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平成２７年３月国際放送番組審議会議事概要 

 

平成２７年３月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第６１２回）は１３日（金）ＮＨＫ放送

センターで６人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず最近の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「Ｔｒａｉｌs ｔｏ Ｔｓｕｋｉｊｉ  ＷＡＳＡＢＩ」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

料を配付し、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長 渡辺  靖 （慶應義塾大学 環境情報学部 教授） 

副委員長 内海 善雄 （前国際電気通信連合（ＩＴＵ）事務総局長） 

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 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 

  （㈱文化事業部 代表取締役） 

委 員 小林 栄三 （伊藤忠商事㈱ 取締役会長） 

 

 

（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＞ 

 

○  アメリカ出張中にＮＨＫワールドＴＶで放送している東日本大震災関連番組を見た。

三陸鉄道の復活を取り上げており、日本人にとっては思わず涙するような番組になっ

ていたが、一方で、外国で誰が見るのかということが非常に心配になった。出演者に

欧米人などを招き、地元の人とともに喜ぶというムードがあれば、海外向けのコンテ

ンツとしてはもっとよかったのではないか。 

 北陸新幹線を取り上げた「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」の企画は、金沢の紹介映像も美しくてよか

った。 

 ぜひ海外でどのような視聴者がどのような思いで見ているのか、マーケティングの

原点に戻って調査してほしい。 

 また、旅客機の日本への到着便の中で上映する取り組みや在外公館で流してもらう

方策を検討してもらいたい。日本に行きたいという人が見られるような雰囲気を作る

ことができれば、このチャンネルがもっと普及するのではないか。 

 

○  東日本大震災の慰霊と復興支援を目的としたランニングイベントに参加したが感動

的だった。世界中のランナーと共に作っているイベントでもあるので、来年に向けて

ＮＨＫワールドＴＶでも取り上げてはどうか。 

 ＮＨＫワールドフェイスブックページの投稿は明るい話題が多くなかなかよい。 
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○  震災４年を機に、日本の高校生や大学生がアメリカを訪問しており、そうした動き

を取り上げてもよかったのではないか。 

 

○  きょうイギリスの有力紙のネット版に、ＢＢＣが北朝鮮向けに韓国朝鮮語放送を開

始するという記事が掲載された。ＮＨＫの場合はどうなっているのか。 

 

（ＮＨＫ側） ＮＨＫのラジオ国際放送、ＮＨＫワールド・ラジオ日本の韓国朝鮮語放

送は 1960 年にスタートした。現在１日に６回、韓国朝鮮語で放送してい

る。平日の１８時台・２０時台・２１時台・２２時台・２３時台は、開始

アナウンス１分のあとニュースが１４分と番組が１５分。平日の７時台は

番組を中心に編成している。土日は１８時台から２３時台にかけてはニュ

ースが１０分と番組が２０分という内容で、構成内容はほかの言語と、日

曜日を除き、基本的には同じである。 

  ニュースの内容は、日本国内向けのニュースから取捨選択して翻訳して

いる。 

  拉致問題については、ＮＨＫは報道機関としてこれまでも適宜適切に放

送しており、その立場は変わらない。 

 

（ＮＨＫ側） 旅客機内での番組上映については、関連団体を通じて、ＡＮＡとＪＡＬ

にＮＨＫワールドＴＶの観光情報番組を一部提供している。これをさらに

増やしていきたい。 

  また旅客機内では、映画上映の直前にＮＨＫワールドＴＶの３０秒ＰＲ

を上映する取り組みを、日本発着の国際線の機内でこれまでも展開してき

ており、今後も徐々に増やしていきたいと考えている。 

 

（ＮＨＫ側） 東日本大震災関連番組についてのご指摘を真摯（しんし）に受け止め、

来年の震災５年における取り組みを検討していきたい。 

 

 

＜視聴番組「Ｔｒａｉｌs ｔｏ Ｔｓｕｋｉｊｉ  ＷＡＳＡＢＩ」 

 （ＮＨＫワールドＴＶ ２０１４年１１月２９日（土）１３:１０ほか）について＞ 

 

○  興味深い情報が数多く紹介され大変よかった。 

 外国人リポーターが、本わさびを扱う築地の専門店や静岡県の生産者に日本語でイ

ンタビューを行っていたのも、ＮＨＫのテレビ国際放送にふさわしい演出だった。 

 番組のメインテーマである本わさびを際立たせるために、練りわさびが西洋わさび

を使い製造されることが多いことを前半で紹介したのはよかったが、わさびといえば

練りわさびだと、とらえている視聴者も多いので、混乱を避けるためには、説明をも

う少し丁寧にしてほしかった。練りわさびが本当のわさびではないということになる

と外国のすし屋が困るのではないか。 
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○  和食の食材の奥深さを見せた番組であり個人的に勉強になった。しかし、多少批判

的な意見になるが、外国人向けに和食文化を紹介する番組としては上級編ではないか

と感じた。和食の味が画面から伝わらない以上、和食が世界の食文化のなかで持って

いる強みである「美」をもっと打ち出したほうがよかった。導入部で京都あるいは築

地の日本料理店で供される和食の見た目の美しさをふんだんに見せた上で、和食の中

でわさびは重要な役割を担っている、という展開にすれば海外の視聴者にはわかりや

すかったと思う。 

 去年の訪日外国人は 1,340万人だが、その中の何パーセントの層に向けて番組を制

作するのか、決めるべきだと思う。 

 和食について詳しい層は 100万人なのか１万人なのかわからないが、ターゲットと

決めた層にどのようなマーケティングを行っていくのかストーリーを持ってほしい。 

 訪日外国人を 1,340万人から 2,000万人にするという今の流れの中では別のポジシ

ョニングもあるかもしれない。そう考えると今回の番組は上級編ではないか。２８分

という番組尺は漠然と日本に興味があるという層には長いかもしれない。 

 

○  時間をかけて、すりおろした本わさびには、手軽な練りわさびにはない魅力がある。

和食の本格的な楽しみ方を海外に向けて発信してくれたことに感謝したい。見ること

でまた和食を食べたくなるような番組に仕上がっていた。和食のすばらしさがきっか

けで外国人に日本を好きになってもらえることが期待できる。 

 日本を訪れようという外国人のなかで食通の割合は高く、この番組は和食をより深

く知りたいという外国人に評価されると思う。いま日本を訪れようという２０代、３

０代の欧米人は、２０年前の欧米人と比べ日本についての予備知識が豊富であり、今

回の番組が上級者向きだということはない。 

 平成２８年度に向けて、ヘルシーで簡単な和食のレシピを１０分で紹介する番組を

ぜひ開発してほしい。海外における和食の食材の販売増につながるような番組を期待

する。 

 

○  和食を伝える番組でありながら、京都の超一流料理店から始まるのではなく、築地

市場の騒然とした雰囲気に入り込んだ外国人リポーターが、職人気質の仲買人から和

食の食材について教えを受け、深い世界に入っていくというこのシリーズの仕掛けは、

視聴者の興味をそそる優れたものだと思う。ただ、番組の冒頭でその仕掛けをもう少

し説明してもよいのではないか。 

 外国人リポーターは語り口をもう少しおさえたほうがよかった。映像的にリポータ

ーのアップは必要ではないと感じた。 

 

○  大変楽しくテンポよく見た。どれだけ一般視聴者層を反映しているかわからないが、

自分の外国人の友人も皆、すしが大好きで、日本に来るとすし屋に案内してほしいと

言っている。ある程度日本に関心を持っている層を前提とすると、ふだん食べている

おすしの重要な要素であるわさびを取り上げるというのは、おもしろい切り口だった。 

 テレビ国際放送の番組においては、１つの題材をきっかけにできるだけ多面的に日

本のことを伝えることを目標においてもらいたい。今回の番組は、本わさびの魅力を
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紹介することにとどまらず、築地市場の奥深さ、静岡で本わさびの栽培には肥料を用

いず、山から湧き出すおいしい水が使われていること、さらには本わさびをすりおろ

すときには味を引き出すため、さめの皮をはったおろし板を使っていることなど、さ

まざまな側面が伝えられていたことは高く評価したい。 

 食文化は切り口にすぎない。食文化に表れている日本の社会、歴史、価値観を伝え

ていけば、奥の深い番組になるのではないか。逆に、単なる食についての番組にして

しまうと、何かつまらないような気がする。 

 

○  番組は少し玄人向けであり少々長いという印象を持った。リポーターは巧みであっ

た。ナレーションも単に「富士山」というだけでなく「世界文化遺産に登録された富

士山」とするなど適切に補足を加えていた。撮影は、築地の専門店の生き生きとした

表情をとらえており、自然体でよかった。 

 築地市場については、仲買人がどのように名人の域にまで鍛えられていくのかなど

の職人文化を、アメリカの文化人類学者テオドル・ベスターが実地で研究しまとめた

「TSUKIJI」が高く評価されている。今回の番組でも、よい本わさびを見極めることが

できるようになるのにどれくらいの年数を要するかなど、仲買人の陰の努力が描かれ

ていれば、さらによかったのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 委員の皆さんのご意見に感謝したい。この番組は平成２７年度４月から

の定時番組であり、月１回、マグロをはじめ、さまざまな食材を紹介して

いく。平成２６年度にトライアル 版として２本作っており１本目がかつ

お節、２本目が今回ご覧いただいたわさびであった。定時番組の初回では

外国人観光客になじみの深いマグロを取り上げたいということがあり、ト

ライアルでは難易度が高いことを承知の上でわさびを取り上げた。 

  制作するうえでは、視聴者を飽きさせないようにテンポを工夫するとと

もに、食材をたどる旅の中で、日本人ならではのきめ細かさ、職人がここ

まで考えてやっているのかということがにじみ出るよう意識している。 

 

（ＮＨＫ側） 普通の日本人でさえ知らないような要素を入れていたという意味で、少

し上級編になっていたかもしれない。作り手が自分の知らないことに興味

をもってしまうということはよくある。ただ、委員のご意見にもあったが、

日本に興味を持ってくれる外国人、なかでも築地を訪れてくれる皆さんは、

もともと日本に対しての関心が高い方が多いと認識している。 

  番組の冒頭で、これは築地を入り口にしたものだというような宣言があ

ってもいいのではないか、という指摘をいただいたが、そのとおりだと率

直に感じた。 

  きょうのご意見を今後の制作に生かしていきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 平成２７年度のＮＨＫワールドＴＶでは、日本の食について２つの定時

番組「Dining with the chef」と「Delicious Japan！」をラインナップ

に入れており、簡単に作れる和食のレシピも含め世界に向け発信する予定
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である。 

 

（ＮＨＫ側） 番組で紹介している本わさびの業者は、海外にも普及したいという非常

に強い信念を持ってアメリカ、ヨーロッパに進出し、現地でも生産してい

る。 

  今回の番組については、本わさびに対する海外の理解を促進するものだ

ということで感謝していただいた。 

 

（ＮＨＫ側） ターゲットを絞るべきだという指摘は以前からいただいており、新年度

に向けて新番組を開発するときはターゲットを明快にしようと意識して

きた。番組のフレームの提示のしかたの反省点とあわせ、今後の改善に生

かしていきたい。皆様のご意見に感謝申し上げる。 
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平成２７年２月国際放送番組審議会議事概要 

 

平成２７年２月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第６１１回）は１３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①「Journeys in Japan」②「Teach me 

Ninja Sensei!」③「Meet and Speak」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付し、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長 渡辺  靖 （慶應義塾大学 環境情報学部 教授） 

副委員長 内海 善雄 （前国際電気通信連合（ＩＴＵ）事務総局長） 

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 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 

  （㈱文化事業部 代表取締役） 

委 員 小林 栄三 （伊藤忠商事㈱ 取締役会長） 

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 平林 国彦 （ＵＮＩＣＥＦ（国連児童基金）東京事務所 代表） 

委 員 藤崎 一郎 （前駐米大使、上智大学特別招聘教授・国際戦略顧問） 

委 員 別所 哲也 （俳優、ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 

    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＞ 

 

○  東日本大震災からまもなく４年になるが、震災直後世界各国から寄せられた支援に

対する日本の感謝の念がメディアで十分に伝えられていない気がする。ＮＨＫの国際

放送では、これまでも取り組んでいるとは思うが、震災４年に際しても日本の感謝の

念を世界に発信してほしい。 

 震災当時、ＮＨＫワールド・ラジオ日本の１７言語の放送を聞いた世界各国のリス

ナーから寄せられた励ましのメッセージを掲載した「日本へのラブレター」が、この

ほど出版されたということだが、大変よい企画である。日本国民の感謝の念を呼び起

こす一助になると思う。 

 「平成２７年度国際放送番組編成計画」の報告の中で紹介されたＮＨＫワールドＴ

Ｖの新設番組「NEWSROOM  TOKYO」、「Face to Face」、「GLOＢAL AGENDA」等は

大変重要な試みであり、期待している。 
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○  過激派組織ＩＳ・イスラミックステートによる日本人殺害事件を伝えるＮＨＫワー

ルドＴＶの一連の報道を視聴したが、犠牲となった後藤健二さんのジャーナリストと

してのこれまでの活動について伝えていた国際ニュースチャンネルはＮＨＫワールド

ＴＶだけであり、独自性を一定程度出せていた。 

 一方、ＢＢＣワールドやＣＮＮが、政府の人間だけではなくいろいろな分野の専門

家をそのつどスタジオに呼び、さまざまな角度から解説を行ったのに比べると、ＮＨ

ＫワールドＴＶは日本の外交官を出演させたもののスタジオ解説を頻繁に行っていな

い印象があり、今後の課題だと感じた。 

 

○  「ＮＨＫ経営計画２０１５-２０１７」の重点方針２で掲げられた「『見たくなる国

際放送』を目指して、視聴意向などを把握」という目標は大いに賛成である。具体的

にどのように進めるのか。 

 

（ＮＨＫ側） 現在は国際放送テレビ番組モニターという制度を設け、世界３９カ国の

１１７人に委嘱をしている。ＮＨＫワールドＴＶを視聴してもらい一人当

たり月６本、合計６００本程度のリポートを送ってもらっている。４月以

降モニターの数をもう少し増やせないか検討している。 

  さらに重点地域としているアメリカとアジアで、グループインタビュー

を実施するとともに、ＮＨＫワールド・オンラインへのアクセスを分析す

るなどして視聴者の意向を多角的に把握していく方向で準備を進めてい

る。 

 

○  今回の日本人殺害事件を伝えるにあたって、事件を起こした過激派組織は英語でも

複数の呼び方があるがＮＨＫワールドＴＶではどのような点に留意しながらどのよう

な表現で伝えたのか。 

 国際放送テレビ番組モニターの意見によって、編成計画に変更を加えているのか。 

 

