  「ブルカをかぶった正義の味方」が一番おもしろかった。「北朝鮮経済最新事情」は、

北朝鮮はとても貧しいという感覚があったが、豪華なマンションや海水浴客など非常
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にうまく対比されていた。日本は海外のいろいろなことに対してあまり目を開いてい

ないので、今回のリポートは日本国内の人にも見てもらいたいと思った。 

 「タイ・シリア難民は今」は、タイとシリアがこのような関係にあることを知らな

い人が多いと思う。日本がいかに平和な国かということが、いろいろな国の話を聞け

ば聞くほどわかる。 

 

○  ４本ともたいへん興味深かった。「中国・薄熙来裁判の波紋」と「北朝鮮経済最新事

情」はＮＨＫの中国や北朝鮮に対する取材の層の厚さ、熱心さを感じた。重慶の話も

去年２月ごろの話と最近の話を二重写しにしながら、常にいろいろなものをストック

している。北朝鮮市民へのインタビューなど、ＮＨＫならではのリポートだと思った。

北朝鮮で地下鉄に乗る時にＩＣカードのようなもので改札を通っていたが、北朝鮮の

地下鉄にあのようなシステムがもう使われているのかと驚いた。北朝鮮というと、か

なり閉鎖的で富も偏在化していて、ものとても貧しいということばかりが強調されて

いるが、いろいろな国からいろいろな技術や資金が入って来ないとあのようにはなら

ないと思う。本当の北朝鮮は一体どうなっているのか、取材すべき領域がまだたくさ

んありそうだが、おそらく欧米のメディアにはできないことだと思うのでＮＨＫに期

待している。 
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平成２５年９月国際放送番組審議会議事概要 

 

平成２５年９月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第５９５回）は１３日（金）ＮＨＫ放送

センターで９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず最近のＮＨＫの動きについて、続いて最近の国際放送の動きについて説

明があり、さらに平成２５年度後半期の国際放送番組の編成について説明を行った。その

後、意見交換を行った。ひき続き、視聴番組ラジオジャパンフォーカス「伝統の相撲界に

旋風を巻き起こせ」、スワヒリ語放送独自番組・ＳＭＳ企画「お話つくろう！」について意

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

了した。 

 

（出席委員） 

副委員長 渡辺  靖 （慶應義塾大学 環境情報学部 教授） 

委 員 岩瀬 大輔 （ライフネット生命保険株式会社 代表取締役社長） 

委 員 内永 ゆか子 （特定非営利活動法人 

    ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク 理事長） 

委 員 内海 善雄 （前国際電気通信連合（ＩＴＵ）事務総局長） 

委 員 梅若 猶彦 （能楽師、静岡文化芸術大学文化政策学部 教授） 

委 員 瀬谷 ルミ子 （特定非営利活動法人 日本紛争予防センター理事長） 

委 員 竹中 千春 （立教大学法学部法律学科 教授） 

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

委 員 平林 国彦 （ＵＮＩＣＥＦ（国連児童基金）東京事務所 代表） 

 

（主な発言） 

 

＜最近のＮＨＫの動き、最近の国際放送の動きおよび平成２５年度後半期の国際放送番組の

編成について＞ 

 

○  ラジオ日本のロシア語放送の中波はどこからどれくらいの電力で出しているのか。 

 

（ＮＨＫ側） ロシア語の中波はリトアニア中継局から出力７５キロワット、モスクワ

中継局から１０キロワット、タジキスタン中継局から３００キロワットで

放送している。 

 

○  ある財団が出している提言の中の対外発信力の強化についてのチャプターで、「ＮＨ

Ｋの海外放送は従来の在外邦人向けの発信という姿から変化が見られない」という記

述があった。これはフェアでないという感じがするので、もう少しＰＲが必要かと思

った。また、このような議論をする時に、中国は一生懸命に国威発揚をしていると指

摘されるなど、中国と比較される向きがある。 
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（ＮＨＫ側） ＮＨＫの国際放送については、誤解されていることもあるので、その都

度ご説明し、ご理解いただくことにしている。また、ＮＨＫワールドは中

国の国営放送とは性格が違い、国のプロパガンダではないことがＮＨＫワ

ールドのニュースの信頼性を高めているということもご説明している。 

 

＜「ラジオ日本 新メディア展開について」、視聴番組①ラジオジャパンフォーカス「伝統の

相撲界に旋風を巻き起こせ」（ＮＨＫワールド・ラジオ日本 ８月１日（木）午後２：１５）、

視聴番組②スワヒリ語放送独自番組・ＳＭＳ企画「お話つくろう！」（ＮＨＫワールド・ラ

ジオ日本 ７月３１日（水）午後０：１５ほか）について＞ 

 

○  「伝統の相撲界に旋風を巻き起こせ」では、番組が追ったエジプト出身の力士・大

砂嵐関がラマダンの期間中ちゃんこを食べられずどうするのかなど、異文化が交差し

た瞬間が印象に残った。一方、相撲の中継をラジオの音声番組で聴いた場合、われわ

れは相撲の映像が鮮明に脳裏にあるのでイメージしやすいが、相撲を知らない人に音

声だけでどこまで雰囲気を伝えられるのかが難しいと思った。 

 スワヒリ語の「お話つくろう！」は、ＳＭＳ（ショートメッセージサービス）を使

った双方向の番組ということで、ざん新な取り組みだと思った。以前タンザニアを訪

れた際、韓国企業が多く目立っていたが、その中で聴取率が１０％もあるラジオ日本

は、外交という意味でもすばらしいと思った。もともと日本に興味のある人が聴いて

いるという印象があったが、「生のお魚を食べるなんて驚きです」というリスナーの素

朴な感想を見ると、本当に草の根に届いているのだと感じた。 

 ＳＭＳで日本へテキストメッセージを送る際には、国際電話料金がかかるのか。 

 

（ＮＨＫ側） タンザニア、あるいはケニアから日本にメールを２回送ると、おおよそ

現地の清涼飲料水１本分ぐらいの料金になると聞いている。 

 

○  「伝統の相撲界に旋風を巻き起こせ」では、ディレクターが大砂嵐関にアラビア語

での取材を続けたことにより、文化と文化の接触という状況が非常によく出ていたと

思う。来日後、大砂嵐関のライフスタイルが大きく変化したことや、親方とのやり取

り、感謝や謙虚さなどの心の問題などをかなり詳しく描写することによって、異文化

交流というのはこういうことなのかと、実感を持って伝えていた。 

 

○  「伝統の相撲界に旋風を巻き起こせ」は、相撲の特殊な単語がわかりにくかった。

ラジオの限界というか、このような番組をラジオで放送するのが適当なのかどうか、

少し疑問に思った。参考番組として視聴した１本、ＮＨＫワールドＴＶで放送した大

砂嵐関のドキュメンタリー「Ｓｕｍｏ；Ｆｉｇｈｔｉｎｇ ｗｉｔｈ Ｈｅｒt」は異文化交流についての

すぐれた番組だった。 

 「お話つくろう！」は面白い取り組みだと感じたが、日本語教育の番組としては、

本当に有効なのか疑問に思った。あるいは日本語教育ではなくてストーリー作りを楽

しむ番組なのか、どちらなのか気になった。また、ＳＭＳで日本へメッセージを送る

というのは、ショートメッセージとはいえ、国際電話料金がかなりかかるので、やは
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り普通の人にはできないのではないかと思う。 

 

○  「伝統の相撲界に旋風を巻き起こせ」については、大砂嵐関は今はかなり勝ってい

て成功しているので、それなりに注目されていると思う。ディレクターが大砂嵐関や

親方と信頼関係にあるということであれば、ラジオ番組としては、彼が勝っていく過

程よりも、彼の心の中、もしくは取り組み、考え方が変わっていく過程、彼が周囲を

どう変えていっていたかということを伝えることがはるかに大事ではないか。 

 「お話つくろう！」については、いま発展途上国でものすごく携帯電話が増えてい

るということに結びつけて評価したい。発展途上国で男性と女性の携帯電話の使い方

の違いを調べたところ、女性は男性よりもプライベートでよく電話を使うというデー

タがある。ということは、携帯電話というのは、女性にとってより高い地位や大きな

権限を得るための道具とも言えるので、女性が番組に参加しやすいしくみを作ること

が非常に大事だと思う。ＳＭＳより負担の少ない方法を考えて、より参加しやすい方

法にすると、タンザニアなど、アフリカで日本が女性の意見を大事にしていく社会を

つくり上げているというメッセージが伝わり、日本のイメージがよりソフトになって

いくのではないか。 

 