（ＮＨＫ側） ＩＳの表記については、彼らは国だと主張しているが絶対にそれを認め

ないという基本的な考え方のもと、Islamic State groupあるいはmilitantと

いう表記を英語原稿の中で使った。これはＢＢＣもＣＮＮも同じである。 

  映像についても、ＩＳのプロモーション部隊が作成した映像は極力使わ

ず、ヨルダン空軍がＩＳの施設を空爆したときの映像など、国際社会の動

きを示すものを使用するようにしている。 

 

（ＮＨＫ側） 国際放送テレビ番組モニターには、ＮＨＫワールドＴＶのすべての番組

について、国際編成の担当者が作った項目で評価してもらいリポートの形

で提出してもらっている。毎月約６００本寄せられるレポートを分析、定

時番組が項目ごとに獲得した評点を俯瞰（ふかん）できる番組カルテを月

１回作成し国際放送局内で回覧している。 

  ＮＨＫワールドＴＶの編成は、４月と１０月に改定しているが、モニタ

ーの評価が低いということも１つの判断材料にしながら、よりよいものに
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変える作業を行っている。平成２７年度改定では、２０の新番組をつくり、

１０番組を廃止している。 

 

○  ＮＨＫワールドＴＶがＩＳの映像を抑制的に使用するというのは共感できる取り組

みだ。ＣＮＮやＢＢＣワールドはテロの映像を繰り返し放送することで世界各国の視

聴者に恐怖感を広げ、テレビ離れを引き起こしているように個人的には思える。 

 

 

＜視聴番組①「Journeys in Japan Tomonoura」 

 （ＮＨＫワールドＴＶ ２０１４年１１月２５日（火）９:３０ほか）について＞ 

 

○  非常にすばらしいと思った。外国人リポーターの視点で、鞆の浦のさまざまな魅力

が紹介されており見ごたえがあった。ただ、アクセス方法の地図が番組のなかで２回

表示されただけであったことには若干物足りなさを感じた。 

 

○  日本人にとっては非常に分かりやすい内容で、鞆の浦を詳細に紹介しておりよかっ

たのではないか。一方で、海外の視聴者がこの番組を肯定的にとらえているのか、知

りたくなった。 

 

○  江戸時代さながらの街並みを見て外国人リポーターがすばらしいという感想を述べ

ていたが共感できなかった。番組の冒頭で瀬戸内海が持つ歴史的意味を簡潔に説明す

べきだった。つまり、瀬戸内海が日本にとって古来、近畿と中国地方・九州そして朝

鮮半島・大陸までを結ぶ主要な海洋交通路であり日本の発展に大きな役割を果たした

こと、帆船のための風待ちの港町が点在していたこと、帆船が使われなくなった後、

そうした港町の一部が近世さながらのたたずまいのまま残されたことなどを伝えれば

よかったと思う。そうすれば、鞆の浦は、近代化が進んだ日本のなかで、例外的に昔

ながらの景観やぬくもりのある人間関係が残された地域であることが理解できたので

はないか。そうした説明が冒頭にあれば非常にいい番組だったと思う。 

 

○  外国人リポーターが地元の人々と日本語でやり取りをすることで日本の地域社会に

残るユーモアあふれる温かい雰囲気がよく描かれていた。カヤックを体験できる施設

も紹介されており、番組を見て訪ねてみようと思う人は出てくるのではないか。 

 

○  私自身は非常に格調の高い映像を楽しんだが、訪日外国人向けの番組として適当だ

ったかと考えると、やや上級者向きではないかという疑問を覚えた。 

 フェイスブックのＮＨＫワールド公式アカウントにこの番組についての投稿が行わ

れた際、ユーザーがどのような反応だったか見てみたが、「いいね！」が３１８人、「シ

ェア」が２２人と、ほかの紀行番組と比べて少ない。内容が今ひとつで、行きたいと

思わせることができず、海外の視聴者にはいいところだが遠いと受け取られてしまっ

たのではないか。 

 鞆の浦はハリウッド映画「ウルヴァリン ＳＡＭＵＲＡＩ」のロケ地になっているこ
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とを少し紹介してもよかったと思う。 

 

○  撮影も全体の構成もすぐれており、非常に高度な技術によって訴えてくるものがあ

った。カメラマンがカメラを安易に動かさずにじっくりと高齢者の方に迫っていった

映像には力があり、カメラマンの愛情が感じられた。リポーターが路地を歩くシーン

やお好み焼き屋のシーンは、編集が巧みで、リポーターの動きの前後に風景や店先の

アップが効果的に挿入されていた。私個人としては鞆の浦に行きたいと思わせられた

番組であった。リポーターにははじめ親しみを感じられなかったが、番組のしめくく

りの一言に味があり好感が持てた。 

 

○  リポーターが地域社会に入っていくことで非常にほのぼのとした、いい番組になっ

ており、鞆の浦に行ってみたいと感じた。リポーターはよいがナレーションは今ひと

つであった。番組尺は３分の２でもよかったと思う。 

 

○  訪日外国人のなかでも何度も日本を訪れている上級者向けの番組だと感じた。一つ

の地域だけではなく、周遊可能な周辺地域も取り上げたほうが、観光の計画を立てや

すいのではないか。 

 鞆の浦の文化や社会を掘り下げて取材していたことは評価したいが、一般の観光客

が交流することのできない地元の漁業者や高齢者の方を紹介する場面が非常に長く、

カヤックによる観光ツアーの紹介が短かったことが気になった。アウトドアに関心の

ある外国人は途中で視聴をやめてしまうおそれがある。鞆の浦の近海で、水がきれい

でおだやかな海だけに生息する昆虫・海ほたるを見ることができることが番組の最後

に紹介されていたが、外国人観光客を引き付けることのできる話題であり、番組の冒

頭部分で取り上げてもよかったのではないか。 

 

○  個人的に非常に好きな番組であった。外国人視聴者がこの番組をどう見るのか気に

なるところではあるが、配慮を始めると何を伝えたいのかが曖昧になるおそれもある

ので、日本人が紹介したいと思う話題を取り上げていけばよいのではないか。 

 「Journeys in Japan」で平成２６年度に取り上げた日本各地の観光スポットのリスト

を見たが、毎回魅力的な地域を取り上げている。過去の放送回をビデオオンデマンド

でも視聴ができる仕組みもぜひ検討してほしい。 

 

○  鞆の浦の人口や主要産業、地域ならではの子育ての考え方など、基本情報をもう少

し紹介してほしかった。 

 確かにほのぼのとしたいい番組ではあったが、中国や韓国にも自国の地方の魅力を

紹介するテレビ番組があり、日本人の感性に頼って日本の地域紹介番組を作っても、

世界の中で際立たせるのは難しいのではないか。 

 一方で、日本が少子高齢化にどのような対策を講じるのかなどには国際的に関心が

高い。この問題に独自の創意工夫で取り組んでいる地域に注目しどのような施策を進

めているのかといった情報を付加しながら番組を制作すればよいと思う。 

 その観点でいうと、今回、番組の中でお年寄りのリハビリと子育て支援を一つの施
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設で行う取り組みや世代間で交流している様子は今後のモデルになると感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 「Journeys in Japan」は年間３６本新作を制作しているが、アウトドアか

ら伝統文化まで多様性に富んだ切り口で日本各地の観光地の魅力をお伝

えしている。 

  取材を進める中、高齢化の最前線で地方が独自に知恵をしぼって住民が

幸せになるまちづくりに取り組んでいる事例に注目するようになった。日

本人が世界の視聴者と共有できる地域活性化の知恵を観光情報番組の中

で伝えられないかと思い、番組が始まって７年にして初めてそうしたテー

マを扱った。鞆の浦を魅力的にしているのが生き生きとしておられる高齢

者の皆さんとそれを支える地域の方々、そして温かい雰囲気に引かれ移住

してくる若い世代の皆さんだと考えたからだ。普通の回といささか趣が異

なるので制作陣も悩んだが、鞆の浦の取り組みが持つメッセージはきっと

伝わると信じて努力した。 

  今回は貴重なご意見の数々を頂いたことに御礼申し上げたい。今後とも

制作陣一同頑張っていきたい。 

 

 

＜視聴番組②「Teach me Ninja Sensei!」 

      （ＮＨＫワールドＴＶ ２月 ７日（土）９：５５ほか） 

 視聴番組③「Meet and Speak」 

    （ＮＨＫワールドＴＶ １月１７日（土）１２：５０ほか）について＞ 

 

○  視聴番組②は忍者が説明するという設定がユーモアに富み見やすい番組になってい

た。提供している情報も極めて実用的で、初めて日本を訪れた外国人が空港に降り立

ってすぐにでも役立つ内容になっていた。 

 

○  これも非常に楽しみながら見せてもらった。視聴番組②はＮＨＫワールドＴＶで放

送するよりも、日本到着便の着陸３０分前に機内上映するか、国内のホテルにチェッ

クインして客室に入ると最初にこの番組を流れる、といった使い方がふさわしいと思

えた。そうした取り組みは非常に大事であり、ぜひ官公庁と協力して進めてほしい。 

 

○  視聴番組②と③はどちらも非常によかった。海外の視聴者がふとした機会にこうし

た番組に触れることで、日本旅行に行ってみたいと思うような内容になっていた。 

 視聴番組②は公共交通機関の利用法を伝えるという切り口を設けたことには賛成だ

が、PASMOまたは Suicaといった具体的な名称を紹介した方がよかった。また、Suica

を券売機で購入する方法を教えるシーンがあったが、窓口で駅員から購入できること

も伝えた方が外国人に対しては親切だったと思う。 

 視聴番組③は非常にいい番組だったが、テキストブックなしで番組が伝える日本語

を学習するのは難しいのではないか。ＮＨＫワールド・オンラインで見ることのでき

る教材をもっと充実させてほしい。なお、舞台となった市場は非常に魅力的で行って
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みたいという海外視聴者はいるのではないか。 

 

○  視聴番組②と③は、インターネットで数多く提供されている内容を扱っており、実

際に必要なのかと感じた。唯一意義があるとすれば、ＮＨＫという信頼できるメディ

アが発信している番組だから海外の視聴者が安心して活用できるという点だろう。 

 視聴番組②については、アニメーション仕立てという演出で喜ぶのは子どもたちで

あり、海外の視聴者にアピールするためには、実写映像をより長くし利用者の声を伝

えることでよりハウツーの部分を充実させることが大切ではないか。信頼性が高く英

語で表示されている日本の公共交通機関の乗り換え情報のサイトを紹介することも、

海外の視聴者が求めていることだろう。とはいえ、この番組は、テレビが一番やらな

ければならないこと、すなわち海外の視聴者に日本観光を検討するきっかけを与える

ことには成功していたと思う。 

 視聴番組③は、一度見ただけで日本語学習に役立てることは難しく、放送番組とホ

ームページにおける教材提供を連携させる取り組みが必要だ。 

 

○  視聴番組③では、舞台となっている市場のさまざまな店で具を買いながら丼に盛り

付けていく様子を紹介していたが非常に特殊であり、国際放送で取り上げなくてもよ

いのではないかと感じた。 

 

○  視聴番組③は、番組自体はよかったが、主人公２人の食べ歩きを見ながら日本語を

学ぶというスタイルについては少し考えさせられた。いま日本のテレビ放送では全般

的に料理を取り上げた番組が増えている。視聴率を獲得しやすいことが背景にあるの

だろう。ＮＨＫワールドＴＶの３月の重点事項のなかでも食に関連していた特集が３

本記載されていた。ＮＨＫが料理や食を取り上げるのであれば、質の高い撮影を行う

など卓越した内容にしてもらいたい。 

 

○  視聴番組②はよくできており、シリーズ化すれば、外国人にとって役立つものにな

ると思った。フェイスブックＮＨＫワールド公式アカウントに投稿された、この番組

のＰＲに対するユーザーの反応は、「シェア」が１１０と、シェアしたくなる番組だと

いうことだ。できれば過去の放送回をＮＨＫワールド・オンラインにおいてビデオオ

ンデマンドで見られるようにしてほしい。 

 視聴番組③は中国のテレビ国際放送ＣＣＴＶ－ＮＥＷＳで放送している同種の番組

「Travel in Chinese」との比較で評価してみたい。ＣＣＴＶの番組は段階的に語学を教

えるスタイルを取っているのに対し、視聴番組③のほうがより楽しく学べる形になっ

ており、こちらのほうがよいのではないかと感じた。 

 ただ、視聴番組は放送尺が短いのと、ひらがなを読めない人は画面に表示された文

字を見ても発音ができないのではないかと感じた。確かに、番組ホームページには数

字の読み方が掲載されているが、それではやや不親切だと思う。もう少し番組ホーム

ページを充実させ、聞き取れなかったことを復習できるようにしてほしい。 

 

○  視聴番組②については、アニメーションは魅力的ではあったが、公共交通機関の実
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際の映像をもっと多く紹介した方が情報をより印象的に伝えることができたのではな

いか。この番組は成田国際空港に乗り入れる鉄道の駅で上映するとともに、その場で

ダウンロードできるようにする方が、外国人観光客には役立つだろうと感じた。 

 視聴番組③は、ひらがなが読めないと番組についていきにくい演出になっていると

感じた。追加情報が番組ホームページ上で公開されていることが必須だと思う。 

 

○  視聴番組③は、日本を訪れて買い物やレストランでの説明を日本語で行いたいと考

えている外国人視聴者のニーズに応えるすぐれた番組だった。海外で日本語を学ぶ学

生が減っていると言われている中で、ＮＨＫが日本語学習者を増やすことにつながる、

このような番組を放送することは重要だと思う。 

 ＢＢＣでは、ホームページの中に「素早くできるメニュー」「ヘルシーメニュー」な

ど目的別にレシピを表示できるコーナーを設けることで多くのユーザーをひきつけて

いる。ＮＨＫワールド・オンラインで同様の取り組みを行い、ＮＨＫが日本の食文化

の維持・普及に向け役割を果たしてくれることを期待したい。 

 

○  視聴番組②については、日本のレストランでは会計はテーブルではなく出口で行う

など、初めて日本を訪れた人にとって必要な日本ならではの慣例を紹介した方がより

外国人視聴者のニーズに応えるものになったのではないかと思う。また、他の委員が

指摘したとおり、特に公共交通機関の利用法の回は、国際線の日本到着便の機内や成

田エクスプレスの車内で流した方がよいと感じた。 

 視聴番組③は、ひらがなの分からない外国人視聴者にとっては内容が難しかったの

ではないか。ＮＨＫワールド・オンライン上でビデオオンデマンドによる視聴を可能

にする取り組みも進めてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 視聴番組②については、ビデオオンデマンドによる公開を想定して権利