○  「伝統の相撲界に旋風を巻き起こせ」は、よく取材してきたことが伝わってきた。

大砂嵐関も親方もスター性があって、すごく良かった。欲を言えば、大砂嵐関がなぜ

大相撲の力士を目指し、日本へ来たのかということをもっと出してほしかった。また、

異文化交流というのは双方向だと思うので、大砂嵐関が親方の教育に対する考え方や

部屋にかかわる人たちのライフスタイルを変える可能性を持って来たということをも

っと強く出せたのではないかという気もした。 

 「お話つくろう！」も面白くて、楽しそうだと思った。携帯電話のＳＭＳを使って

いるが、このラジオ番組を生かすために、スマートフォン向けの無料アプリなどほか

のメディアも使っていってほしい。 

 

○  「伝統の相撲界に旋風を巻き起こせ」は、長期的にいろいろな角度から取り組んで

ほしい企画だと思った。アフリカは日本にとって遠くてなかなかなじみがない、文化

的にもよくわからないという印象を持ちがちな地域であり、相手からもそう思われて

いる。今まで全く先人がいなかった地域にパイオニアとして大砂嵐関が来ているとい

うことをアラブ地域やアフリカの地域の若者に知ってもらう機会にもなる。そういう

意味で日本のこともわかってもらえるし、グローバル化の中で日本も１つのオプショ

ンになるということを広めることになり、ＮＨＫワールドがこれから進んでいこうと

する方針に合致したテーマだと思う。 

 現地でもラジオは“ながら”で聴く人が結構多いが、日本文化のわかりにくいこと

もわかりやすく説明していて、すんなり入ってきた。音については、盛り上がってい

る感じの音は、伝統文化的なことでも比較的イメージが湧きやすく、効果的に使われ

ていると思った。しかし、音の種類によっては、最初に聞いた時に全く何の音かわか

らず、その数秒後に言葉で説明があったが、少し戸惑う人もいると思うので、そうい

うところの使い分けを工夫することでよりわかりやすくできる余地はあると思った。 
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 「お話つくろう！」が活用するＳＭＳというメディアは、ケニアやタンザニアのよ

うなある程度発展しているアフリカの国だけではなく、近年まで内戦が続いていた国

でも一般的に利用されていて、世論調査などにも活用されるほどポピュラーな手段に

なりつつある。番組からの質問に回答する際のＳＭＳの利用料金が適切かどうかの議

論は、どの世代のどういった職業の人たちを番組のターゲットにするかで変わってく

ると思う。どの層を対象として想定しているかによって、ストーリーの行く末も違う

だろう。タンザニアにおけるラジオ日本の認知度が１０％という高い数字であること

から考えると、現在のＳＭＳによるリスナーの回答数を増やす工夫をしていくべきだ

と思う。 

 

○  「伝統の相撲界に旋風を巻き起こせ」は、外国人が普通のスポーツと違う相撲とい

う日本の伝統的なスポーツを見た時に、その精神性や歴史性、日本の文化における役

割を理解してもらえるように掘り深めてほしかった。 

 「お話つくろう！」に関しては、一体何のために放送しているのか、ゴールがよく

わからなかった。ただ聴取者からフィードバックがあること、それから１０％の人が

聴いているということで、非常に大きな役割をしているのかと思う。 

 

○  「お話つくろう！」のＢＧＭには、今の日本で流行している音楽を使う方がいいの

ではないかという印象を受けた。もう１つは、この番組の台本を見ると、やや単調な

内容なので、日本とタンザニアの違いがわかるような点がワンポイントでもあると、

内容面でももう少し魅力的になるのではないかという気がした。 

 

○  「伝統の相撲界に旋風を巻き起こせ」は、非常にいい印象で最後まで聴くことがで

きた。日本の師弟関係にはかなり非言語的なコミュニケーションがある。親方とのコ

ミュニケーションが言語化してしまった時、例えば心は謙虚であるべきだと言った時

に、これを翻訳するとｈｅａｒｔ（心）とかｍｏｄｅｓｔｙ（謙遜）となるが、指導を受けてい

るのが外国人の弟子である場合、例えば自分が犯したミスについて謙虚ではあるけれ

どそれを説明する権利があると考える場合もある。日本の師弟関係のなかでは、絶対

に言い訳をしてはいけない世界であるが、ＮＨＫワールドで世界の人が聴いた時にや

はり、自分のミスを説明できる機会を当然与えられなければいけない人間にそれが与

えられてない、というふうに捉えることもあるのかと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 「伝統の相撲界に旋風を巻き起こせ」は、アラビア語放送担当の女性デ

ィレクターが、大砂嵐関が来日した直後から通訳を使わずにアラビア語で

継続して取材を行っている。ラジオだけではなくテレビでも、国内外で放

送する番組を制作できるのは多言語メディア部のディレクターの強みで

あると考えているので、これからもこのような番組をさまざまな言語で作

っていきたいと思っている。 

 「お話つくろう！」については、リスナーとの交流をさらに盛んにする

方法を考えていきたい。 
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平成２５年７月国際放送番組審議会議事概要 
 

平成２５年７月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第５９４回）は１２日（金）ＮＨＫ放送

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

明があり、意見交換を行った。ひき続き、視聴番組「Ｊ－ＴＥＣＨ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ＆Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ

～患者にやさしい医療機器を・テルモ～」、「ＴＯＭＯＲＲＯＷ～コミュニティーの再生を願

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

ー報告の資料を配布し、会議を終了した。 
 

（出席委員） 
委 員 長 萩原 敏孝 （㈱小松製作所 顧問） 

副委員長 渡辺  靖 （慶應義塾大学 環境情報学部 教授） 

委 員 内海 善雄  （前国際電気通信連合（ＩＴＵ）事務総局長） 

委 員 梅若 猶彦  （能楽師、静岡文化芸術大学文化政策学部 教授） 

委 員 瀬谷 ルミ子 （特定非営利活動法人 日本紛争予防センター理事長） 

委 員 竹中 千春 （立教大学法学部法律学科 教授） 

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

委 員 平林 国彦  （ＵＮＩＣＥＦ（国連児童基金）東京事務所 代表） 

 

 

（主な発言） 

 

＜ 近のＮＨＫの動きについておよび 近の国際放送の動きについて＞ 

 
○  パリの「ジャパンエキスポ」でＮＨＫワールドＴＶのプロモーションを行ったとの

ことだが、日本のポップカルチャーは、フランスではかなり人気が高いのか。 
 

（ＮＨＫ側） 日本文化のファンが多く、かなりの人気がある。もともと「ジャパンエ

キスポ」は、日本の文化が好きなフランスの若者たちが始めたイベントで、

回を重ねて、２３万人が入場する大きなイベントになった。ここでＰＲ活

動をすることはかなり効果が大きいと考えている。 
 

○  ７月の参議院選挙の前に日本の選挙制度も説明があるのは大変良いことだと思うが、

複雑な日本の選挙制度をどう説明するのか。 
 

（ＮＨＫ側） まず、半分が改選であるという基本的な説明、インターネット選挙が解

禁されたという状況、そして選挙戦の争点となっているＴＰＰ（環太平洋

パートナーシップ協定）交渉参加、震災の復興、エネルギーなどの日本の

課題を紹介する。 
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○  日本国内でのいわゆる“ヘイトスピーチ”について、扱い方が非常に難しいと思う

が、これまで国際放送の番組の中で取り上げたことはあるのか。 
 

（ＮＨＫ側） 国内では「クローズアップ現代」で、ヘイトスピーチの問題を取り扱っ

ていたが、国際放送にのせるのはかなりハードルが高いと思っており、現

段階では扱っていない。 
 
 
＜視聴番組①「Ｊ－ＴＥＣＨ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ＆Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ～患者にやさしい医療機器を・テルモ～」

（ＮＨＫワールドＴＶ ５月２６日（日）１０：１０ほか）について＞ 

 
○  カテーテル技術の理解を助けるよい番組だったと思う。番組で革新的な技術を持つ

ひとつの企業にスポットを当て、企業名を紹介することが企業の宣伝になるのではな

いかということについて、国内と国際放送とで考え方の違いはあるか。外国に対して

このような技術がどう開発されてきたかを紹介しようとすると、企業の姿をそのまま

出さないとわからない面があるが、国内で同じように制作した場合に問題はないのか。 
 

（ＮＨＫ側） 国際番組基準には、「ひろくわが国の文化、産業等の実情を紹介する」と

いう条文があり、これは国内番組基準にはないものである。国内でも必然

性があれば、企業名を出す方向に変わっている。例えば「ある大手メーカ

ーが開発しました」ではニュースにならないので、明らかに宣伝であると

いうことでなければ、企業名を出すべきということである。もちろん、不

必要に企業の名前を連呼することは避けている。 
 そうした流れの中で、国際放送においては一定の配慮をしつつ、日本企

業を積極的に取り上げたいと考えている。国際番組では、日本のことを知

らない海外の方がさらに知りたいときに、ある程度踏み込むべきなのでは

ないかと考えている。その一線がどこかということは、番組ごとに考える

ことだと思う。 
 

○  非常に楽しめた。３つのメッセージをこの番組から受け取った。１つ目は、技術革

新というものは、技術屋が開発するのではなく、技術屋が持っている心から生まれて

くるということ。２つ目は、日本の技術革新は人との対話からつくられてくるという

こと。３つ目は、正しいことを行うことがビジネスとして生き残るということ。こう

したことをきちんと伝えれば企業の宣伝ではなく、日本人、日本の考え方をより世界

に広めることになるのではないか。 
 

○  国際放送では企業名をどんどん紹介したらいいと思う。それが国際スタンダードで

はないか。また、専門用語が多く出てくる場合、ネイティブだけが見ているわけでは

ないので、画面上に文字で出すことを考えた方がいいと思う。 
 

○  ２つの大きなストーリーを取り上げているため、番組を長く感じた。それを避ける
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には、 初から２つのストーリーを踏まえながら議論を展開していくなどの工夫が必