処理を進めながらまず３回分制作し、視聴者の反応を見ている段階である。

制作者は、実際に海外の視聴者に聞き取りを行い、成田に着いたら、まず

どこへ行って並んで都心に行けばいいのか、純日本式の旅館に泊まりたい

と思った時にどうするのかというようなニーズの高い情報を提供するよ

う構成している。 

  信頼できるインターネットサイトを紹介することの必要性は理解でき

るが、番組内で実施に踏み切るのは時期尚早ではないかと感じている。 

  きょうのご意見を踏まえて部内で議論したうえで続編を提案していき

たいと考えている。 

  視聴番組③は、平成２３年からシリーズの制作を開始し、現在までに５

０回分が完成している。そのうち４０回は、ひらがな、物の数え方、曜日、

月日などを扱い、残りの１０回は復習という位置づけだ。 

  このシリーズの特徴は、地方自治体と外部プロダクションが共同制作し

た番組をＮＨＫが購入する方式を導入したことだ。地域色あふれる市場や

郷土料理が登場した背景には、地域の魅力の世界発信を進めたいという自

治体の意向があったということをご理解いただきたい。 
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  番組ホームページにおける情報発信を連携させる構想は当初からあっ

たが、番組制作との兼務で運営できるホームページの規模には限界があっ

た。本日の委員の皆さんのご意見を踏まえ、ビデオオンデマンドを含め、

この番組のホームページをどのように拡充するのか、さらに新たな日本語

学習番組を開発するのか、検討を重ねていきたい。 
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平成２７年１月国際放送番組審議会議事概要 

 

平成２７年１月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第６１０回）は９日（金）ＮＨＫ放送セ

ンターで９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず最近の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」より、①日中首脳会談、ＡＰＥＣ首脳会議、②地域放送局

若手記者担当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付し、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長 渡辺  靖 （慶應義塾大学 環境情報学部 教授） 

副委員長 内海 善雄 （前国際電気通信連合（ＩＴＵ）事務総局長） 

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 岡本 行夫 （外交評論家、㈱岡本アソシエイツ 代表取締役） 

委 員 セーラ・マリ・カミングス 

  （㈱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 平林 国彦 （ＵＮＩＣＥＦ（国連児童基金）東京事務所 代表） 

委 員 藤崎 一郎 （前駐米大使、上智大学特別招聘教授・国際戦略顧問） 

 

 

 

（主な発言） 

 

＜最近の国際放送の動きについて＞ 

 

○  最近、日本国内で、グローバルリーダーに資する教育を行う「スーパーグローバル

ハイスクール」や「スーパーグローバル大学」が増えており、日本の文化や日本企業

の優れた側面を英語で発表することをカリキュラムに入れる例も少なくないと聞いて

いる。また、教員が教材の確保に苦労しているという話もある。ＮＨＫワールドが制

作している番組はまさに教材として適当であり、ぜひこうした高校・大学への広報を

行ってほしい。 

 

○  国内の大学全般においても、同じことが言える。 

 

○  協会側から紹介のあった国内ホテルの客室におけるＮＨＫワールドＴＶの受信環境

整備は非常に大事なことであり、賛成である。国内の教育機関に対してＮＨＫワール

ドの広報を強化するという考えにも賛成だ。 
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（ＮＨＫ側） 国内の教育機関でもインターネット環境があればＮＨＫワールドＴＶは

視聴していただけることから、これまでも大学などを対象に広報イベント

等を行った事例がある。委員の皆さんのご意見をふまえ、国内の教育機関

に対するＮＨＫワールドの広報については、今後も積極的に取り組んでい

きたい。 

  また、ＮＨＫワールドＴＶの一部の番組のビデオオンデマンド配信につ

いても、開始後、国内の教育機関に周知していきたい。 

 

○  なぜ国内ホテルにおいてＮＨＫワールドＴＶの受信施設が普及しないのか。現状を

変える方法はあるのか。 

 

（ＮＨＫ側） ＮＨＫワールドＴＶは放送法上、外国で受信されることを目的とした、

外国人向けテレビ国際放送である。日本が位置する東アジアに向けてはイ

ンテルサットとアジアサットという衛星から、外国放送事業者などに向け

て送信しており、日本国内でこれら２つの衛星の信号を直接受信しようと

すると、直径２メートル程度の大きなパラボラアンテナが必要になる。平

成２１年にＮＨＫワールドＴＶが今の形でスタートした当初は、この直接

受信の方法しかなく、国内のホテルにおける受信設備の整備は容易ではな

かった。そのためこれまで普及が進まなかったのではないかと考えられる。

この１年あまりで、日本国内に広く展開するＩＰＴＶやケーブルテレビ局

でもＮＨＫワールドＴＶの番組提供がスタートしており、この仕組みを活

用すれば比較的簡単に国内のホテルでも受信できることから、現在、受信

方法の広報に努めている。 

 

○  ＮＨＫワールドＴＶは国際放送であり、日本国内用の放送衛星は使っておらず日本

国内で受信をするのは非常に難しい。そのことがこれまで国内ホテルで普及しなかっ

た理由だと私も考える。国内向けの放送衛星の使用が可能になればよいが、電波に空

きがあるかなど、実現に向けてはさまざまな課題がある。 

 ＮＨＫワールドＴＶの国内向け放送について、民間放送事業者の理解を得ることは

容易ではないだろう。 

 

（ＮＨＫ側） ＮＨＫワールドＴＶを国内ホテルで受信できるようにするにはホテル側

に施設整備を負担してもらう必要があるが、ケーブルテレビなどへの番組

提供を活用することで負担額をおさえることもできるようになった。 

  国内ホテルでＮＨＫワールドＴＶを視聴できる環境を早急に整えるべ

きだという声が、アメリカの知日派といわれる人からも寄せられている。

来日した外国人観光客にホテルでＮＨＫワールドＴＶを視聴してもらう

ことは、海外における普及を促すことにもつながる。今後も、ホテルに周

知・広報を続けていきたい。 

  国内の教育機関に対するＮＨＫワールドＴＶの広報は、学生たちにスマ

ートフォンやタブレットを活用しＮＨＫワールドＴＶのライブストリー
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ミングを視聴することを提案する形で進めていきたい。 

 

○  国内に英語テレビチャンネルが１つもない国は国際的にみて珍しいのではないか。

訪日外国人が日本滞在中に視聴するチャンネルがないという話をよく耳にする。ＮＨ

ＫワールドＴＶの国内での放送は、子どもたちの英語学習にも大いに役立つので、５

年後のオリンピック・パラリンピック東京大会に向けぜひ実現してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） ＮＨＫワールドＴＶの将来像について貴重なご提言をいただいたことに

お礼申し上げる。現在、国内に向けては総合テレビの「ニュース７」や「ニ

ュースウオッチ９」の副音声で英語による同時通訳をお送りしているが、

今後、さらに、国内向けに英語放送をどのように充実させていけるのか、

研究に努めていきたい。 

 

 

＜視聴番組「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」① 日中首脳会談、ＡＰＥＣ首脳会議 

   （ＮＨＫワールドＴＶ １１月１０日 １８:００、２０:００ほか）について＞ 

 

○  沖縄県の尖閣諸島をめぐる日中の動きを、2012年から説明していたが、尖閣諸島の

日本の領海に侵入した中国船が海上保安庁の巡視船と衝突した 2010 年から説き起こ

したほうが、日本の立場をよりふまえた形になったのではないかと感じた。また、国

有化を nationalizeと英訳していたが、この単語は発展途上国の政府が資源等を強引

に買収する場合にも用いられるので、若干違和感を覚えた。政府がこの件を説明する

場合に用いている purchaseの方がよいと思う。ただし、この発言は政府を代弁するも

のではない。 

 

○  アジア各国のリーダーの名前や尖閣諸島の名前を知らない外国人視聴者も多いと思

うので、字幕で示したほうがよかった。尖閣諸島をめぐって領土問題は存在しないと

いう日本政府の立場が紹介されていたが、異なる見解を持っている国もあることをど

のように考えればよいのか、材料を示してほしかった。 

 

○  視聴番組において、日本の立場は適切に伝えられていた。ただ、国有化の英訳につ

いては nationalize には違和感がある。また、尖閣諸島をめぐる説明の中で、Japan 

controls the island，China and Taiwan claim themという文章があったが、この文

章を入れる場合には、その前に必ず尖閣諸島が日本の領土であることを入れるべきだ。

このことは２年前に指摘しすでに取り入れていただいているが、今回のにはなかった。

ただ今回は、尖閣諸島は日本の領土であると伝える文章が後にあったので問題はない

と思う。 

 アジアの動きを客観的に伝えられていたかという点では、中国の影響力拡大に時間

を割きすぎている印象があった。 

 会議の内容はわかりやすく伝えられていた。記者リポートの英語が平板で理解が容

易でなかったので、キャプションや図を加えたほうがよかったと感じた。 
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○  国有化の英訳に関連するが、今後、外交問題を報道する際、用語を外交専門家が確

認する仕組みを整えてはどうか。 

 全体的に、日本の事情やニュアンスが理解できるよう工夫してほしい。ＡＰＥＣ首

脳会議について日本国内の世論がどう受け止めているのか、少し織り交ぜていただけ

ればと思う。安倍総理の記者会見を聞くだけでは得られないような日本についてのよ

り深い理解を促せるのではないか。 

 日中関係、日韓関係、あるいは原発問題などで、国際的な緊張が高まっていく中、

ジャーナリズムとしての中立性、客観性と、国益に資する報道というところはぜひ引

き続き慎重に考えながら放送してほしい。プリンシプル（原則）、ガイドラインとして

紙に落とせるものと、あうんの呼吸でやっていくところと、いろいろあると思う。 

 

○  視聴番組は客観的であったが、日本人のスタンスを色濃く感じさせるものでもあっ

た。アジア各国がこの首脳会議をどうみるかという視点ではなく、また、日中間に問

題があることが十分に説明されることなく前提とされていた印象があった。ＡＰＥＣ

に出席しているほかの各国の首脳はどんな発言を行ったのか、視聴番組の中ではほと

んど触れられていないことが気になった。日本人のスタンスが強く出ている点で国内

放送さながらであり、いままでのＮＨＫワールドＴＶの番組から受けた印象と大きく

違っていた。 

 

○  ＮＨＫワールドＴＶがＡＰＥＣ首脳会議をどのように伝えたのか全て視聴したわけ

ではないが、今回の視聴番組を見る限り、他の国の首脳の話がもっと入っていればよ

り客観的に理解できたのではないかという印象だった。日中首脳会談についても、他

の国はどう見たのかという視点があったほうがよかったと思う。 

 視聴番組の後半で、中国が東南アジア各国のインフラ整備を支援する際、スピード

を重視するあまり、地域社会への配慮が十分ではないことを伝えたリポートは大変優

れていた。 

 

○  中国の取り上げ方については他の委員と同意見だ。首脳会談の受けとめ方について

も、中国側は大学教授や一般市民の声を紹介していたが、日本側にそうしたインタビ

ューはなかった。そういう点で日本が知りたいことを中心に構成していた印象があっ

た。 

 

○  尖閣諸島国有化の英訳には違和感があった。ＡＰＥＣ首脳会議については中国側の

反応が識者、市民、ネットでの意見なども紹介されていたが、日本側の意見が取り上

げられていなかったのは、少し偏りがあったと思う。 

 尖閣諸島が日本固有の領土であることは自明のこととはいえ、中国が領有権を主張

しているのは事実なので、それを伝えてもいいのではないか。また、そこまで伝える

のであれば、例えばアメリカのオバマ大統領が尖閣諸島は日米安全保障条約の対象に

なると発言したという事実も伝えていただきたい。 

 国益に関しては難しい問題がある。政府見解を伝えるのは当然だと思う。ただ、国

内で意見が分かれている問題については、「国内においてもその問題に関して意見の多
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様性があるのだ」ということを明確に述べることが、広い意味での国益、公益に資す

るのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 担当者が国際番組基準に沿って日々の取材・制作を進めていくとともに、

この審議会での委員の皆さんのご意見に耳を傾けながら、適正な番組を放

送していく。 

 

○  他の委員から、視聴番組に登場した記者リポートの英語が平板だという指摘があっ

たが、熱心に伝えており私は好意的に受け止めた。取材した記者が登場してＮＨＫワ

ールドＴＶで伝える回数を増やすことは、将来につながる建設的な試みである。記者

の用いる英語がネイティブ並みでなくてもよいのではないか。 

 

○  ＮＨＫワールドＴＶでは、キャスターの英語はすばらしいが、記者の英語にはばら

つきがある。ＮＨＫワールドＴＶが今後、アジアのＢＢＣなりＣＮＮを目指すことを

考えると、やはり各国の視聴者に聞きやすい英語を話すことのほうが、記者に登場の

機会を与えることよりも重要なのではないかと私個人は思う。 

 とはいえ、記者にとって大切なのは英語のレベルではなく取材力の高さである。原

稿の内容がすぐれているが英語は今ひとつという記者については、ネイティブが原稿

を読むと同時に担当した記者の名前を紹介する、あるいは、記者が日本語でリポート

しネイティブが英語で吹き替える、といったやり方も検討してほしい。 

 もちろん記者の英語力を長年かけて上げていく必要があるが、ほかの方法も併用し、

すみやかに対応してほしい。 

 

○  記者リポートは必要に応じてネイティブが英語で吹き替えるほうがよいと思う。「Ｎ

ＥＷＳＬＩＮＥ」ではジーン大谷キャスターがすばらしく、アメリカでもあまりいないほ

ど質の高い読み方で説得力がある。大谷キャスターの英語は頭にすぐ入ってきて、そ

の内容を直ちに反すうしながら考えることができる。日本人記者に登場の機会を与え

たいという気持ちはわかるが、世界の視聴者に見てもらうことを考えると、同じ日本

人でも神経を集中しないとついていけない英語を記者が話しているようでは、チャン

ネルを変えられてしまうのではないか。 

 英語が今ひとつという記者については、大谷キャスターのもとで特訓を受けてもら

うか、ほかの委員が提案したように日本語でリポートして、そこにネイティブの人の

英語をかぶせるのがよいと思う。 

 一方、年末のＮＨＫワールドＴＶの広報番組で籾井会長が披露した英語はよい。会

長の肉声を直接聞きたいと各国の視聴者は思うからだ。また、例えば「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」

で日本政治の解説を担当している中島将誉 World News部専任部長の話は、英語の文法

が間違っていることはないが仮に多少間違っていたとしても、各国の視聴者は聞きた

いと思うだろう。ただ一般的には、リポーターはナレーターと同じであり、取材者自

身の語りを優先するより、わかりやすい英語で伝える工夫をしたほうがよい。 

 「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」のジーン大谷キャスターはすばらしいので、ＮＨＫワールドＴＶ

の顔として幅広く活躍してもらいたい。 
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○  リポーターの英語については、ほかの委員と同意見である。日本人の英語力が今ひ

とつだということを国際的にアピールすることにならないよう、特訓してほしい。 

 

○  私自身も改善の余地はあると思う。しかし、ネイティブと同じような発音ですべて

をナレーションするということにこだわらずに、少し日本語のアクセントがある英語

でもきちんと頭に入るレベルであれば画面に登場させればよいのではないか。 

 

○  例えば番組の中で、ＮＨＫのリポーターを目指しませんかと、全世界に呼びかけて

募集するのはどうか。 

 

（ＮＨＫ側） 本当に難しい問題である。ネイティブと同じように英語を話す人を大量

に採用することは現在行っていない。まずはジャーナリストとしての記者

の能力を培う必要がある。取材力 と英語力を兼ね備えた人材には限りが

ある。ご指摘はそのとおりだが、改善にはもう少し時間を要する。 

  委員の皆さんが提案する吹き替え等も検討したい。 

 

（ＮＨＫ側） ＮＨＫとして委員の皆さんの指摘に謙虚に耳を傾けたい。記者の英語の

レベルをあげていく必要がある。 

 

 

＜視聴番組「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」② 地域放送局若手記者担当リポート選 

 「未来の消防団員」（鳥取局） 

 「国産ジェット初号機と航空産業」（名古屋局） 

 「海外から注目 沖縄でリゾート婚」（沖縄局） 

 「震災復興 ネット動画で福島の魅力発信」（福島局） 

 「シリーズ 日本の味を世界に③ しょうゆ」（和歌山局） 

        （ＮＨＫワールドＴＶ １１月１４日 １２:００ほか）について＞ 

 

○  日本向けに制作したリポートをそのままの形で英語化しても、海外の視聴者に関心

を持ってもらうのは難しいのではないか。視聴番組の中では「海外から注目 沖縄で

リゾート婚」がその一例だと思う。中国人のリゾート婚が沖縄で増えているという内

容だが、外国人視聴者は香港と沖縄の区別すらつかない人が少なくない。関心を呼び

にくいのではないか。 

 「国産ジェット初号機と航空産業」も海外の視聴者に関心を持ってもらうのは難し

いと感じた。外国人に見せるためには、日本の航空機産業の戦後の苦難の歩みを説明

する必要がある。 

 外国人向けに作り直すことは簡単なことではない。担当者がどうやって海外の問題

意識、海外の見方を感じるか。海外に住んだ有識者から話を聞いてはどうか。 

 

○  私の海外の友人をふくめ、海外の視聴者の関心を引くと思ったリポートは「シリー
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ズ 日本の味を世界に③ しょうゆ」であった。海外では日本食の大ブームが続いてお

り、多くの人がお箸としょうゆに親しんでいる。ハーバードビジネススクールのカフ

ェテリアにもすし職人が２人いて、毎日行列が出来るほどの人気だった。このリポー

トは、しょうゆが伝統的な製法で作りだされる過程と、職人の心意気、さらに製造の

過程で生まれるもろみをブラジルに輸出する動きをも紹介し、日本と世界をつなぎつ

つ海外の視聴者の関心に迫っている。すし好きの友人たちにぜひ紹介したい優れた内

容だった。 

 一方で、もう少し背景の説明がないと分からないと思ったのは、鳥取局発の「未来

の消防団」だった。鳥取県の風土や高齢化率などの基礎情報、さらに日本の消防団制

度の紹介がなければ、初めて見る外国人視聴者にはニュアンスが伝わらない。ほかの

番組でもよくあることだが、われわれ日本人が当然だと思っていることでも、外国人

向けに少し補足説明を加えないと本当のニュアンスを伝えきれないということを改め

て感じたリポートであった。 

 

○  地域発のリポートでは、日本人と海外の受け手が持つ基礎知識の差は絶えず考えて

いかなければいけないと思った。 

 何分程度補足するのがよいという物差しがあるわけではなく、必要に応じて補足を

行えばよい。 

 

○  「シリーズ 日本の味を世界に③ しょうゆ」はとてもよかった。日本ならではの魅

力を海外にどんどん発信していただきたい。 

 「国産ジェット初号機と航空産業」については、ジェット機の価格や燃費など他国

のメーカーと比較する材料を示してほしかった。 

 

○  どれもおもしろい題材だったが、全部、国内放送の単なる英語版だと感じた。地域

放送局の若手に「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」用のリポートを作ってもらうのであれば、国際放送の

ことを理解してもらう必要がある。 

 

○  地域のニュースを「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」で取り上げるにあたっては、トピックスを選ぶと

きにある程度の振り分けが出来るのではないか。「海外から注目 沖縄でリゾート婚」

については、東南アジアやインド洋の国際的なリゾートまで視野に入れて比較検討し、

取材で掘り下げるところを変えて成立させるか、あるいはそもそも国際発信には向か

ないという判断もありえたかもしれない。 

 そうした見方をすると、鳥取局発の「未来の消防団」は、消防団制度の基礎情報な

どを紹介すれば、国際的に注目を集めることのできるコンテンツだと思った。例えば

日本の防災とか災害対策のメカニズムやノウハウは、アフリカ地域など途上国からか

なり注目されていて、ぜひ教えてほしいという依頼が少なくない。 

 そういう観点から見ると、このリポートをうまく発展させれば、自治体、コミュニ

ティーに至るまでこうした仕組みがあって、同時に国でもこういう防災の仕組みがあ

るという、情報としてものすごく価値があるものができるのではないかと思った。父

と子のヒューマンドラマ的な形で終わってしまうと惜しい。 



 

 8 

 国際放送局の専門家がいろいろな角度で見ると違う見方が出てくると思うので、そ

こで練り直すやり方で可能性を広げてほしい。 

 せっかくの地域発ニュースであり、日本のどこか、地図で簡単に表示があるともう

少しイメージが湧くと思う。 

 

○  私の海外の友人は、ヒューマンドラマ的な視点を好むので「シリーズ 日本の味を

世界に③ しょうゆ」には強い関心を持つのではないかと思った。このリポートでは、

しょうゆ造りに情熱を傾ける職人や日本のモノづくりの精神を描いているからだ。 

 「震災復興 ネット動画で福島の魅力」も、取り組みを行う市民グループ代表の目

的意識を明確に描いており、海外の友人たちの関心を引くのではないかと思った。 

 「国産ジェット初号機と航空産業」や「海外から注目 沖縄でリゾート婚」につい

ても、関わる人たちのヒューマンドラマが入っていた方が、国際放送の題材としては

適切だったのではないか。 

 「未来の消防団員」は、子どもたちを取り上げただけでなく、子どもたちに番組で

発言してもらいながら、消防団を怖いと感じるところから将来の担い手になりたいと

思うまでの意識の変化にスポットを当てた優れたリポートだった。 

 

○  地方創生がどのように行われているのかなど、国際放送局で決めたテーマで、全国

の放送局にリポートを作ってもらうことも検討してほしい。他に、北陸新幹線開通で

金沢を訪れる外国人観光客の流れがどう変わるのか、和紙がユネスコの世界文化遺産

に選ばれたことが地域の産業にどのような影響を与えるのかなども、取り上げてほし

い。決まったシリーズについては、またこの審議会の場で報告してもらえることを期

待したい。 

 

（ＮＨＫ側） 貴重なご意見をお寄せいただいた委員の皆さんに御礼申し上げたい。海

外の視聴者のために橋渡しとなる部分を作り、大きな構図を見せてからリ

ポートを見せるとわかりやすいというご指摘については、早速実現してい

きたい。 

 

（ＮＨＫ側） きょうのご意見を反映させた形で、テーマをしっかりと固めた地域発リ

ポートを作っていきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 委員の皆さんのご指摘を真摯（しんし）に受け止めたい。われわれが国

内向けに作ってきたニュースはそのまま海外に出すことはできないと繰

り返し説いてきたが、簡単に変わらないところがある。特に地域放送局の

若手記者が「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」用にリポートを制作する取り組みはまだ始ま

ったばかりだ。今後とも改善に努めていくので、委員の皆さんにご指摘を

お願いしたい。 
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平成２６年１２月国際放送番組審議会議事概要 

 

平成２６年１２月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第６０９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２７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「High Speed, High Safety」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 渡辺  靖 （慶應義塾大学 環境情報学部 教授） 

副委員長 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 岡本 行夫 （外交評論家、㈱岡本アソシエイツ 代表取締役） 

委 員 セーラ・マリ・カミングス 

  （㈱文化事業部 代表取締役） 

委 員 小林 栄三 （伊藤忠商事㈱ 取締役会長） 

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 藤崎 一郎 （前駐米大使、上智大学特別招聘教授・国際戦略顧問） 

委 員 別所 哲也 （俳優、ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 

    代表） 

 

 

（主な発言） 

 

＜最近の国際放送の動きについて＞ 

 

○  ＮＨＫワールドでは、今回の衆議院選挙で自民党が過半数を維持し、第３次安倍内

閣が成立した場合、１ドル何円になるという予想を報道したのか。 

 

（ＮＨＫ側） 予測の報道は行っていない。選挙に関する事前の放送では、今回の選挙

の争点が何か、何が日本の課題になっているのかを伝えている。 

 

＜「平成２７年度国際放送番組編集の基本計画（案）」について（諮問・答申）＞ 

 

○  先月の審議会の意見交換を踏まえた「平成２７年度国際放送番組編集の基本計画

（案）」は、原案どおり可とする答申をしたいが、よろしいか。 

 

○  異議なし。 
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（ＮＨＫ側） ご承認いただき、お礼申し上げる。番組審議会で答申を得たので、この

後、この「基本計画（案）」を１月の経営委員会に提出する。経営委員会

の議決が得られたら、来年度の具体的な番組編成を決定し、２月の番組審

議会で「平成２７年度 国際放送番組編成計画」として改めて説明する。 

 

○  「基本計画（案）」自体に全く異論はないが、来年は戦後７０年であり、日本軍に関

するさまざまな映像作品が公開されるといわれている。日本について事実を歪（わい）

曲した映像が他国から出てくる可能性があることを念頭に置きつつ、われわれは

preemptiveに（先んじて）考えておく必要があるということを頭の片隅に入れておい

てほしい。 

 

○  アメリカの公共放送ＰＢＳが１年前に子ども向けサイトを立ち上げ、最近は教育的

な効果のあるオンデマンドビデオやゲームが充実してきている。ＮＨＫワールド・オ

ンラインでも、来年度、子ども向けサイトを立ち上げることを希望する。 

 

 

＜視聴番組「High Speed，High Safety」 

     （ＮＨＫワールドＴＶ １１月１日（土）９:１０ほか）について＞ 

 

○  巧みに作られた番組であったが、新幹線の運行システムなどを紹介し、日本の鉄道

技術は非常に信頼度が高いという点をもう少し出してほしかった。 

 また海外で需要が高いのは大都市圏の通勤電車であり、この分野での日本の技術も

番組の中で触れてほしかった。 

 

○  今回の視聴番組は非常に興味深く、多くの発見があった。基本的なことでいくつか

お聞きしたい。まず、この番組の放送尺が４９分であるのは、何か必然性があったの

か。内容から見て適当だという判断だったのか。 

 番組を制作するにあたって、視聴者のニーズは何か事前にリサーチすることはある

のか。 

 番組のプレゼンターは外国人だったが、あえて日本人を起用しなかった理由は何か。  

 また、ＮＨＫワールドＴＶの番組は、国内で放送した番組の英語化なのか、まった

くゼロから制作しているのか。それとも、国内番組と連動し一部素材を共有している

のか。 

 番組の音響効果には、ＮＨＫワールドＴＶから世界的なアーティストを育てる意気

込みをもって、日本人作曲家を積極的に起用してほしい。 

 

○  いささか辛口になるが、この番組は鉄道会社が制作したプロモーションビデオと同

じではないかと感じた。最後まで見るのに苦労した。番組の完成度が今一つではない

か。国際会議のシーンでは聴衆の頭で発言者の姿がさえぎられている映像が使われて

いた。番組取材なら最高のカメラ位置から撮影するべきだ。また、このシーンの音声

が割れており、字幕を入れるべきだった。 
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 新幹線車両の流線形の効用を伝える風洞実験を、学生の施設で行うシーンもいかが

かと思った。風洞実験は鉄道会社が運営する研究所で撮影し、日本のテクノロジーの

厚みを伝えるべきだった。 

 もっとソフト面を取り上げるとともに、先頭車両の流線形を生み出す職人の手作業

を紹介するなど、新幹線は日本の職人たちの緻密さにこだわる精神性があってこそ可

能であることを示してほしかった。 

 取材に制約があったのかもしれないが、新幹線の輸出に資する番組であることを企

業側に説明して、もっと協力を取り付けてほしかった。 

 以上、批判ばかりで申し訳ない。関係者の努力には敬意を表したい。 

 

○  新幹線の技術が優れていることをさまざまな角度から伝えており面白く見た。 

 とはいえ、技術にスポットを当てるのであれば、類を見ないほど高い信頼度を誇る

通信システムがあってこそ３分間隔で新幹線を運行できるのだということを取り上げ

てほしかった。 

 この番組は、技術に興味のない一般視聴者は長く感じただろう。 

 より多くの視聴者に見てもらうために、利用者の視点に立って、乗り心地や車内の

表示システム、乗車券販売の仕組みなど、新幹線のよさをトータルに出してもよかっ

たのではないか。運行スケジュールの正確さにおいて外国の高速鉄道とどれだけ違う

かも出してほしかった。 

 一般的に、技術を取り上げた番組は、技術者が強調したい内容をもとに構成すると

一般視聴者が関心を持ちにくい番組になる傾向にあると思うので、そのことに留意し

て制作してほしい。 

 

○  運行スケジュールの正確さについては、日本の新幹線が１年間に出す遅れがあわせ

てどのくらいで、それが外国の高速鉄道に比べどれだけ少ないかという提示の方法も

あったのではないか。 

 とはいえ、番組は新幹線車両の歴史を０系から丁寧に描いておりいろいろ勉強にな

った。 

 ナレーターは英語を母国語とする人であればいいと考えず、教養がにじむような声

の持ち主を起用してほしい。この番組では、吹き替えの声に深みがありよかった。 

 今後、声に説得力のある東南アジア出身のナレーターを起用してもよいのではない

か。 

 