要だと思った。この番組の場合、この会社の歴史、経営陣の国際化やコスト削減の努

力を描けば、２つのストーリーのつなぎにもなり、会社の強さの説明にもなったので

はないか。 
 

○  楽しく視聴した。単にずっと説明するだけではなく、司会者自身がいろいろモデル

を試していて、具体的にイメージしやすかった。専門用語については、世界に配信す

る番組として、文字での説明も必要ではないかと思った。構成や長さの面で工夫する

余地があると思った。 
 

○  このような番組は２つのＡｕｔｈｅｎｔｉｃｉｔｙ（真実性）が前提となるのではないかと感じ

た。すなわち制作者のそれと、扱う素材の２つである。印象としては両方の真実性が

番組では上手く証明されていたように思う。良く出来た作品だという意味である。 
 他の委員の発言の中に番組のテンポの指摘があったが、個人的には演劇でいうとこ

ろの第１幕、第２幕、第３幕という設定がされており、いわゆる「タメ」が制作者側

の意図としてあるのだと察した。例えば医療機器の国際的な評価の映像が番組半ばま

で出てこない事など、それがかえって妥当であったと思っている。 
 後半この医療機器によって一命を取りとめた患者当事者へのインタビューがあった

が、その部分の声優による英語の吹き替えが妙に感情的であったのが少し気になった。

吹き替えはあくまでも吹き替えなのであり、当事者ではない。フィクションでないか

ぎり声優が患者当事者の感情を翻訳することは出来ないと思っている。吹き替えは非

常にささいなディテールだが、これは先に言った真実性の担保という観点からすると

少しそれるのだろう。 
 

（ＮＨＫ側） 取材の結果、国内市場で圧倒的なシェアを占めている医療機器メーカー

だという位置づけで取り上げることにした。医療技術と機器を一緒に輸出

していこうという動きを意識した。世界でどう位置づけられるか、それが

日本の中でどう位置付けられるかを大事にしたい。 
 吹き替えに関しては、抑揚を抑えた表現を行うよう声優には指示をして

いたが、方針を徹底させられなかった。今後は改善したい。 
 

○  「Ｊ-ＴＥＣＨ」という番組なので、特定の企業に焦点を当てるというのは悪くないが、

海外の技術も含め、いま人類全体の持っている英知でどこまで心臓疾患に向き合える

のか、その中でこの企業はどんなことができるのかという描き方が良かったのではな

いか。副題も企業理念ではなく、心臓疾患など具体的な病名を取り上げた方が良かっ

たのではないか。 
 

○  この審議会で、日本の技術についてもっと発信してほしいということをずっと言い

続けてきたので、こういう番組は大変ありがたい。「Ｊ-ＴＥＣＨ」については年間１０本

くらい放送したいという計画があるようだが、１０本といわずに、もう少し増やして

ほしい。 



 

 4

 この番組全体で見ると、カテーテルの話と痛みの少ない針の話を微細加工のような

技術ということで１つにまとめたのかもしれないが、大変もったいないという感じが

した。これはもしかしたら２つにわけても番組が作れるのではないかと感じた。大企

業ではなく、日本の零細企業、中小企業の日本の技術の裾野の広さのようなものがか

なり表れていると感じたので、２つの番組をわけることもできたのかもしれないと思

った。いずれにしても大変興味深く視聴した。ぜひこういう番組を世界に発信してほ

しい。 
 
 
＜視聴番組②「ＴＯＭＯＲＲＯＷ～コミュニティーの再生を願って～」（ＮＨＫワールドＴＶ 

６月１７日（月）１０：３０ほか）について＞ 

 
○  外国人の視点で見るというのは、新鮮だと思った。先進国の日本でも解決できない

問題、日本の文化的な背景があるからこそ解決できたことなど、ほかの国にとっても

知見、ノウハウの共有になる要素を伝えてほしい。そうすることで、「日本人の番組だ」、

「日本の経験だ」というところから脱却できるし、まさにグローバルな意味での普遍

的なテーマを扱う番組として価値が出るのではないかと思った。どの国に行っても日

本は震災のあとの対応はどうしたのか、自分たちの国の災害対応は全く整備されてい

ないので日本から学びたいという声がある。 
 

○  外国人から「日本の震災後の復興は進んでいるのか、進んでいないのか」と尋ねら

れたことがあるが、この番組が答える材料を提供してくれたという感じがする。当局

の対応ということではなく、コミュニティー自体、住民自体がどのようにこの状況に

取り組もうとしているかということに焦点を置き、それをニュージーランド人の視点

で見たということで、非常に参考になると感じた。重要なことは、ここで取り上げて

いるコミュニティーの再生は住民主導で動きつつあるということで、海外に対しての

重要なメッセージではないかと感じた。ただ、ニュージーランドとの比較がもう少し

あってもよかったという感じがした。 
 

○  非常に温かく見守る姿勢が貫かれており、ＮＨＫらしい番組だと感じた。ただ、日

本的な視線で作られた番組だった。グローバルな視点でつくる意味でのキーワードは

少子高齢化ではなかったか。これから世界全体の問題になっていくが、日本はこの問

題の先進国だ。そして、少子高齢化の先進国だからこそ、日本のコミュニティーには

もろい部分があり、震災でさまざまな問題に直面した。そのような導入が必要だった

のではないか。 
 

○  ニュージーランドのジャーナリストがリポーターをつとめた２回シリーズでは、日

本の耐震技術を伝えた２回目がすばらしかった。コミュニティーの再生の回では、多

くのエピソードが混在しており、全体としてのメッセージを受け取ることが難しかっ

た。 後になって集団移転の話になり、みんなが努力して、国の施策が遅いのを自分

たちで解決しようとしている様子が伝えられ、やっと意味のある番組を見たという気
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がした。集団移転の話に絞っていろいろな問題点を掘り下げていたら良かったのでは

ないか。 
 

○  この番組を見て、取材する側もされる側もかなりの経験を重ね、震災報道番組とし

てある程度完成の域に達していると感じた。しかし、報道には、今焦点となっている

社会問題をえぐりだす機能があり、「ＴＯＭＯＲＲＯＷ」でも政府の対応の遅れや、集団

移転の候補地選びが難航していることについて、掘り下げていくのが今後の課題では

ないか。 
 

○  日本の復興の取り組みは、国際比較という観点ではどう評価されるのか、専門家の

意見も聞きたいと思った。うまく回復力が働くコミュニティーとそうではないコミュ

ニティーがあって、実は自分たちで自分たちの今後をどうしたいか決めかねている、

あまりうまくいっていないコミュニティーがけっこうある。少し学術的になってしま

うが、いったいその差はどこから出てくるのか。震災以前のコミュニティーのつなが

りの希薄さが如実に表れてくるのか、それとも何かほかの要因があるのかという辺り

をもう少し掘り下げていく段階に来ているのではないか。 
 

○  復興というと、港湾設備が直ったとか家が直ったとか道路が復旧したというような

目に見えることばかりが取り上げられがちな中で、コミュニティーの再生という切り

口で番組を作ろうとしたところは大変良かったのではないか。ただ問題は、コミュニ

ティーの再生が比較的順調なところから、徹底的に破壊され再生が進まないところま

でさまざまな事例があるということを、この番組が十分に伝えられていないところに

ある。原発事故の影響でコミュニティーが離散したという非常に暗く重い現実を見せ

た上で、その中で希望をもって進もうとしている人々がいるという伝え方をしてほし

い。 
 

○  被災地の人たちが、一見整理された仮設住宅の中で、実は将来が決まっておらず、

継続的な苦悩を味わっているということは映像になりにくいことだと思うが、ぜひ取

り組んでほしい。 
 

（ＮＨＫ側） 被災地を支援していくということもとても重要な要素である。ＮＨＫと

して問題をきちんと突き詰めてそれを提示していく番組と、被災地に寄り

添い、温かな目線で見る被災地支援の番組と、バランスを取りながら出し

ていくべきだと思っている。一方だけだと、復興があたかも終わったよう

な印象を与える。あるいは厳しい面ばかりが出ると、風評被害につながっ

ていく面もある。そのバランスをうまくとっていくことが重要だろうと思

う。その中で、この「ＴＯＭＯＲＲＯＷ」はどちらかというと温かい目線で

被災地に寄り添う番組である。ジャーナリストを立てているわりにその切

り込み方が足りないという印象はあると思う。ジャーナリストを起用する

というフォーマットと温かな目線の両立を苦しみながら制作している。 
 ４月からの「ＴＯＭＯＲＲＯＷ」は「世界が生きる視点を震災後の日本の
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状況から見つけ出す」を 大のコンセプトで始めた。取材期間や、リポー