○  最後まで集中力を途切れさせずに見るのが難しいと感じた。事前の配付資料では、

「死傷事故ゼロ」、「平均遅延時間３０秒」という新幹線の性能を実証的に伝えるとあ

ったので期待したが、番組は冒頭から技術に特化している印象があり、そこでチャン

ネルを変えてしまった視聴者も少なくないのではないか。 

 まず、世界の高速鉄道を紹介し、それらとの比較の中で新幹線を紹介した方がよか

ったと思う。番組の中盤に世界地図を使い同様のシーンを入れていたが遅すぎる印象

があった。 

 風洞実験は、学校を舞台にすることが適当だったかどうかは別として、仕組みをわ
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かりやすく見せる取り組みとしてあってもいいと思った。ただ、それ以外のシーンで

は、図や計算式が登場し、放送大学の番組を見ている感じがした。 

 動画投稿サイトには、日本を訪れた外国人観光客が撮影した新幹線の動画がネット

ユーザーのコメントともに多数掲載されている。こうした動画を番組の材料の一つに

する方法もあったと思う。 

 新幹線は多くの可能性をもったテーマであり今後もチャレンジしてもらいたい。 

 

○  新幹線そのものをプロモーションするというよりは、新幹線の安全性は大変な量の

メンテナンスによって支えられていることなどを紹介し、新幹線から日本が見えてく

る番組にしてほしかった。番組に都市交通も含めるともう少しわかりやすかったので

はないかと思った。 

 番組尺は少し長すぎたのではないかと私も思う。一般の視聴者には２０分から３０

分でコンパクトにまとめてあったほうが喜ばれただろう。今後ほかの番組についても

できるだけ留意してほしい。今の時代、各国の視聴者は、よほどドラマチックなこと

でない限り、外国のことについては短く伝えてほしいと思っているのではないか。 

 また、今回の特集はＮＨＫワールドＴＶの独自番組だとのことだが、ドラマも含め

ＮＨＫの国内向けの番組の資料映像を積極的に活用して内容の充実に努めてもらいた

い。 

 

○  私はさらに短くてもよかったと思う。日本が新幹線でこれだけの成果を上げている

ということを多くの視聴者に見てもらいたいのであれば、５分から１０分で概要を伝

えた方が、有効ではないか。その代わり、もっと知りたいという視聴者はＮＨＫワー

ルド・オンラインで３０分あるいは５０分の動画を見ることができるという取り組み

があってもよい。 

 新幹線をプロモーションすることは日本の国益にかなうことだとは思うが、もう少

し楽しくエンターテインメント性のある番組にしてほしい。番組の中盤で、新幹線の

平均遅延時間は３０秒だというインパクトのある情報が出てくるのだが、番組全体が

長すぎて、なかなかそこに注目が集まらないのではないかと感じた。また、輸出され

た新幹線に日本がどのようなアフターケアを行うのか紹介することも意味があったと

思う。 

 

○  自分は鉄道ファンではないが、番組は面白く勉強になった。この番組で日本人が司

会を務めると嫌味になっていたと思うので、鉄道に詳しい外国人のロビンズ教授の起

用は成功していたと思う。ただ全体に長く単調だという指摘には私も同感だ。番組を

もう少し利用者の声を中心に組み立てて、初めて日本を訪れた観光客が新幹線に乗っ

て、新幹線のどこに感動したのかを軸に、番組もさらにその謎を探るという構成にし

てもよかったと思う。 

 また新幹線を旅客機に代わる交通手段として紹介していたので、海外の視聴者のた

めに、料金の比較があってもよかったと思う。 

 長さを感じさせないためには、「プロジェクトＸ」のようなヒューマンストーリーを

１つか２つ入れて、ヤマ場にしてほしかった。 
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（ＮＨＫ側） なぜ番組尺が４９分かという質問を頂いたが、今回の視聴番組のような

特集を放送する土日のＮＨＫワールドＴＶは、毎正時のニュースが１０分

間であり、最大で５０分を特集に充てることができる。一方で、国際放送

では日ごろから、特集番組を内容に即した適正尺で放送することを心がけ

ており、最近では、３０分や３５分の特集も登場している。今回、委員の

皆さんから、見やすい番組尺を目指すようご提言を頂いたことを意識して、

特集の編成を進めていきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 本日はさまざまなご提言を頂いたことに御礼申し上げたい。また、会議

のシーンで見にくい映像があったことをおわび申し上げる。 

  この番組は、新幹線５０周年という節目に、日本の新幹線の優位性を世

界に発信するというねらいで企画した。ロビンズ教授をナビゲーターに起

用したのは、外国人の視点から新幹線の優位性を取り上げてアピールしよ

うと思ったからだ。 

  定時運行のかげにある新幹線の運用のノウハウを紹介するべきだった

というご意見を頂いたが、企業取材の制約もあり残念ながら難しかった。 

  なお、風洞実験は経費がかかることから、ある工業大学の附属高校にだ

け撮影をお受け頂けた。学生たちが使っていたのはイギリス製の装置であ

り、実験の精度は高いものであった。風洞実験の登場のさせ方があれでよ

かったかどうかは別として、このことは学生たちの名誉のためにお伝えす

る。 

 

○ コンパクトに伝えてほしいというのは多くの委員の一致した意見だと思う。特集枠

で２５分の番組を２本編成することなどはできないか。 

 

（ＮＨＫ側） 見やすい編成については工夫の余地はあるので、いろいろ考えたい。 

 

（ＮＨＫ側） 提案を採択する際には、企画書に盛り込まれた内容をもとに、４９分の

尺を満たすだけの材料があるかどうか、これまでの経験に照らしながら精

査したうえで採択している。取材の結果、提案時の番組尺で制作すること

が適切ではないと判明した場合、委員の皆さんのご指摘をふまえ、臨機応

変に対応していきたい。 

 

＜その他 国際放送一般について＞ 

 

○  今回、視聴番組の動画ファイルをＮＨＫのサイトからダウンロードする方式を試行

したことを、高く評価したい。ＤＶＤに比べ便利であり、映像をテレビで見るのと変

わらなかった。 

 

（ＮＨＫ側） 前回の審議会で委員から、ＮＨＫワールドＴＶの内部文書に関するタイ

ムズの記事について抗議はしないのかというご質問をいただいた。あの記
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事には明らかな事実誤認があるということを説明する書簡を広報局から

先方に送ったので、その旨ご報告する。 
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平成２６年１１月国際放送番組審議会議事概要 

 

平成２６年１１月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第６０８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、「平成２７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。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 渡辺  靖 （慶應義塾大学 環境情報学部 教授） 

副委員長 内海 善雄 （前国際電気通信連合（ＩＴＵ）事務総局長） 

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 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 岡本 行夫 （外交評論家、㈱岡本アソシエイツ 代表取締役） 

委 員 セーラ・マリ・カミングス 

  （㈱文化事業部 代表取締役） 

委 員 小林 栄三 （伊藤忠商事㈱ 取締役会長） 

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 平林 国彦 （ＵＮＩＣＥＦ（国連児童基金）東京事務所 代表） 

委 員 別所 哲也 （俳優、ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 

    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＞ 

 

○  ご紹介いただいた「日本賞」は、非常に質の高い教育コンテンツの祭典だ。４１回

も続いているのは世界的にも少ない事例で、高く評価したい。子どもだけではなく、

お父さん、お母さんと一緒に見てもらい、それが話し合いの場になっていくようなコ

ンテンツになることを期待したい。 

 

○  １０月の後半に、イギリスの有力紙のタイムズにＮＨＫの国際放送についての批判

的な記事が掲載されていた。概略を読んだだけだが、従軍慰安婦や日中関係について

は決まった用語を使うようにというＮＨＫの内部文書を入手したとし、基本的に現在

の政権の方針に準ずるような報道を行うよう内部で規制したのではないか、という内

容だった。 

 今年度の「国際放送番組編集の基本計画」でも「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」と記しており、日韓関係、日中関係
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を伝えることは、最も注意を要するテーマであると同時に避けては通れない部分でも

あると思う。 

 ＮＨＫの内部でこのことを把握されていたら、どういう経緯だったのかということ

と、その後どういう対応をしたのか。 

 今後同じようなことが起きる可能性もあるので、その辺り、どのように対策をされ

ているのか。また、今までもそういう用語の統一の時に、同じように外部のメディア

で扱われたことがあるのか。 

 

（ＮＨＫ側） 尖閣諸島や歴史認識の問題について、規制をしたということはない。そ

れぞれの放送局が、これについてはこういう用語にしようと用語統一をし

ており、それは英語でもあるし、国内の放送でもある。それがどういう経

緯かはわからないが、あのようなトーンで掲載された。 

  われわれは用語統一を何回も、場合によって尖閣諸島や歴史認識の問題

以外にも、これについてはこういう用語にしようということはやっている。

それは未来永久的なものではなく、状況が変わる時、あるいはより適切な

表現が見つかれば変えていくようにしている。 

  質問状が来て、それに対して回答しているが、答えてもそれぞれの主義

主張で書かれる例が多い。 

  私が知るこの２年間では初めてではないかと思う。 

   毎回、丁寧にご説明をしてご理解をいただくということに尽きると思

う。 

  記事の内容については、かなり事実誤認があり、その一つ一つについ

て答える必要はない内容だったと思っている。 

  特定のテーマについて触れるなということは全くなく、当然必要なこと

はきちんと伝える。ただ、その時、表現に注意をしようということを内部

で規定している。 

  用語の統一自体は、国際放送が始まった時からラジオでもやっている。

テレビが始まったらテレビはどう伝えるかということ、何が適切か、どう

すれば伝えやすいかということについても日々、絶えず課題として取り組

んでいるもので、いつ、何かがあったのでやったというものではない。 

  表現に気を付ける際の基本姿勢は、客観的に報道することや日本の立場

を鮮明にすることなどを定めたＮＨＫ国際番組基準に従うことだ。皆で注

意をするようにしている。 

 

○  国際放送だからこそ、国内での情報あるいは番組制作、報道で行っていることと、

海外の場合と作法が違うようなことはあるのか。 

 国際番組基準に従ってやっているのだと思うが、イスラム圏などへの情報発信や番

組発信というのは、検閲の問題なども含めて何か考えや制作上の注意等があるのか。 

 

（ＮＨＫ側） とても大きな質問なので説明が難しいが、基本的にＮＨＫの報道局で作

成した原稿をもとに、それを英語で翻訳をしてつくる場合と、国際放送局
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に所属する職員がつくったものを出す場合がある。 

  海外の視聴者の方々に対しては、日本国内ならではの常識や説明が必要

なものについて補足してご理解を助けるように付け加えることはある。 

  国内と国外は、それ以外のところで大きな違いはない。また、国別で特

別なことは行っておらず、国際番組基準にのっとって制作し、放送してい

る。 

 

○  きょう、国内線に搭乗して来たが、個人用モニターで日本語によるＮＨＫニュース

と英語によるＢＢＣワールドのニュースが放送されていた。ＮＨＫワールドＴＶを周

知するために、国内線で「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」を機内上映してはどうか。それが難しけれ

ば、ＮＨＫニュースに英語字幕をつけて上映できないか。 

 

（ＮＨＫ側） これまで全日空と日本航空の国際線の機内で、ＮＨＫワールドＴＶの英

語による３０秒スポットを上映するとともに、外国の航空会社の機内でＮ

ＨＫワールドＴＶの番組の一部を上映してきた。国内線においては、ＮＨ

ＫワールドＴＶのニュース・番組等はまだ上映していない。 

 

 

＜「平成２７年度国際放送番組編集の基本計画（案）」について＞ 

 

○  全体的に内容はよく理解できるが、定量のイメージが全然ない。 

 非常に難しいかもしれないが、例えば、いま現実にＮＨＫワールドＴＶをどの程度

の視聴者が見ているのか、どうすることによって世界で最も信頼される国際放送とな

ることができるのか、あるいは、ワールドＴＶにおいて、１日で４時間ブロックを６

回繰り返す編成を、１日で６時間ブロックを４回繰り返す編成に変えたことでどのよ

うな効果があったのか、データがあったほうがもう少し迫力が出るのではないか。 

 ＮＨＫワールド・オンラインでビデオオンデマンド配信をすることは非常によい。

視聴者から見てもっと使い勝手のよいサービスとなるよう工夫していただきたい。 

 

（ＮＨＫ側） ＮＨＫでは、ＮＨＫワールドＴＶの視聴者の中から選んだ番組モニター

に定期的に報告を送ってもらい、番組に対する評価やどういう時間帯にど

んな番組を見ているかなどを調べている。また、アメリカの大都市のケー

ブルテレビの視聴者などを対象に、ＮＨＫワールドＴＶにどんな番組を期

待するか、どういう時間帯にテレビを視聴しているかをインターネットで

調査をしており、そういったデータを随時活用しながら来年度の編成案を

準備している。 

  「国際放送番組編集の基本計画」には書式があり、グラフ等を載せては

いないが、内容の裏付けとなるデータは常に意識している。 

  どのように効果測定をしたらいいのかというのは、課題として認識して

いる。全世界を相手にしていることなので、一律に視聴者数を数えること

や、視聴率を出すことはできない状況にあるが、地域ごとに部分的に、例
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えばＩＰＴＶだとアクセス数を取れるので、そうした数字を参考にしてい

る。それから、世論調査のような形式で少し定性的になるが、視聴者から

どういう反響があったのかをまとめるなどの取り組みも行っている。 

  次期３か年経営計画の中でも、国際放送については、実施した結果につ

いて自己評価をしていくという指標を設けるよう検討中である。 

 

○  ビデオオンデマンド配信の開始は大いに賛成だが、受信料を払っていない海外のユ

ーザーにビデオオンデマンドを提供することに問題はないのか。 

 

（ＮＨＫ側） ＮＨＫワールド・オンラインの新しいサービスについては、新たに策定

し、総務大臣の認可を得るＮＨＫインターネット実施基準の範囲内で実施

するので問題はないと考えている。 

  ビデオオンデマンドを提供することは、認知度を高める効果がある。Ｎ

ＨＫワールドＴＶで放送した番組を全部出すのではなく、見てもらいたい

番組を適切に並べて、ＮＨＫワールドに接してもらうことを目指していく。 

 