ターと被災者との文化の違いなどの制約はあるが、このコンセプトをこれ

からも追求していきたい。 
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平成２５年６月国際放送番組審議会議事概要 
 

平成２５年６月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第５９３回）は１４日（金）ＮＨＫ放送

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

明があり、意見交換を行った。ひき続き、視聴番組「ＤＥＳＩＧＮ ＴＡＬＫＳ」および「Ｊ－Ａｒｃｈｉ

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

告と視聴者意向報告があり、会議を終了した。 
 

（出席委員） 
委 員 長 萩原 敏孝  （㈱小松製作所 特別顧問） 

副委員長 渡辺  靖 （慶應義塾大学 環境情報学部 教授） 

委  員 内海 善雄  （前国際電気通信連合（ＩＴＵ）事務総局長） 

委  員 梅若 猶彦  （能楽師、静岡文化芸術大学文化政策学部 教授） 

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

委  員 中山 俊宏  （青山学院大学国際政治経済学部 教授） 

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

委  員 長谷川祐子  （東京都現代美術館 チーフキュレーター） 

 

 

（主な発言） 

 

＜最近のＮＨＫの動きについておよび最近の国際放送の動きについて＞ 

 
○  ＴＩＣＡＤ（アフリカ開発会議）の関連番組を紹介した資料に、ラジオ日本で「国づ

くりに奮闘する南スーダンメディア」という特集を放送したという記載があった。Ｎ

ＨＫは南スーダンでメディア支援をしているという話を耳にしたことがあるが、この

特集はその支援と関連しているのか。また、メディア支援は長期的に行う予定なのか。 
 

（ＮＨＫ側） 今回の特集は、国づくりにおいてメディアがどんな役割を果たしている

かという視点で制作した。日本の支援には、ＪＩＣＡやＮＨＫインターナ

ショナルも関わっており、そういった取材も加えている。 
 
（ＮＨＫ側） 現地メディアが立ち上がるまで支援を続ける。ＮＨＫは現地でのメディ

ア支援を、最初にボツワナで行った。ボツワナでは教育テレビの立ち上げ

に関わり、番組制作のノウハウや放送の送出技術を伝えた。ボツワナに続

くプロジェクトが南スーダンでの支援である。 
 
 
＜視聴番組「ＤＥＳＩＧＮ ＴＡＬＫＳ」および「Ｊ－Ａｒｃｈｉｔｅｃｔ」（ＮＨＫワールドＴＶ ５月２３

日（木）10:30ほか・５月３０日（木）10：30ほか）について＞ 
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○ 「ＤＥＳＩＧＮ ＴＡＬＫＳ」について、女性司会者の役割が不明瞭に感じた。 

「Ｊ－Ａｒｃｈｉｔｅｃｔ」については非常に良い番組だと思った。建築の分野においては世界

的に活躍している日本人が多く、非常に心強く感じた。また、司会者が建築家にイ

ンタビューしている場面は、英語がすばらしかった。 
 

○ どちらも非常におもしろかったが、「ＤＥＳＩＧＮ ＴＡＬＫＳ」については、最後のとこ

ろが分かりやすく作りすぎていたように感じた。取材対象がポップな作品を作るアー

ティストであるため、本人が意図的にそうした部分もあるかもしれないが、もっと高

いレベルで終えてもよかったのではないかと思った。 
 「Ｊ－Ａｒｃｈｉｔｅｃｔ」については非常に活躍している人物を取り上げており、ぜひ日本

の若い人たちに見てほしいと強く感じた。また、このように成功している人物を取材

する場合、ヒューマンドラマを強調してしまいがちだと思うが、そのような内容では

なく爽やかな番組になっていた。 
 

○ 「Ｊ－Ａｒｃｈｉｔｅｃｔ」には中国人アーティストの蔡國強さんも取り上げられていたが、こ

のような大物が出演するとは非常にぜいたくな番組であると感じた。蔡さんは日本で

暮らし、学んだ人物であり、日中関係がぎくしゃくしている現在の状況下でも好まし

いメッセージを発信しているので、短い登場ではもったいないように感じた。今回の

番組のテーマは建築家の重松象平さんなので蔡さんのことを取り上げる分量は少な

くてもよいが、蔡さんのような架け橋的な存在の人物はもっと別のかたちで取り上げ

てもいいと思う。 
 

○ 「ＤＥＳＩＧＮ ＴＡＬＫＳ」を視聴して、ＮＨＫはポップな映像に対してポップな音楽

をつけていたが、いささか説明的ではないかと感じた。効果音楽について、どの程度

取り決めを設けているのか。また、ＶＴＲになるとボリュームが少し大きいように感

じた。スタジオトークの場面からＶＴＲに変わると雰囲気が少し変わってしまうよう

に思う。 
 

（ＮＨＫ側） 音響効果の付け方（音処理）については、統一的な取り決めはなく、そ

れぞれの番組ごとにプロデューサーが検討し、判断している。 
 
（ＮＨＫ側） 「ＤＥＳＩＧＮ ＴＡＬＫＳ」では、２８分間の番組中、効果音楽がずっと流

れていることは避けたいと思っている。ナレーションをつけたＶＴＲとス

タジオトークにめりはりがつくよう、効果音楽を限定的につけている。 
 
（ＮＨＫ側） 番組を制作する際には、ディレクター、音響効果担当、カメラマンなど、

それぞれの役割で専門家がおり、主張のせめぎあいが存在する。それらを

統括するのがプロデューサーで、シリーズ全体の品質管理をしている。今

回の視聴番組は当初、効果音楽過多であったので作業をやり直したが、そ

れでもまだ過剰であった箇所があったかもしれない。ナレーションなどの
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ミキシングについては、国際放送の番組はすべてＮＨＫのスタジオではな

く外部スタジオで行っており、スタジオごとにその設備や担当技術者の力

量もばらつきがあるため制作回ごとにプロデューサーが管理してレベル

合せをしている。放送には基準があるが、その幅の中でどのようなテイス

トに番組を仕上げていくかについては、１回ごとにプロデューサーが中心

となって管理しているというのが現場の姿である。 
 

○ 視聴番組２本は、それぞれにとてもよい番組だった。「ＤＥＳＩＧＮ ＴＡＬＫＳ」のテー

マは「ＭＩＴＡＴＥ（見立て）」であったが、全体としては非常におもしろかった。ただ

し、見立てという考え方は外国にも数多く存在している。なぜ日本の「見立て」が特

別なのか、その理由を知りたいと思って見ていたが、いろいろな要素が雑多に紹介さ

れ、背景にあるフィロソフィーが明確に出てこなかった。石庭と現代アートである「ジ

ッパー・シップ」（海を布地に見立ててジッパーのかたちをした船が航行する作品）

がどうつながるのか、もっと深く分かりたかったと思う。日本の文化は非常にシンプ

リシティ（単純さ、平易さ）を追求するもので、同じ見立てでも非常にシンプルな中

からさまざまなイマジネーションを広げていくのが日本ならではの特徴であるとい

うような説明があれば、より深く理解できただろうと感じた。 
 「Ｊ－Ａｒｃｈｉｔｅｃｔ」も興味深く視聴したが、テーマとして取り上げられた建築家の作

品について、背景にアジア的なスピリットや柔らかさ、ホスピタリティーがあるとい

う言及があったが、多くの作品について詳しい説明がないままに奇抜なデザインが紹

介され、その人物のデザイン哲学が分かりにくくなっていたという気がした。 
 

（ＮＨＫ側） 番組のテーマとして取り上げた建築家の重松象平さんはアーティストの

蔡國強さんやマリーナ・アブラモヴィッチさんとのやりとりを非常に大切

にしており、自分の建築案を主張するよりは相手の哲学やその企業のスト

ーリーなどをくみ取って作り上げていくやり方が自分の特徴だとインタ

ビューで語っていた。それを自身も建築家である番組ホストがホスピタリ

ティーの精神というかたちに言いかえた。説明不足だったかもしれないが、

制作側としてはそのようなことを伝えたい意図があった。 
 

○ 重松さんの仕事の仕方はホスピタリティーの精神なのか、エンパシー（共感、感情

移入）なのか、ひと言で表現するのはなかなか難しいと思う。 
 

○ 見立てとは、もともと非常に広い概念であると思う。それを番組の中で紹介するに

あたって、さまざまな事例を挙げすぎて焦点がぼやけたのではないかと感じた。デザ

インと見立てという切り口は非常に興味深いのだが、外国人が見た場合、伝えたい内

容が理解されるだろうかという気がした。 
 「Ｊ－Ａｒｃｈｉｔｅｃｔ」については、日本語で日本の若者たちにもっと見せたいと思った。

実は、コミュニケーション能力がないだけで、世界に誇れる技術やノウハウを持って

いる若者は日本にたくさん存在する。なかなか海外に出て行かない彼らにこの番組を

紹介したい。最近の傾向として、日本の女性が世界で活躍しているという事例が紹介
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される機会に比べ、若い男性が活躍している場面はあまり取り上げられていないよう