○  ＮＨＫワールドＴＶの編成に、北米向け、アジア向け、欧州向けの重点項目を決め

るのは非常にすぐれた改善だと思う。「基本計画（案）」の重点の立て方に、データの

裏付けが記されていないという意見があったが、重点項目の内容は私の感覚とほぼ一

致しており結構なことだと思う。ただ、ＮＨＫワールドＴＶの時刻表シミュレーショ

ンを見ると、月曜から土曜まで同じ時間帯に同じジャンルの番組を並べているが、も

う少し多様性を持たせる工夫があってもよいのではないか。 

 もう１つ、「平成２７年度国際放送番組編集の基本計画（案）」の「編集の基本方針」

については、冒頭の段落に少し違和感がある。私の認識では、日本に対して関心が減

っており、そういう中で日本に関心を持ってもらう、日本をきちんと理解してもらう

ために国際放送をするのだと思う。 

 また、２６年度の「基本計画」の冒頭にある「日本への信頼を高めることがますま

す重要になっています」という高邁（まい）な使命を掲げた部分は大切であり、２７

年度についても「日本に対する理解を深めます」という文章を、１番目の大きな使命

として書いてもらいたい。 

 

（ＮＨＫ側） 編成については、われわれが今まで積み重ねてきた感覚と違うご指摘を

いただいたので、なるほどと思う部分があった。例えば来年度のＮＨＫワ

ールドＴＶの時刻表シミュレーションにある「ＦＯＯＤ＆ＡＰＰＥＴＩＴＥ」の

時間帯でも、食べ物ばかり毎日出てくるわけではない。これから細かい時

刻表ができるので、１つの時間帯にどの程度多様性を持たせるのかを検討

したい。 

  「編集の基本方針」についてのご指摘も、なるほどと思って伺ったので、

検討させていただきたい。 

 

○  この計画の中で一番重要なところはインターネットだと思う。ＮＨＫワールドのト
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ップページに項目が少なく、使いにくいという問題がある。 

 検索サイトの運営するニュースサイトが、速報性や情報量において競争力を高めて

いる。ＮＨＫワールド・オンラインも検索サイトのニュースも意識しながら、アイコ

ンに写真を使ったり、情報量を増やすなどのリニューアルに取り組んでほしい。 

 

（ＮＨＫ側） いまユーザーの視点で使いやすいものにしようとホームページの全面改

修をやっている。外部のコンサルタントにも協力してもらい、どのような

サイトなら回遊時間が長くなるのかというようなことを検討している。情

報量をもっと多くしてほしいというご指摘もいただいたが、改修にご期待

いただきたい。 

 

○  新しい考え方に立った「平成２７年度国際放送番組編集の基本計画（案）」は、意欲

的な内容だと感じた。ＮＨＫワールドＴＶに大型ニュース番組や討論番組を新設する

とあるが、ぜひやっていただきたい。討論番組を外国の方がご覧になり、日本人はど

れぐらい英語でアクティブに論じるかを出せるのかは、どういった方にお願いをする

かがとても大事だ。日本のオピニオンリーダーの方々を積極的に発掘していただきた

い。 

 重点項目でターゲットを決めていることは、これまでも指摘してきたことでもあり、

よい考えだと思うが、地域別に設定するのがよいか、カスタマーターゲットで設定す

るのがよいか、もう一度考えてほしい。 

 「国際放送番組編集の基本計画（案）」の「編集の基本方針」については、冒頭の段

落の信頼に関する表現が強すぎると感じた。事実を事実として伝えることが信頼だと

言えばそうだが、実は「事実」の定義も難しい。「信頼」という言葉を表に出すと、い

ろいろな制約が出てくるのではないか。 

 ＮＨＫの国際放送はこういう観点で伝えているという部分があってもいいのではな

いか。当然公正であることは大事だが、やはり立っているスタンスがあると思う。ス

タンスに対し、批評を受けることもあると思うが、あまりニュートラルになろうとす

ると、メッセージ性が打ち出しにくくなるのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） １つ目の大型ニュース番組、討論番組については、今まさにどのように

やったらいいかという検討に入っているところだ。世界の人たちが共通の

課題として意識しているような問題についてしっかりと語れるようなゲ

ストを呼びたいと思っている。 

  ターゲットについては、国際放送テレビ番組モニターやＮＨＫワール

ド・オンラインに寄せられる視聴者からのメールなどを通して、地域ごと

に視聴者が関心のある分野に一定の傾向があることがわかっており、そう

した知見を踏まえて設定した。 

  今回、ターゲットとする視聴者層を収入で分けるといったことは行わな

かったが、ＮＨＫワールドＴＶの視聴者層として、当初よりビジネスリー

ダー層を想定しており、今回の重点事項もそうした想定を前提としている。 

  「国際放送番組編集の基本計画（案）」の「編集の基本方針」のなかの
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ご指摘の箇所については、アジアにある公共放送・ＮＨＫから出ているア

ジアや日本の情報は、事実を客観的に取り扱い真実を伝えている、という

部分を評価していただきたいという思いを込めたものだ。 

  この箇所は、日本とアジアについて何か知りたいと思ったらＮＨＫだ、

というような放送局になりたいという意味である。 

 

○  「国際放送番組編集の基本計画（案）」の「編集の基本方針」の第１段落の３行目に

「テレビ、ラジオ、インターネットを通じて」という表現があるが、今の主戦場であ

るインターネットサービスについては、現在記述されている第５段落ではなく大胆に

第２段落で取り上げることで、インターネットから戦略的に、トラディショナルメデ

ィアとしてクオリティーをきちんと届けていこうという気概を示してはどうか。 

 最後に、この３つの柱がどのように補完し合っていくのかということにひと言触れ

られるといいと思う。特に第５段落目は、ソーシャルメディアやキュレーションメデ

ィアにどのように対応していくのかという展望が、ひと言でも入るといい。 

 もう１つ、基本計画に入れるべきことかわからないが、インターネット上のメディ

アに、どのように皆さんが制作されたコンテンツを開放していくつもりなのかを示す

と広がりがあるのではないかと思う。例えば海外のキュレーションメディアで見た時

に、ＮＨＫソースのものが１つでも２つでも出てくるようなことだ。 

 ＮＨＫワールドのコンテンツ自体は非常にすばらしいものだと思うので、それをど

う届けるかというプロモーションの部分が大事だと思う。そこにどういうお金をかけ

て予算を組んで広報活動をされるのか。例えばアメリカの地上局、あるいはケーブル

で見た時に、極端に言うとＣＮＮの中でＮＨＫワールドのスポットを入れることが可

能なのか。そのような手法をとって初めて浸透度がより深まるのではないかと思った。 

 最後に、来年度は「ミラノ・エキスポ」があるが、そこでは存在感を示す放送体制

があるのか、お聞かせいただきたい。 

 

○  国際討論番組、それからワイドニュースはすばらしいことだと思う。私は政府の依

頼により欧米で講演をして回ることが非常に多い。中国と韓国の反日キャンペーンが

非常に多数行われている中で、少しでも日本の立場を説明しようと思ってやっている

が、例えばアメリカでは聴衆の中からの一番大きな質問は、尖閣諸島、慰安婦問題、

歴史問題、それから経済だ。 

 そういうところを正面からやっていく覚悟があるのかどうか。「日曜討論」は日本の

視聴者向けによいテーマを選んでいると思うが、そのテーマをそのまま国際放送で扱

っても迫力がない場合が多い。せっかく国際討論番組をやるのであれば、環境、医療、

社会保障などだけではなく、世界中が、靖国参拝は是か非かというような目で見てい

る時に、それをかわしてはいけないと思う。 

 私はいろいろな国際会議に出ているが、日本人は積極的に発言しており、日米だと、

日本とアメリカとだいたい半々という印象だ。ことによると日本側の発言者のほうが

多い。そのくらい、若い学者などは英語で大変活発に議論する人が出てきているので、

討論番組の出演者になりうると思う。 

 それからもう１つ、英語が上手だけれども内容のない人か、内容はあるけれども英
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語がちょっとたどたどしい人かという時に、それは今までは日本の対外発信は前者に

なってきたのだが、日本はやはり注目されているので、内容の質を重視して人選して

もよいのではないか。 

 この討論番組は１か月に４本ぐらいつくるということか。環境、社会保障、歴史問

題というテーマの構想をわれわれに共有していただけるのかどうか、それもお聞きし

たい。 

 しかし、大変に勇気のある一歩を踏み出されることになったと思う。 

 

○  「国際放送番組編集の基本計画（案）」の「編集の基本計画」では、ＮＨＫワールド

がＮＨＫワールドＴＶだけではないということをぜひ強調し、国際社会の理解を深め

るという意味では、テレビ、プレミアム、ラジオ、インターネットの総力を結集して

やっていく必要があるのではないかと思う。そのことを踏まえた文章にしてほしい。 

 信頼されるということの意味をしっかり定義したほうがいいのではないか。ユニセ

フでは、信頼というものをもとに子どもの権利をどうやって守ってもらえるか、それ

を守る活動をするのにどうやってお金を集めるかを真剣に討論している。信頼を成り

立たせる要素は４点ある。 

 １番目は familiarity。これは知られているかどうか。アジアの中でＮＨＫワール

ド、ＮＨＫが知られているかをきちんとフォローしていき、今年に比べ来年が増えて

いるかどうかをきちんと見ていくべきだと思う。 

 ２番目は credibility。これは authorityがあるかないかというところで、立ち位

置がはっきりしていることは非常に大事だと思う。ユニセフで言うと、子どもの権利

の擁護者という立ち位置がはっきりしていることで credibilityがあるわけだ。来年

は戦後７０年ということで、例えば、平和に対して一番強く発言するニュース媒体に

なるという立ち位置がはっきりすれば、credibilityは上がってくると思う。 

 ３番目は reliability。これはいろいろな事例に対しどれだけ正確に対応できるか。

批判に対してもしっかりと自分の立場を説明していくということでも、やはり

reliability は上がってくると思う。その意味では、イギリスの有力紙のタイムズに

よるＮＨＫワールドの批判に対して、もっと積極的に反論してもよかったのではない

か。 

 ４番目は expertise。ＮＨＫがどこに専門性があるかというと、災害報道だ。ＮＨ

Ｋと言えば災害報道だというイメージをもっと強く出していくことが、より信頼され

ることにつながると思う。 

 ＮＨＫワールド・プレミアムについては、将来的に日本のソフトパワー発信のため

にもっと有効に使うべきではないか。ＫＢＳワールドは、ドラマが１日に１８本あり、

音楽が２本、ニュースが３本しかない。韓国はドラマというソフトパワーを使ってい

るのだと感じた。ＮＨＫワールド・プレミアムも、将来のＮＨＫワールドがアジアの

中でもっとも信頼されるためのソフトパワーを持っているのではないか。そうした取

り組みの試行を来年度にできないか。 

 

○  「国際放送番組編集の基本計画（案）」の「編集の基本方針」にある「信頼」を勝ち

取るという言葉は残しておいたほうがいいと思う。国際放送にとって、非常に重要な
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ことなのできちんと文言で担保しておいたほうがいいと思う。 

 それから、ＡＳＥＡＮやアジアの英語の特徴を持ったキャスターやリポーターをＮ

ＨＫがもっと起用していくのがよいのではないかと思う。例えばアフリカでＮＨＫと

言っても、どこの国かわからない。なので、日本人が必ずリポーターとして出演する

のではなく、逆にアフリカの方が見た時に、この番組がシンガポールかフィリピンの

国際放送なのかわからないぐらいのほうがいいのではないか。ＮＨＫがそれだけ個性

があるという自信があれば、出演者の国籍は関係ない。 

 国際討論番組については、シナリオのあるものではなく、即興のみにしかない発言

者の目の輝きがあるような、生き生きとしたものになることを期待したい。 

 

○  「国際放送番組編集の基本計画（案）」の「編集の基本方針」で、もう１つ気になっ

たのが、日本らしい番組を制作することを述べた部分だ。これも、そこで言う日本ら

しさとは何なのかというのを問われた時に、それはＮＨＫワールドにとってはこの要

素ですということを言えるような、具体的なキーワードを併せて入れたほうがいいの

ではないか。 

 数値目標については、複数年度の評価をこれから始めるということなので、ここに

載せないにしても、何らかのかたちで共有できるようにしておくといいのではないか

と思った。 

 ４ページ目のＮＨＫワールド・ラジオ日本と５ページ目のＮＨＫワールド・オンラ

インの箇所で、「国際放送開始８０年」の記念の取り組みとして日本美術の名品を紹介

するように記されているが、８０周年と何か関係があるのかわかりにくかった。もう

少し説明を加えたほうがいいと思う。 

 「国際放送番組編集の基本計画（案）」の「編集の基本方針」なのでそぐわないかも

しれないが、組織の国際化を進め、人材の専門性を高め、それと併せて番組の質を高

めていくのかということも、可能であれば触れてもよいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） たくさんのご意見をいただいたことに心よりお礼申し上げる。時間の関

係できょうお答えできなかった質問については、次回以降に答えさせてい

ただきたい。 

  きょうの意見を踏まえ、修正案を策定するので、またこれを委員の皆さ

まにお送りさせていただく。 

  次回の会議は、この「基本計画（案）」の諮問・答申という場になるの

で、ご検討をよろしくお願いしたい。 

 



1 

平成２６年１０月国際放送番組審議会議事概要 

 

平成２６年１０月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第６０７回）は１０日（金）ＮＨＫ放

送センターで７人の委員が出席して開かれた。 

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

明があり、意見交換を行った。ひき続き、ＮＨＫワールド・ラジオ日本の視聴番組につい

て、および、ＮＨＫワールド・ラジオ日本で日本の魅力をどのように発信すべきかについ

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 渡辺  靖 （慶應義塾大学 環境情報学部 教授） 

副委員長 内海 善雄 （前国際電気通信連合（ＩＴＵ）事務総局長） 

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 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 平林 国彦 （ＵＮＩＣＥＦ（国連児童基金）東京事務所 代表） 

委 員 藤崎 一郎 （前駐米大使、上智大学特別招聘教授・国際戦略顧問） 

 

 

（主な発言） 

 

＜最近のＮＨＫの動きについておよび最近の国際放送の動きについて＞ 

 

○  空港や航空路線で積極的に広報していることはすばらしいと思う。ＪＡＬとＡＮＡ

でまずスポット広告を流し、その後シンガポール航空ということだが、ＪＡＬとＡＮ

Ａは日本人の乗客比率が高い。どの辺りをターゲットにして路線を選んでいるのか。

日本に関心がある外国人に広げていくのであれば、今後はどう展開していくのか伺い

たい。 

 今後の新番組の説明の３つ目にある「American Dreamers」について、ＮＨＫワール

ドとして日本だけにあまり偏らずアジアの放送局ということを想定して、アジアの移

民にターゲットを当てるという意図であればすばらしいと思う。ただタイトルが

「American Dreamers」となると日本の放送局らしさがどこに出るのか。 

 