に感じる。男性についても積極的に取り上げていただきたい。 
 

○ 「ＤＥＳＩＧＮ ＴＡＬＫＳ」で取り上げた見立ては非常に魅力のあるテーマであり、ま

た、ゲストのアーティスト・鈴木康広さんは非常に若く、インタラクティブなアート

に取り組むほかデザインもするという人物である。そういう人を見立てというテーマ

で捉えて、日本の伝統的な要素から深い概念まで紹介し、外国人の視点からも語られ

ていたのですばらしいと思った。鈴木さんの作品には、アソシエーション（連想）で

あったり、特別なビジュアル・リーディング（視覚イメージの読み解き）であったり、

ギミック（からくり）であったりというさまざまな要素があるため、見立てという切

り口で捉えたときに、そのすべてを広義の見立ての中に含めるのか、それを入り口と

して日本的な見立てとは何なのかという問題に絞り込んでいくのかという点で、専門

家から見るともう少し説明が必要だと感じた。しかし、番組の結論としては、見立て

とは広義の抽象化であり、哲学的な思索がそこにあるということで締めていたので、

見立てを広く捉えることができており、楽しめた。 
 「Ｊ－Ａｒｃｈｉｔｅｃｔ」については、有名ファッションブランドの表参道旗艦店の建物につ

いては、ガラスなどの素材選択が内側からは棚の機能を果たし、外側とつないでいく

という“中から見た感じ”、内部体験がよく説明されていた。さらに、蔡國強さんや

マリーナ・アブラモヴィッチさんのようなアーティストと重松さんがどう向き合って

いるのかという方法論が見えたこともよかったと思った。ただ、ほかの建築物に関し

ては建築の内部についての説明が希薄で、どちらかというと外の構造が重視されてお

り少し残念に感じた。ヒューマンドラマではなく、建築家の視点で切り取られていた

ことはよかったが、欲を言えば、重松さんと彼を見出した人物とのスタイルの違いは

どんなところにあるのか、また、重松さんの建築には日本人の感性がどのように抽出

されているのかといった点を説明してくれる批評家のような第三者の立場で話せる

人物を配置すれば、よりよい番組になったと思う。 
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平成２５年５月 国際放送番組審議会議事概要 
 

 

平成２５年５月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第５９２回）は１０日（金）ＮＨＫ放送

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

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

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

ー報告の資料を配布し、会議を終了した。 
 

（出席委員） 
委 員 長 萩原 敏孝  （㈱小松製作所 特別顧問） 

副委員長 渡辺  靖  （慶應義塾大学 環境情報学部 教授） 

委  員 岩瀬 大輔  （ライフネット生命保険㈱ 代表取締役副社長） 

委  員 内海 善雄  （前国際電気通信連合（ＩＴＵ）事務総局長） 

委  員 梅若 猶彦  （能楽師、静岡文化芸術大学文化政策学部 教授） 

委  員 竹中 千春  （立教大学法学部法律学科 教授） 

委  員 中山 俊宏  （青山学院大学国際政治経済学部 教授） 

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

 

（主な発言） 

 

＜ 近のＮＨＫの動きについておよび 近の国際放送の動きについて＞ 

 
○ 「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」のここ１か月の放送内容をまとめた資料を見ると、アジアにフォ

ーカスしていることが分かる。安倍総理の発言を巡って、日本は今、大きな注目を集

めている。ＮＨＫワールドＴＶを見ることで、憲法改正についてなど、さまざまな情報

を得ようとしている人々も数多くいると思う。歴史問題など機微に触れる問題につい

て、番組ではどのように伝えているのか。 
 

（ＮＨＫ側） 基本的には国内の報道に準拠したかたちで淡々と事実を伝えるというス

タンスである。今のところ特集という扱いはしておらず、日々のニュース

の中で着実に事実関係を伝えていくことが基本姿勢である。憲法の問題に

ついては、改正をめぐるさまざまな論議が出てきたという意味で海外から

も注目されるニュースだと思う。ＮＨＫの世論調査で憲法に関する意識調

査を行ったので、その調査結果を使って解説を伝えた。 
 

○ 世論調査のような数字は論評を加える必要がない。数字で示すと、納得する反応が

意外に多いと考えられるので、積極的に提示していったほうがより正確な日本像を伝

えられるものと思う。 
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○ 日本の中にいろいろな議論があるということを世界に伝えていくことは必要ではな

いか。数字はもちろんだが、論評や討論をどのように導入していくかについて考える

必要があると思う。 
 

（ＮＨＫ側） ニュースの使命は、多様なニュースを正確に伝えることだと思う。国内

のニュースでは各政党を取り上げるコメントの秒数まで厳正に対応して

いるが、海外向けには大きくまとめる中で多様な意見を伝える工夫なども

必要かと思っている。 
 

（ＮＨＫ側） どんなニュースについても、ＮＨＫは伝えることを忌避しない。 近、

沖縄県・尖閣諸島や島根県・竹島に関する問題、憲法やＴＰＰ（環太平洋パ

ートナーシップ協定）についてなど、国論が大きく分かれるテーマが多いが、

ＮＨＫのニュースではしっかり取り上げ、双方の意見を正確に、幅広く伝

える。例えば５月３日の憲法記念日には、国内では憲法をテーマに各党の

代表や有識者を招いて特集番組を放送した。数多くの論点を持つ憲法のよ

うなテーマを、国際放送でどのように伝えていくかについては、今後よく

考えていきたい。 
 

○ 今、何十年ぶりかに日本に熱い注目が集まっており、日本経済がよくなれば世界は

また勢いづくかもしれないという関心を、世界から持たれている。そのような関心に

応える英語のメディアがほとんど無いので、日本経済がこれからどうなっていくかと

いう情報、実体経済の情報を現場から継続して伝えることができれば、多くの海外の

企業人をＮＨＫワールドＴＶに引きつけることができると思う。安倍総理の政治発言

をめぐる情報はもちろんだが、経済情報についても海外からは必要とされている。Ｎ

ＨＫワールドＴＶで経済ニュースが取り上げられているならば、そのことを海外の企

業人にうまく伝えていければよいと思う。 
 

（ＮＨＫ側） 「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」では、放送時間の４分の１を経済ニュースに充ててい

る。「アベノミクス」が注目されていることもあり、トップニュースでも

多く伝えている。経済ニュースは本当に大切だと考えている。 
 

○ 経済ニュースは重点的に取り上げてほしい。１ドル１００円を超え、株価も爆発的

に上がったといっても、製造業から見ると内需は十分に回復したとはいえないのでは

ないか。現象と実態のかい離を伝える質の高い放送を期待する。 
 

（ＮＨＫ側） 昨年までは“ジャパン・パッシング”が１０年以上続いていたが、現在

では日本経済への関心が久しぶりに高まっている。経済をどう伝えていく

かについて、国際放送でもできる範囲で強化を進めていきたい。 
 

（ＮＨＫ側） 「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」以外にもウィークリーでアジアの経済を取り上げる番

組「ＡＳＩＡ ＢＩＺ ＦＯＲＥＣＡＳＴ」を放送している。そちらでもより深い取
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材を続けていきたい。 
 

＜視聴番組①「Ａｓｉａ Ｔｈｉｓ Ｗｅｅｋ～Ｕｎｃｅｒｔａｉｎｔｙ ａｎｄ Ａｎｘｉｅｔｙ ｏｎ Ｋｏｒｅａｎ Ｐｅｎｉｎｓｕｌａ

～」について＞ 

 
○ 韓国の大学教授が出演していたが、その人物の英語でのプレゼンテーションは非常

によかった。日本人で同様の役割を果たすことができる人がいるだろうかと思った。

コメンテーターを誰にするかということについては、課題が多いと感じた。あのよう

な人材を養成していくことも必要だと思う。 
 

（ＮＨＫ側） 適切な人材をコメンテーターにすることができたと考えている。 
 

（ＮＨＫ側） 英語放送において、どのようなコメンテーターに依頼するかということ

は大きな課題であり、継続して検討していく。 
 

○ この番組ばかりでなく、「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」についても言えることだが、番組自体のレ