（ＮＨＫ側） 機内での上映については、試みとしてまずは日本発着のＪＡＬとＡＮＡ

とでやってみようということだ。今後少しずつその他のエアライン、ゆく

ゆくはたとえばアメリカの航空会社でやったらどうなのかなど、試しなが

ら広げていきたいと思っている。 

  前回のシリーズは「Asian Dreamers in NY」というタイトルだったが、

来年４月に始めるまでに適切なタイトルを探っていきたい。 
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＜ＮＨＫワールド・ラジオ日本より＞ 

視聴番組① 読み聞かせ文学館「旅する本」 

視聴番組② 被災地 祈りの芸能 第２回 伝統の踊りを心のふるさとに 

被災地 祈りの芸能 第３回 鎮魂と復興の願いを込めて 

視聴番組③ やさしい日本語 第２５課  について 

＜ＮＨＫワールド・ラジオ日本で日本の魅力をどのように発信すべきかについて＞ 

 

○  視聴したすべてが基本的に質が高く、ナレーションも明瞭な発音で聞きやすく、概

してすばらしいと思った。特に視聴番組②の「被災地 祈りの芸能」は、男性と女性

と２人のナレーターが話していたが、言葉も明瞭で情感があるように発音されていて

わかりやすかった。 

 ラジオは内容がイメージしにくいという声もあると思うが、地域によって受け止め

方はさまざまではないか。“ながら”で聞く人は比較的先進国の人たちだろう。途上国

やアフリカでは、みんなかじりついてラジオも耳に固定したまま聞いている人が結構

多い。このＮＨＫワールドを聞いているとしたら、多少なりとも日本に関心があった

り、わからないながらも音などでイメージを膨らませるという聞き方をしている人が

多いのではないか。 

 今回は日本の被災地を日本の伝統的な行事と絡めた話だったが、どの国にも伝統行

事はあるし、自然災害や紛争で、住民たちが心の問題などそれなりに何らかの被害を

受けた国はたくさんある。そういうところの人たちが聞いた時にどこに共感を覚える

かなどの要素も番組を構成する時に考えると、直接的でなくてもニュアンス的なもの

で通じるような表現の仕方になるのではないかと思った。 

 

○  ラジオ放送というと、まずニュースかと思われるが、非常にバラエティーに富んだ

豊かな内容の番組をやっていることがひとつの驚きだ。 

 もうひとつわかったことは、実際に聞いてみると、かなり神経を集中しないと理解

できないということだ。ニュースの場合だともう少しリラックスしてもわかるが、特

に視聴番組①の「読み聞かせ文学館『旅する本』」は、少し緊張していないとフォロー

できない。ネイティブばかりではないので、わかりやすい単語を使ったほうがいいの

ではないかという感じがした。 

 しかし、中身は非常にリッチなすばらしい内容だと思う。視聴者はどういうレベル

の方が、どういうものに関心を持っているのか。そことマッチしているのかどうかと

いうのが、多少疑問に思ったところだ。クオリティー自身は非常によい。 

 私はＢＢＣのラジオ国際放送をよく聞いた。ＢＢＣもやはりニュースだけではなく、

このようにいろいろな番組をやっていたが、その時に、よくわかって興味を持った内

容は科学番組のようなものだった。そういう番組は誰が聞いても共通性がある。ラジ

オにはラジオに適した、どこの国の人でもよく理解できるような日本的なことで適切

なテーマがあるのではないかと思った。 
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○  ラジオは、ネットを通して聞く、何かをしながら聞くなど、さまざまな聞かれ方が

出てきているメディアであり、ラジオという媒体の特性を生かしてベストな伝わり方

をするコンテンツを、これからはもっと選ばなければいけないと思った。 

 全体に通じるテーマだが、何が目的で流すのかが大事だ。「読み聞かせ文学館」も、

何のためにやっているのかという話がある。日本の作家によるものだが、物語は特に

国などは関係がないニュートラルなものなので、日本の文学作品のすばらしさを伝え

るためなのか。私はそもそも企画自体の目的があいまいなような気がした。 

 一般のテレビではコストをかけてもとにかくクオリティー高くつくっていくことが、

ＮＨＫの姿勢として支持されている部分もあるのだが、「読み聞かせ文学館」につい

ては手間をかけて作家から翻訳の許諾をとる今の形ではなく、もっと効率的な制作方

法も考えてもよいのではないか。 

 テクニカルなことでは、「やさしい日本語」の最後で、ＵＲＬを http：と言って紹

介していたが、「何々で検索」でいいのではないかと思った。 

 

○  視聴番組①で取り上げた小説を、ある韓国人がブログで取り上げていた。翻訳して

みると、かなり深読みをしている。こうした例が示すように多言語でやるところにラ

ジオの強みがある。私も英語で聞くとちょっとわからないが、恐らく日本語で聞いた

らまた違う感覚だと思う。朝鮮語で流れている、ヒンディー語で流れているというと

ころに非常に意味があるのだと感じた。それが意外に日本のことを理解するのにつな

がっているのではないか。いい企画だと感じた。 

 視聴番組②では、子どもたちが津波の前に行われたことをやることによって、ふだ

ん見せたことのない笑顔を見せていたということを言っている。要するにそういうこ

とが祈りの芸能であり、以前の平常時を早く返してあげることが、被災された人、心

の傷ついた人にとっていかに大事かを再認識させられた番組だった。 

 視聴番組③に関しては、非常に楽しく、なるほどこんなことを言うのかという感じ

だった。番組のウェブサイトも見たが、非常によくできていると思う。モニターから

は、番組が短いのでもっと長くやってほしいとか、各部分でやってほしいなど、反響

も非常に強いので、そういう意味ではさらに進化していただきたいと感じた。 

 

○  視聴番組①は、男性と女性の英語による語りがあるが、効果音が入っていて独特の

ムードもあり、とても気に入った。 

 日本の小説というのはなかなか翻訳されないので、そういう意味ではこれだけの数

のいろいろな国の言葉に翻訳されて世界中でとてもよいムードで話が流れているのは、

これはこれでよいのではないか。 

 視聴番組②は、皆さんも言ったとおり、確かにイメージしにくく、英語もなかなか

難しい。ただ、被災地の皆さんがこういう格好でまた元気になってくるというのは、

情報としてはとてもよいのではないか。 

 インターネットやテレビが普及していない国もたくさんある。ラジオというのは、

広く情報がわたっていくという意味では、とても大事な手段ではないか。 

 日本がこれからいろいろな意味で出て行こうとする時に、アフリカや開発途上国は

すごく大事だと思う。 
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○  視聴番組①は、率直に言って非常によかったし、ナレーターには感心した。 

 アメリカではほとんどの人はラジオを聞きながら車を運転しているので、ラジオの

効果はとても大きい。ラジオともうひとつはＣＤで、ベストセラーが出るとすぐそれ

がＣＤになり、それを聞きながら運転している。だから、視聴番組①をＣＤにして売

ることができると、日本文化の紹介として非常によいのではないかと思った。 

 視聴番組②は、聞いていてもやはりなかなかイメージがわかない。外国の方が映像

を結ぶのは難しいのではないか。適しているのは、日本の政治なり、経済なり、社会

なり、いろいろなものについての対談だったり、あるいは視聴者参加番組は外国では

なかなか難しいかもしれないが、そういうたぐいのものではないかという感じがする。

例えば集団的自衛権の話が出た時でも、あるいは靖国神社の問題でも何でもよいが、

いろいろな立場の人と議論をしながらそれを英語にしていくようなことは、政治的に

簡単ではない部分もあるが、外国の人にも聞いてもらうといいような感じがした。 

 

○  去年、インドに調査に行って日本の研究者の人たちと会合を持った時にＮＨＫワー

ルドの話もしたのだが、多くの方が言っていたのは、テレビというのは特に国際放送

となると視聴がなかなか困難な世帯も多いので、その意味でラジオは重宝していると

いうことだった。インドでもそうならば、アフリカなど世界にはそういった地域もま

だ多いのではないかという印象を持った。 

 先日、国際文化会館のアジア・リーダーシップフェローがＮＨＫワールド・ラジオ

日本の制作現場を訪問したのだが、皆さん、大変感動していた。その時に意見の１つ

として出たのが、例えば 2016年は日本に初めてタゴールが来た時から 100周年で、イ

ンドでは、日本人がタゴールが好きだというのは知られているが、日本の中でタゴー

ルがどのように思われているか知りたいということだった。 

 ラジオのひとつの強みとして、１８言語で行われていることはテレビの英語版の国

際放送に比べるともう少し小回りが利くということだ。現在の編成は、基本的には国

際放送共通のコンテンツを各言語に訳しているかたちだが、もし物理的に可能であれ

ば、もう少し各言語の独自の番組などもあるとよいのではないか。 

 ＢＢＣのラジオ国際放送は、ホームページによると、コメディーやドラマ、日本で

言うと落語に近いショートストーリーや音楽の比重がもっと多いのではないかという

気がした。 

 視聴番組①で取り上げる作家は、どのように選んでいるのか。 

 

（ＮＨＫ側） 視聴番組②は、ＮＨＫワールド・ラジオ日本で、東日本大震災の復興を

伝える取り組みの一環である。イメージしにくいというご指摘については、

ホームページへの写真掲載などを拡充することで対応したい。 

  各言語の独自番組は、全体の編成表には載っていないが、地域向けの話

題や、来日した文化人のインタビューなどもやっている。先日来られた、

先ほどのフェローのバングラデシュの方などにインタビューしたものも

随時放送した。 

  テクノロジーもいろいろ取り上げていて、日本の環境問題や最新技術、
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１０月は新幹線技術の歴史を扱ったものを放送した。今後、汎用性という

視点ももう少し入れながら番組採択、あるいは編成でも工夫をしていきた

いと思う。 

  今回は夏の特集ということで祭りを取り上げたのだが、その祭りに関し

ても委員のご意見のように世界各国でそれぞれあるので、万国共通でより

共感できるものはないか、という視点も、これから番組を企画・制作して

いく上で考えていきたい。 

  視聴番組①の狙いだが、日本人は何を考えているか、海外の方からはわ

かりにくいという指摘が少なくないことを踏まえ、この番組では日本人が

悲しいことに直面したり、楽しいことに直面した時にどのように気持ちを

収めていくかといった心の機微が、少しでも伝わる作品を選んでいる。 

  今年のラインアップは、現在のベストセラー作家をそろえている。作家

の方に１７言語への翻訳の許可を得るために調整を重ねている。 

 

○  インドでは、ユニセフが啓もう活動の一環として女性が主人公のドラマを通して子

どもの権利を伝えるということをよくやっている。見ていると、やはり時間帯によっ

て視聴者も聞く形態も違う。そういうことがあるので、時間に合わせてさまざまな戦

略があり得ると感じている。 

 視聴者からのフィードバックを見るといろいろな国から来ているが、ややインテリ

が多いかなという感じがしないでもない。一般の主婦の方のも、もしあるのであれば、

そういう反響も聞いて、いろいろなソフトパワーのやり方があると思う。 

 

○  この数年、テレビにものすごく一生懸命力を入れて来て、大変よかったと思う。し

かし開発途上国ではみんなラジオだろうし、われわれも運転しながら聞いたりするの

だが、ラジオの訴求力を軽んじないようにしてほしい。特にニュース番組なども忘れ

ないように充実させる必要がある。その辺りはどうなっているのか。 

 

（ＮＨＫ側） 各言語、もちろんニュースもやっており、ワールドニュース部が出稿す

るニュース項目を基本に構成している。その中で解説のコーナーもある。

短いものではあるが、日々の動きにマッチした解説番組も含め、１０分、

あるいは１５分で構成している。それをブラッシュアップしていくことは

これからも継続していきたいと思っている。 

 

○  大学院生時代に、アメリカのＮＰＲ（National Public Radio）をよく聞いていて、

時々その中にほかの国の放送局が作った番組が流れて来ていた。この辺は、現状はど

うなっているのか。 

 

（ＮＨＫ側） 番組提供というスキームがあり、希望があれば無償で番組を一部提供し

て、よく聞かれているチャンネル、ＦＭなどで流していただく。これから

も力を入れていきたい。 

  ベトナムでもＶＯＶ（Voice of Vietnam）という国営のラジオ局に昨年
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の１２月から番組提供を始めた。現在、主要都市で聞けるようになってい

る。ミャンマーほかでもこうした展開を進めており、これからは非常に有

効なスキームだと思っているので、世界に広めていきたい。 

  短波ではなく、地元のラジオというのがいいところだ。 

  いまＮＨＫワールド・ラジオ日本は世界で、およそ３億人ぐらいで聴取

可能というデータがある。ラジオ日本のリスナー層の広がりをどう活用す

るか、今後議論を深めていきたい。 

 

○  コスト対効果というのはなかなか難しいが、とても大事な要素だと思う。日本語と

１７の言語を選んでいる根拠、つまりどういうふうに選んで、この言語で続けるかど

うかはどう考えているのか、教えて欲しい。 

 

（ＮＨＫ側） 戦前・戦中のラジオ・トウキョウ時代から多くの言語でやっており、戦

後は昭和２７年に日英２言語で再開してから次第に拡充して、平成１９年

までは２２の言語でやっていた。その中でヨーロッパ向けの言語、ドイツ、

イタリア、スウェーデン、そしてマレー語が平成１９年９月をもって廃止

になった。ヨーロッパ先進国だったら英語、あるいは日本の情報はもう通

じているだろう、短波聴取の人口もそう多くはないという判断があったの

ではないかと思われる。その時にフランス語もヨーロッパ向けを廃止して

アフリカ向けに特化した。一方、スペイン語もスペイン向け放送があった

が、中南米向けに特化した。このように、ラジオによる発信が有効な言語

と地域に向けて力を入れてやっているのが実情だ。 

  世界のラジオ局が短波の国際放送の言語数、あるいは放送を縮小してい

く中で、われわれはどうしていくかという議論もしているのだが、各言語

で地域事情もリサーチもしながらまだまだラジオの有効性は維持できて

いるのではないかという判断もあり、現状を続けていきたいと考えている。 

  この間、ウクライナのリスナーからメールが来たのだが、戦闘があって

外には出られないので、暗たんたる気持ちにならないようにラジオ日本を

聞いているということが書いてあった。そういうメールをいただくと、わ

れわれはとてもやりがいを感じ、さらによい放送をしていかなくてはいけ

ないと思う。 

  ＮＨＫワールド・ラジオ日本は、インターネットでも積極的に展開して

おり、英語・中国語・ポルトガル語のホームページではラジオでのニュー

スや番組に加えて、動画ニュースを掲載している。 

  また、フランス語とアラビア語放送に静止画や文字情報を付加した「見

えるラジオ」のサービスを衛星放送で行っている。 

  ラジオ国際放送はまだまだ進化していくと考えている。 
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平成２６年９月国際放送番組審議会議事概要 