ベルは上がっていると思う。とはいえ、今回の番組の中に「Ｊａｐａｎ ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ ｉｓｌａｎ

ｄｓ， Ｃｈｉｎａ ａｎｄ Ｔａｉｗａｎ ｃｌａｉｍｅｄ ｔｈｅｍ」というナレーションがあった。日本語に

すると、“日本は尖閣諸島を支配しているが、中国や台湾は領有権を主張している”と

いう意味になる。これは、“ロシアが北方四島を支配していることに対し日本が領有権

を主張している”という事例と同じ意味に受けとられかねない。日本の尖閣諸島領有

については、国際法上、何の問題もない。ＮＨＫは事実に反することを説明したわけ

ではないが、何も知らない外国人がＮＨＫワールドＴＶを見たときに間違った理解を

させてしまうと思う。あまりにもフェアな報道、公正中立であることを意識しすぎて

いるのではないか。例えば憲法については、厳正に公正中立な報道であるべきだが、

尖閣諸島の問題は明快に日本の領土というべきである。なお、今回の番組では、Ｊａｐａ

ｎｅｓｅ ｔｅｒｒｉｔｏｒｙという言葉が使われている箇所があった。Ｊａｐａｎｅｓｅ ｗａｔｅｒというあい

まいな表現ではなかったことはよかった。尖閣諸島が日本の領土であることは、世界

では前提にはなっていないということをよく認識しておくことが重要だと思う。 
 
○ 尖閣問題については、日本の普通の人々がどのくらい腹を立てているのか、また日

本のメディアはどのくらいこのことについて伝えているのかということを紹介するこ

とで、日本人がこの問題に対して抱いている不快感や受け止め方を伝えられると思う。

短い時間の中でこのような複雑なテーマを扱うのはかなり難しいことなので、例えば

外務報道官の見解を交えるなど、改めて重層的に伝える工夫は必要だと思う。 
 
○ 尖閣問題について海の安全保障という観点で伝えていたが、内容に入る前に問題自

体の概要を短く添えて、日本の立場を説明すればかなり違った印象になるのではない

かと思った。 
 

（ＮＨＫ側） 尖閣問題の報道については、どのような表現が 善であるか、常に探っ
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ていきたいと考えている。また、ＮＨＫは尖閣諸島が日本の領土であるこ

とを大前提としてニュースを伝えていることはご理解いただきたい。 
 

○ 韓国からのリポートの中で、地元はあまり北朝鮮の脅威を感じていないという説明

があったが、実際にはサイバー攻撃を受けていたり、航空機のパイロットが北朝鮮の

スパイであったりといった緊迫した要素は実際には厳然と存在しているので、一般市

民はともかく関係者は緊張しているというような緊迫感がもう少し伝わってきてもよ

かった。このようなテーマを取り上げる際に、日本の立場を含めるかどうかは難しい

問題である。現在の朝鮮半島情勢は日本から見てどういう点が憂慮すべきことで、日

本人はこの問題をどのように見て、どのように心配しているのかという視点を入れる

と合理的ではないか。一方であえて日本の立場から離れて報道するという方法もある。

テーマごとにバランスを取って伝えてほしい。 
 
○ ＮＨＫワールドＴＶの抱える課題として、日本国内の“応援団”の少なさが挙げられ

ると思う。ＮＨＫワールドＴＶのことを全面的にサポートしてくれるのは、広い意味で

の日本の国益のツールとしてＮＨＫワールドＴＶを捉えてくれる人々だろうと思う。日

本にはＮＨＫワールドＴＶを若干懐疑的に見ている人々もいて、彼らは例えば尖閣問題

のようなテーマをＮＨＫワールドＴＶがどういう姿勢で報道していくのか注目している。

今後ＮＨＫワールドＴＶはそういう人々の目にどう映るかということも念頭に置きなが

ら “応援団”をさらに巻き込みつつ、ニュースを伝えていく必要があるだろう。 
 

（ＮＨＫ側） “応援団”を得つつ伝えていくという課題には、ＮＨＫのプロフェッシ

ョナリズムをもって向き合っていきたい。 
 

○ ＢＢＣやＣＮＮと比べ、朝鮮半島報道についてＮＨＫワールドＴＶのレベルは非常に高い。

ただタイトルについてはもう少しパンチが必要ではないか。緊迫の中で今何が起こっ

ているのかという興味を引くタイトルではないので、工夫したほうがよい。 
 
○ 非常におもしろく視聴した。情報を伝える際に、日本の視点を入れるべきかどうか

については、入れたほうがよいと思う。ＣＮＮやＢＢＣに作れないものは何か、常に

考えておくべきである。日本ならではのアングルがあったほうが、存在感が際立つか

らである。一企業人として例えば世界経済フォーラムなどに参加するときなど、日本

の発信力の弱さに悔しい思いをしている。全体的な日本に関する情報量の薄さを改善

していく取り組みをしてほしい。 
 
○ 視聴番組は魅力的だったが、インタビューの吹き替え音声はリアリティーを大きく

損なった印象があった。字幕で処理したほうがよかったのではないか。 
 

○ 番組からは、現地の緊迫感はあまり伝わってこなかった。ただ、取材する側が現地

の人々の心に寄り添い、丁寧な取材をしていることは伝わってきた。 
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（ＮＨＫ側） 今回は 前線での取材許可こそ得られなかったが、今後も現場リポート

を交え、アジアと日本を多角的に伝えていきたい。 

 
○ 番組の構成については、朝鮮半島の話から鳥インフルエンザに移り、小学校の入学

式の話が伝えられた。ここで雰囲気が変わったと感じたが、続けて再び鳥インフルエ

ンザに戻った。入学式のトピックスはエンディングに持ってきてもよかったのではな

いか。 
 
○ 入学式で特別な着物を着るという福島県の小学校の話題があったが、そのような入

学式は日本の中でも極めてまれである。そういうものを世界に向けて伝えるべきなの

か。おもしろいと感じる視聴者もいるだろうが、日本の入学式はこのようなものなの

かと理解されるとしたら、それは国際放送の伝えるべき内容ではないのではないか。

朝鮮半島情勢について緊迫感が伝わってこないとすれば、伝えるべき内容がバランス

よく取り上げられていなかったのではないかと感じた。 
 
＜視聴番組②「ＮＥＷＳＬＩＮＥ リポート選」について＞ 

 
○ イラクの現状を取り上げたリポートは、「アメリカ軍がイラクを破壊して撤退した

あとはこのような悲惨な状態だ」という切り口だった。イラク情勢の複雑さには触れ

ず、アメリカにすべてを押しつけた内容になっていた。ＮＨＫワールドはアメリカの

みを対象にしているわけではないことは分かっているが、このリポートをもしアメリ

カで見たとしたら相当どぎつく感じるだろうという気がした。一方で、日本はこのよ

うな見方をしているのかとプラスに感じる国々もあるだろう。そのことを認識しての

伝え方ならばよいが。 
 
○ イラクのリポートでは、取り上げられた少女の両親がどのような状況で殺されたか

という説明が全くなかった。米兵が撃ったのは過ちによるものだったのか、意識的だ

ったのか、無差別だったのか。状況によって少女の立場は変わってくるのではないか。 
 

○ イラクのリポートでは、アメリカをはっきり批判しているという点で高く評価した

い。イラク戦争が行われていた際、自分はスイスの国際機関で勤務しておりヨーロッ

パのメディアをよく視聴していたが、どれもアメリカを批判する伝え方であった。そ

のことを思うと、今回のＮＨＫのリポートは国際標準に至ったと実感した。どのリポ

ートも非常によかったが、英語については分かりにくく感じるものがいくつかあった。

内容がすばらしくても、分かりにくい英語では受け入れられないかもしれない。頑張

っていることはよく分かるが、もう少し努力が必要だと感じる英語があった。 
 
○ 英語に関してはけっこう頑張っているという印象を受けた。イラクのリポートで取

材している記者が少女へインタビューする際、アラビア語を使っていた。さらに英語

でもしっかりリポートしていたことは立派だと思う。これからも切さたく磨していっ

てほしい。 
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○ 「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」は非常によくなっている。取材に力を入れていることが伝わって

くる。英語にはあまり気になる点はなかった。イラクのリポートについては、１０年

前と現在とを同じ記者が取材し、イラク戦争の意味を問うものだった。バグダッドの

市民生活をふまえてのリポートであり、非常にインパクトのある内容だったと思う。 
 

（ＮＨＫ側） イラクで取材した記者は開戦当初から何度もイラクの取材拠点に通い取

材を積み重ねてきた。その蓄積のうえに１０年前とつながるリポートがで

きた。 
 

○ 侵略と捉えるかどうかについては、イラクの問題に限らず、一方の立場だけを取り

上げることはよくない。現地の人がそのことを侵略と考えているのか、それとも解放

と捉えているのかを、ＮＨＫとしての表現ではなく、現地の人の表現で伝えるという

やり方がよいのではないか。 
 
○ とてもおもしろく視聴した。海外の知人にも視聴を勧めたい。アウン・サン・スー・

チー氏訪日のリポートでは、日本での事例を通して世界中に存在するであろうミャン

マー難民から見た祖国への希望と葛藤のようなものが感じられ、独自の切り口だった

と思う。歩行支援ロボット・ＨＡＬのリポートについては、いかにも日本のイノベーシ

ョンというテーマであり、また先進国がそろって高齢化社会を迎えていく中で、この

ような技術が医療や介護の問題を解決するという切り口がいかにも日本らしくてよか

ったと思う。中国取材に関しては、実は日本が も豊富な経験があると思うので、欧

米メディアではできない食い込み方を今後も続けてほしい。 
 

○ どのリポートも非常によかったが、特に前半の３本が優れているように感じた。中

国でのＮＨＫの取材能力には感心した。政府を批判している人物の顔などが明らかに

なって大丈夫なのか。 
 
（ＮＨＫ側） 中国で反政府的な人物を取材することは大変難しいが、いろいろと工夫

している。今回取材した人々はいわば確信者で、ブログなどで自ら実名で

活動している。強制労働の問題は中国国内でも大きな問題となっているた

め、比較的取材はしやすかった。これからも取材の継続性を大切にしなが

ら、より深い報道にいっそう努めていきたい。 
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平成２５年４月国際放送番組審議会議事概要 
 

 

平成２５年４月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第５９１回）は１２日（金）ＮＨＫ放送

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

明があり、意見交換を行った。ひき続き、視聴番組「Ａｒｔｉｓａｎ×Ｄｅｓｉｇｎｅｒ」および「Ｃｏｒｅ 

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

ー報告の資料を配付し、会議を終了した。 
 
 

（出席委員） 
委 員 長 萩原 敏孝  （㈱小松製作所 特別顧問） 

副委員長 今井  克 （(株)全国新聞ネット 顧問） 

委  員 梅若 猶彦  （能楽師、静岡文化芸術大学文化政策学部 教授） 

委  員 内海 善雄  （前国際電気通信連合（ＩＴＵ）事務総局長） 

委  員 セーラ・マリ・カミングス 

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

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

委  員 中山 俊宏  （青山学院大学国際政治経済学部 教授） 

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

委  員 渡辺  靖  （慶應義塾大学 環境情報学部 教授） 

 

 

（主な発言） 

 

＜ 近のＮＨＫの動きについて および 近の国際放送の動きについて＞ 

 
○ 受信環境整備の 近の動向について報告があったが、その中でカナダへのＮＨＫワ

ールドＴＶの進出のめどが立ったという内容があった。進出については困難があったと

のことだが、具体的にはどんな難しさがあったのか。 
 

（ＮＨＫ側） カナダでは自国文化の保護のために放送規制があり、外国の放送を導入

する前には必ず事前に国内のパブリック・コメントを求める手続きを経て

承認を得る必要があると聞いている。 
 

○ カナダは文化多様性条約に基づき自己の文化的アイデンティティを守ろうとしてい

る。ＮＨＫワールドＴＶが新たにカナダの多チャンネル文化の中に参入することは、よ

いことである。 
 
○ 「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」については、日本で起きていることを克明に伝えている印象があ



 

 2

り、非常によいと思う。一方で、世界では、日本の政治家の顔が見えないという批判

がしばしばなされている。「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」の中で、例えば日本の総理大臣の人物像、

リーダーシップのかたちを紹介するような観点で作ったコーナーを設けたり、番組と

して放送したような例はあるのか。ＮＨＫワールドＴＶには、「顔の見えるリーダー作

り」を助ける役割もあり得るのではないか。 
 

（ＮＨＫ側） レギュラーでそのような取り組みはしていないが、新政権発足時や国会

での総理大臣指名の際には、総理大臣のこれまでの活動紹介も含めて人物

像にフォーカスして詳しく伝えた。今後はニュースのみならず、記者会見

など本人の肉声を伝えるなど、リーダー像とともに日本のイメージが伝わ

るようなさらなる工夫をしていきたい。 
 

○ ミャンマーのヤンゴンに新しく常設の報道拠点を開いたという報告があった。どん

な体制で、どのようなニュースを出しているのか。 
 

（ＮＨＫ側） 当面は、バンコクにあるＮＨＫアジア総局の特派員４人がマルチビザを

取得し、１か月程度ずつ交代でヤンゴンに駐在するという体制を取る。あ

る程度整備が進んだ段階で誰か常駐する人間を検討する予定である。６月

上旬にミャンマーの首都ネピドーで世界経済フォーラムが開催される。Ｎ

ＨＫワールドＴＶでは、現地から中継で「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」の特集を放送する

予定である。キャスターによる“ネピドー・ルポ”なども用意し、できる

だけ興味を持ってもらう伝え方をしたいと考えている。 
 

○ 視聴可能世帯数について質問したい。世帯数の数え方は、例えばイギリスの場合、

ＮＨＫワールドＴＶを放送しているケーブルテレビ局と契約している世帯数という理解

でよいか。また、アフリカについては調査中とのことだが、特に重点的に進出を検討

している地域はあるのか。新規に視聴可能世帯を開拓する際に、優先される検討ポイ

ントはどんな点か。 
 

（ＮＨＫ側） 視聴可能世帯数の数え方については、お尋ねのとおりである。アフリカ

については衛星会社の運営状況など流動的な要素が多いため、調査中であ

る。ケニアやタンザニア方面に放送できるような衛星の確保を目指して交

渉している。どんな地域に向けて優先的に交渉を検討していくかは難しい。

質的な改善を図るべき地域と、面的な広がりを目指すべき地域とが混在し

ているのが実情である。予算には限りがあり、円安という状況もあるため、

臨機応変に柔軟に検討していかなければならないと考えている。 
 

○ ＮＨＫワールドＴＶは世界中に同一の時間で放送されているが、地域にあわせて放送

時間にバリエーションを持たせることは、技術的には難しいのか。 
 

（ＮＨＫ側） 地域によって放送時間を変えることは技術的にも経費的にも難しいが、
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将来の検討課題としては考えている。 
 

 

＜視聴番組「Ａｒｔｉｓａｎ×Ｄｅｓｉｇｎｅｒ」について＞ 

 
○ 職人とデザイナーの共同作業は、異業種のプロどうしの真剣勝負であり、緊迫した

局面もあったと思うが、とても上手にまとめられていた。伝統工芸の世界に新しい発

想が入らず、従来どおりの作業だけを続けていると、どんどん縮小していくと思う。

こうした番組に取り上げられることは、職人にもデザイナーにも大きな励みになり、

意義深いことだと感じた。 
 
○ ものを作っていくときに、全体を見ることと、触って感じ取ることと、耳で聞き取

ることの３つの要素がどのように組み合わされているかが描かれており、とても興味

深く視聴した。よくこれだけのものを、大変な職人の世界とデザインの世界とで共に

作れるものだと思った。非常によい番組であった。また、解説者の声の質とアクセン

トがこの番組にとても合っており、適切な人選だと感じた。 
 

○ テンポがよく楽しんで視聴した。番組の紹介資料にあった「製品は受注生産で価格

は２５万円、ヨーロッパで人気を呼んでいる」などといった情報が番組内でも紹介さ

れていたら、この製品が単なる目新しい取り組みではなく、海外にも広がりを持って

いるものなのだと分かり、より関心を引いたのではないかと思った。番組内では価格

を円で伝えていたが、海外の視聴者には具体的な価値が分からないので、時価換算に

はなるがドルなどで表記したほうが分かりやすいのではないか。 
 

○ とてもおもしろく視聴した。おもしろさの一番の理由は、意外性だと思う。スピー

カーを輪島塗の中に入れ込むことなど、思いつかない。輪島塗の椀をベースに、水滴

のような形状のものを作っていくプロセスなど、すべてが興味深かった。ただ、スピ

ーカーと輪島塗との接点や、接着している方法などが紹介されなかったのは残念だっ

た。スピーカーとしての技術的な側面についての説明が少なかった。 
 

（ＮＨＫ側） 輪島塗は分業制で何百もの工程があるため、そのすべてを描くことは難

しく、番組では「“手にとってめでる”しずく型」というデザインのコン

セプト部分に絞って紹介した。そのため、スピーカーの仕組みそのものに

ついては詳細には描けなかったかもしれない。 
 

○ □非常におもしろく、海外の視聴者も興味を持つだろうと思った。一方で、スピー

カーは形ではなく、音だと思うので、音についての論評が番組内になかったことには

疑問が残る。完成品のスピーカーを前に、職人とデザイナーが並んで音楽を聴いてい

る場面があったが、その前に「音自体」について触れてほしかった。今回の番組では

製品の完成形は明かされないまま進行していく。果たして視聴者の興味を 後まで引

きつけられるのか疑問に感じた。 初に少し形を見せて、ほかのスピーカーと比べて
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こんなによい音がするという紹介があってもよかったという気がした。また、数多く

いる職人の中からなぜこの人を選んだのか、また、職人とデザイナーとのぶつかり合

いがあり、そこから品物が完成したという物語があったほうが、視聴者を引きつける

と感じた。 
 

○ 輪島塗のすばらしさがよく描かれていたと思う。 
 
○ 輪島塗とは日本の文化の中でどんな存在なのであるとか、例えば江戸時代頃までは

日用品であったが、明治時代以降にアートとして格上げされていったという歴史的な

背景が描かれると、番組により深みがもたらされたのではないか。 
 

○ 漆工芸というものに外国の人々はどれほど理解を持っているだろうか。例えば漆を

塗ることで木地椀に湿気を吸わせないようにし、よい音を作り出すための工夫を経て

こそ、完成したスピーカーが２５万円という価格になることが納得できるのではない

か。音について、もう少し説明が必要だと感じた。 
 

（ＮＨＫ側） “よい音”の定義、音の評価は人によって異なり、難しい。テレビでは

「その音自体」を伝えにくいということもあるが、製品がスピーカーであ

る以上、どんな音がするのか、その製品の本質的な価値を伝える工夫をも

っとするべきだったかもしれない。番組の冒頭で作っている製品の完成形

が分かったほうがよいという指摘については、実はハーフトーンで完成形

を冒頭でちらっと見せていた。音質についても「人がそこで歌っているよ

うに聞こえる」と軽く言及し、それを聞いている職人やデザイナーたちの

表情から製品の出来栄えを伝えようとした。一方、スピーカーの音響特性

や従来の製品との比較などについては言及しなかったので、そうした興味

には応えきれなかった。放送後には議論を重ね、今後は「職人、デザイナ

ー、製品」という３つの構成要素がよりクリアになるように、企画書作成

の段階からそのことを強く意識するようにしている。 
 

 

＜視聴番組「Ｃｏｒｅ Ｋｙｏｔｏ」について＞ 

 
○ 番組内に吹き替えでの表現があったが、実際に話している人の様子に合せた声質や

アクセントで吹き替えることをもう少し検討したほうがよいと感じた。翻訳自体には

非常に感心した箇所があった。 
 
○ 懐石料理は外国人にとって未知の世界であり、どのように入っていってよいか分か

らないものだが、番組で丁寧に紹介されたことで理解できる身近なものに感じられ、

すぐにでも予約してみたいという気持ちになった。また、茶席での作法も日本人でも

意外と知らないことがある。教えてあげるというスタンスではなく、エンターテイン

メントの一環として紹介されたことはとてもよかった。名門料亭はなかなか近寄りが
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たいが、そこのご主人の人柄も紹介されたことで親しみを持つことができ、よい番組

だったと思う。 
 

○ 懐石料理のことは深く追究するときりがなく、表面だけなぞってもおもしろくない

と思うが、番組は内容の難易度がちょうどよいと感じた。ただ、実際に紹介された場

所に行きたいと思う人への情報提供は必要だったのではないか。 
 

○ 京都をテーマに年間２０本を制作するとのことだが、観光という観点から見ると日

本のほかの地域もいろいろと取り上げていった方がよい。懐石は非常に芸術的なもの

であるが、日本人の日常にとってどんなものであるのか、価格や食する機会といった

背景にも触れているとよりよかったと思う。 
 

（ＮＨＫ側） 番組では、宣伝につながる情報提供は難しい面があるが、番組のホーム

ページで取り上げた料亭の情報を掲載している。また、紀行番組では全国

をカバーする「Ｊｏｕｎｅｙｓ ｉｎ Ｊａｐａｎ」という定時番組があり、また５月は

「旅月間」と位置づけて、九州を舞台に鉄道で旅をする番組を企画してい

る。この鉄道旅の企画は今後、日本の各地で展開をしていこうと検討して

いる。 
 

○ 料亭の懐石料理は知っているが、「茶懐石」は全く知らなかった。このような世界が

あるのかと興味がわいたが、行ってみたいという気持ちは起きなかった。番組自体に

あまりおもしろさを感じなかったのは、懐石料理を入り口に、より奥深いものを取り

上げた「茶懐石」には世界的な普遍性がなかったからではないかと感じた。世界に向

けて日本の文化を発信するときには、極端に特殊なものではなく、ある程度受け入れ

られやすいものを取り上げた方がよいのかもしれないと思った。 
 

○ 自分自身にとっては、懐石は遠いものではなく、もっと身近なものと感じている。

異文化を楽しむことは、旅の喜びでもある。禅の考えに「喫茶去（きっさこ）」という

言葉があり、お茶を飲む、「和」を大切にするという考え方だと思っている。「和」を

大切にするということは、日本が も世界に向けて発信できるものだと思う。リッチ

な海外観光客がそういう日本文化の深いところに興味を持って入ってくるようになら

なければ、伝統を継承していくことも難しくなると思う。「茶懐石」をＮＨＫワールド

ＴＶの番組で取り上げたのは、海外に向けてかなりインパクトを持つことだったと思

う。 
 
○ 私にとっては、「茶懐石」の場面は取っつきにくかった。非日常的な空間で、客はた

ったひとりでさみしく食べていることの理由が、私には理解できなかった。海外の人々

に見てもらうときに、作り手側が意図していることがそのまま受け入れてもらえるも

のかどうか疑問に感じた。 
 

○ 「茶懐石」については、食べるという行為自体の意味が通常の食事とは全く違う。
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日本のことを知らない人がその場面を見たときに奇異に感じないためには、やはりそ

の背景にある思想の説明があったほうがよかったのではないか。 
 

○ 制作する側が、日本の伝統の極めて特異な部分を取り上げすぎているのではないか。

視聴する側がそれをどのような印象を持って受け止めるだろうかという視点が不足し

ているのではないかと思う。例えば革新的な料理を取り上げる場面で、ごぼうを材料

に、あくをそのままにソースを作るところがあった。木の根のようなごぼうを料理に

使い、その味がどのようなものなのかという説明がなかった。「茶懐石」の場面では、

その様式についての説明がなかったため、違和感があった。 
 
○ 今回の２つの番組のテーマは「伝統と革新」であったかと思うが、その目的が日本

文化の理解を深めることや、観光促進を図ることであるとすれば、もう少し説明があ

ったほうがよいと感じた。「Ｃｏｒｅ Ｋｙｏｔｏ」については、冒頭から、この番組は日本文

化の特殊な部分を伝統工芸的に見せたいのか、観光に行きたいという気持ちを持って

もらうほど日本文化を身近に感じてほしいのか、どちらのねらいがあったのか分かり

にくかった。懐石を紹介するにしても、もう少し説明があればより理解しやすかった

と思う。 
 

○ 視聴番組２本は、伝統を取り上げたもので、世界に向けての日本文化の紹介という

要素が非常に強かった。制作側は、表現者であり媒体でもあるため、素材に思い入れ

があれば“形容詞的な”映像が増えてくると思う。形容詞的な映像が登場する頻度が

多くなり過ぎることは作品の品格に関わる。伝統について番組を作る場合、そのさじ

加減が難しいのではないかと感じた。 
 
○ 番組を視聴する人の吸収能力がポイントではないかと思う。どのような人物像をＮ

ＨＫワールドＴＶはターゲットにするべきかという議論になってくる。一般大衆なのか、

ある程度の知識を持った人々なのか。誰でも分かる番組を作るのか、もっと知的好奇

心を持った人々に好まれる番組を作るのか、すべての層にアピールするものを作るこ

とは困難で、多様な番組をそろえておくほかないと感じた。 
 

（ＮＨＫ側） “ 高のおもてなし”の場である茶懐石でもてなす側が、客をおいて控

えの間に去ってしまうことの意外性を表現したかった。日本人は直接話を

するのではなく、おもてなしの心を料理の中にこめているのだという場面

なのだが、そうしたコミュニケーションのあり方は海外の人々にはあり得

ないものかと思う。その衝撃的な差異を楽しんでほしいという気持ちがあ

ったが、よく説明しなければそれも分かりにくいことだったかもしれない。

日本人は主張しない、語らないと評されることが多いが、実はものに仮託

したりしながら多くを語っているという点を、もっと説明すればよかった

と感じている。今日の議論をふまえ、「Ｃｏｒｅ Ｋｙｏｔｏ」が京都を伝える番組

の決定版となるよう努めていきたい。 
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