 

平成２６年９月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第６０６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特番 ＲＥＭＥＭＢＥＲＩ

ＮＧ ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ」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） 

副委員長 内海 善雄 （前国際電気通信連合（ＩＴＵ）事務総局長） 

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 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 小林 栄三 （伊藤忠商事㈱ 取締役会長） 

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 教授） 

委 員 平林 国彦 （ＵＮＩＣＥＦ（国連児童基金）東京事務所 代表） 

委 員 藤崎 一郎 （前駐米大使、上智大学特別招聘教授・国際戦略顧問） 

 

 

（主な発言） 

 

＜最近のＮＨＫの動きについておよび最近の国際放送の動きについて＞ 

 

○  新藤（義孝）前総務大臣が大臣在任中の８月の有識者会議でＮＨＫの海外放送につ

いての議論をしたと、ＮＨＫのニュースで見た。この番組審議会と同じようにＮＨＫ

が今後参考にしていくものなのか、どんな議論が出ていたのか、どういう頻度でどう

いうふうに行われて、どんな関係にあるのか概要を簡単に紹介いただきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 総務省の「ＮＨＫ海外情報発信強化に関する検討会」第１回会合で新藤

前総務大臣からは、「ＮＨＫの放送内容についてものを言ったり、編集権

を侵害することはない」という発言もあったので、われわれもそのような

検討会であると認識している。ＮＨＫは検討会のメンバーとして参加はし

ていないが場合によっては適宜説明を求められることもあると思う。 

 

○  ８月の「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」のニュースの取り組みで、若田光一さんや小澤征爾さんが

出演されたことはとてもよいと思う。それも世界に伝わる形で日本について知ってい

ただくやり方だと思うので、その伝え方は引き続き工夫していくとよいと思った。 
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＜視聴番組「ＮＥＷＳＬＩＮＥ特番 ＲＥＭＥＭＢＥＲＩＮＧ ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ」 

（ＮＨＫワールドＴＶ ８月６日（水）８:００）について＞ 

 

○  非常に丁寧にうまくまとめられていると感じた。特にアメリカのキャロライン・ケ

ネディ駐日大使のことなどにも言及しながら、世界への発信としてもよかった。 

 戦後７０年となる来年に向けては、日本が終戦の厳しい状況からこれだけ平和国家

として発展したという趣旨のことはぜひ入れていただきたい。その根幹はやはり人材

であり、技術立国であることである。憲法９条の平和国家として発展をしてきたとい

うこと、これからもアジアのリーダーとしてがんばっていくということを近隣諸国と

の関係も含めて、うまくまとめてほしい。 

 

○  ５７分という放送時間は長いという気もしたが、内容に富んだ組み立てになってい

た。 

そのうえで気になったのは、式典の式次第の関係で、広島を訪れた若い世代や高齢

のアメリカ人の声など、非常におもしろいものが番組後半に紹介されていたことだ。

最初からこういう国際色の強いものを出したほうがインパクトがあったのではないか。 

番組ではとても苦労をして、アジアでの日本の戦争にも触れながら、被爆地ヒロシ

マの実情を一生懸命伝えていたと思うが、さらに世界を意識した構成もあるのではな

いか。 

タイトルが「ＲＥＭＥＭＢＥＲＩＮＧ」となっており、確かに追悼するということが非

常に大事ではあるが、日本のわれわれも含め、世界も知らないことを新しく情報で挙

げるスタンスで作らないといけないのではないか。 

細かいところでは、ＶＴＲで出演した広島市立大学平和研究所の水本和実副所長や

アメリカン大学のピーター・カズニック教授の話などもとてもよかった。 

広島市長や安倍総理の吹き替えは、しみじみと聞けるものではなかった。吹き替え

の人材を工夫してほしい。市長や総理の言葉は英語字幕も出した方がよいのではない

か。 

また、番組では、最初に説明せずに映像だけを流して、後から説明するという演出

が、黙とうなどで見受けられたが、先に説明を加えてほしい。 

来年の戦後７０年特集については、やはりニュースチャンネルなので、その経験が

現代にどう生きるかを、大きく出していく必要がある。広島と長崎の原爆資料館の内

容をきちんと報道するのもよい考えではないか。資料館では、インド、パキスタンの

核武装についても展示するなど、現代世界と向かい合って情報発信が行われている。 

 

○  ＮＨＫにしかできない非常に重要な番組だと思った。 

非常によい場面がたくさんあったと思うが、被爆地広島の実情を伝えるのであれば、

式典が長すぎるのではないか。むしろ、もっと広島についての大事なことを多角的に

伝える１時間番組にしてほしい。 

吹き替えについては、ほかの委員と同感で気になった。 

 

○  ライブと収録の切り替えがスムーズであり、テーマもしっかりしていた力作だと思
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った。 

 式典の中継はＮＨＫワールドならではの取り組みであり、黙とうの場面のおごそか

な雰囲気が、よく伝わった。 

 式典の前に、原爆についての情報が簡単に入れられていたのもよかった。 

 戦後７０年特集については、戦争における日本の加害と被害を両面からきちんと扱

うとともに、戦後、世界の平和に日本がどのような貢献をしてきたか、将来の日本の

国際社会での役割につながるテーマを伝える絶好の機会だと思う。 

 また日本の立場については、世界で正しく理解されていない、もしくは日本の国内

での議論が活発になりすぎて、世界に極端な議論しか伝わっていないところもあると

思うので、靖国神社については、日本にとってどのような意味合いを持つ神社なのか

を、国内のさまざまな見解と併せて伝えてほしい。 

 安倍総理のスタンスについて、誤解に基づくと思えるコメントが海外で見受けられ

るが、ＮＨＫワールドＴＶで誤解を解こうとして総理に寄り添い過ぎた扱い方をする

とプロパガンダと勘違いされてしまうところがあるので、注意したほうがよい。ＮＨ

Ｋ国際放送の役割は、アジアの中では中立的なメディアであるということであり、そ

れが他の国の国際放送と一線を画していることを目指すというのもあると思う。公正

でバランスのとれた特集をするのが７０周年に求められていることだと思う。 

 

○  英語で体験を語る被爆者の方やアメリカの歴史学者の方が出ていたのがよかった。

海外の視聴者に向けてきちんと伝えられる形で取り上げられていたので、わかりやす

かった。 

 デリケートなテーマなので、どういうふうに見せるかを工夫していると思うが、あ

えて、映像でしかできない、かつ、この日しかできないものとして、原爆・核の悲惨

さをもっと強烈に印象に残してもよいのではないかと思った。アメリカの学者が「学

生たちにとっては life-changing experienceだ」ということを言われたのがとても印象に

残った。願わくは、たまたまこの番組のチャンネルを回された外国の方にとっても、

大げさかもしれないが、いくばくか life-changing ということがあるといいなと思う。

ややもすれば抽象的に語られることが多い核というのがどういうものなのかを、映像

も含めてもう少し強烈に印象に残すよい機会ではないかと思う。被爆都市としての広

島だからこそ発信できるものがあると思うので、悲惨な映像を長時間流すのは難しい

かもしれないが、核兵器の非人道性を伝え、使用を戒める日にしてほしい。 

 戦後７０年の特集について、ＮＨＫしかできないことがあるとしたら、そのニュア

ンスを伝えることだと思う。海外のメディアでは、ステレオタイプ化された、あるい

は表層的な伝えられ方しかされないものが多い。なぜこういったものがわれわれにと

って大切な部分があるのか、決して単純な問題ではないというニュアンスをうまく伝

え、多面的に掘り下げて、世界の人々にその意味合いをより深く知っていただくとい

うことが大事だと思う。 

 

○  番組は抑制が利いていて、バランスがとれているので非常にすばらしいと思った。 

 ユニセフ親善大使の黒柳徹子さんの新著を読んでいたら、1950年代に、アメリカ・

ＮＢＣのプロデューサーでテッド・アレゲッティさんという人がＮＨＫを指導するた
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めに訪れて、「世界中のいろんな風俗も習慣も戦争も、これから全てテレビで見ること

ができるようになる。自分は永久的な平和がテレビによってもたらされると信じてい

る」と語ったという逸話が紹介されていた。今年はこういう抑制の利いた内容でよい

と思うが、来年の戦後７０年特集に向けては、平和が全く実現されていない今の世界

の現実の中で、テレビによってもたらされる平和があるという強い姿勢でいくのも１

つの方法ではないかと思う。 

 いろんなキャスターがしゃべるよりは、被爆者のメッセージというのは、番組にと

って非常に強いメッセージだと感じたので、例えばそういう人たちの声をライブラリ

ー化すれば、それが世界共通の財産となっていく。そのような取り組みをやっていく

ことや、それを５か国語でやっていくことなども考えられる。過去に何があったかも

事実だが、やはり子どもに対してもっと積極的に教育していくような取り組みをする

のがよいのではないか。 

 どのように平和をもたらしていくのかというインタビューを、世界のリーダーに対

し、特に核兵器を持っているような国に対して、世界的な視点で積極的に行ってほし

い。 

  

○  番組は非常によかった。ライブの扱い方は間違いなく世界トップレベルであり、誇

らしく思った。 

 スタジオでのコメンテーターのレベルも非常に高かった。中立的な意見が、ＮＨＫ

の本来あるべき姿だと感じた。 

 英語を母国語とする人材を発掘し、育てるということは重要なことで、これはずっ

とやっていかなければいけない。同時にそれを卒業して、例えばＡＳＥＡＮ諸国から

人材を発掘してある程度特徴を持った英語で世界に伝えるナレーターをカルチャー番

組などで起用してはどうか。１つの考え方としては、ＮＨＫの国際放送は、ボーダー

レスに、堂々と自信を持ってやってよいのではないか。 

 

○  番組は全体としては非常によかった。特にスタジオに出演した記者の榎原美樹さん

による解説は非常に簡潔でバランスがとれており、極めて優れていた。 

 ただこの番組は、式典中継が長く感じられるので、全編１時間を海外の視聴者に見

てもらうのは難しいのではないか。他の委員からも意見があったように、もっと知ら

せたい内容を巧みに紹介してほしい。 

 １年間広島で勤務した経験から考えて、広島を訪れた人は、原爆資料館を見学する

と、「原爆はひどい」とショックを受ける。ほかの委員も言われたが、あの資料館を詳

細に報道する、紹介するような番組だけでも、とても反響があるのではないか。 

来年の戦後７０年の特集では、日本の主要都市が爆撃によって壊滅的な被害を受け、

多くの市民が犠牲になったという事実が、海外ではほとんど知られていないと思うの

で、世界に伝えてほしい。日本がそれだけの犠牲を負って戦争が終わったということ

は、ぜひ事実として知らせてもらいたい。さらに、多くの都市が焼け野原となった日

本が、戦後これだけ発展して来たその理由や日本人の努力を発信するのが、戦後７０

年特集の義務だと思う。  
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平成２６年７月国際放送番組審議会議事概要 

 

平成２６年７月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第６０５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「ＮＨＫの国際放送と番組審議会の役割について～放送法の観点から～」

について説明があり、意見交換を行った。引き続き「ＮＨＫの国際放送は誰に向けて何を

発信すべきか」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 渡辺  靖 （慶應義塾大学 環境情報学部 教授） 

副委員長 内海 善雄 （前国際電気通信連合（ＩＴＵ）事務総局長） 

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 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 教授） 

委 員 平林 国彦 （ＵＮＩＣＥＦ（国連児童基金）東京事務所 代表） 

委 員 藤崎 一郎 （前駐米大使、上智大学特別招聘教授・国際戦略顧問） 

 

 

（主な発言） 

 

＜「ＮＨＫの国際放送と番組審議会の役割について～放送法の観点から～」について＞ 

 

○  ＢＢＣなどは放送法上の位置づけや国のガイドラインなどはどのようになっている

のか。 

 

（ＮＨＫ側） ＢＢＣは、国王の特許状により設立され、ＢＢＣと担当大臣が結ぶ協定

書により運営されている。特許状は日本でいえば法律に類することを定め

ている。 

 

○  要請放送制度の説明で「ＮＨＫ自身の国際放送（自主放送）と一体として実施」と

あったが、一体としてとはどのようなことか。 

 

（ＮＨＫ側） ＮＨＫの自主放送の中で実施し、これが要請の部分であるとか、自主部分

であるという区別はしないということである。要請文にも一体として実施す

るようにと書いてある。 

 

○  要請放送の交付金額は、ラジオが９．６億円、テレビが２４．９億円とあるが、通

常の番組予算のどのくらいの割合になるのか。要請した内容がきちんと放送されたか
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などについて国による検査はあるのか。 

 

（ＮＨＫ側） 国際放送全体の予算が２１４億円で、交付金額はそのうちの３４．５億

円なので、約１６％である。要請放送を含め一体として、どのような項目

を放送したかについて、毎月、放送時間等の資料を総務大臣へ提出してい

る。 

 

○  この審議会の目的は、「国際番組基準」と「国際放送番組編集の基本計画」に基づい

て、自主番組について適正かどうかを審議することだと理解していたが、要請放送の

部分も一体としているということであれば、その部分も含めて適正であるかを判断す

るのか。 

 

（ＮＨＫ側） いまのところ政府からの要請は、個別の事項になっていない。要請内容

を見ると、要請の有無にかかわらず、自主放送として実施するような内容

なので要請部分が適正かどうかということを必ずしも判断しなくてもよ

いようになっている。 

 

○  この番組審議会の役割は、国際放送が放送法の観点から妥当かどうかを見ることな

のか。それとも、放送法をふまえつつ視聴者のためにこういう役割を果たすというＮ

ＨＫが定めた大きな目的と国際放送が合っているか見ることが役割なのか。 

 

（ＮＨＫ側）放送法は放送事業者に編集の自由を保証しているので、裁量のもとで実施

できるようになっている。その裁量の中で最もふさわしいものが行われて

いるか、「国際番組基準」にきちんと沿って行われているか等が判断基準

になると思う。 

 

○  国際放送番組審議会は、政府の意図とは別にあるもので、適正な番組作りのために

議論する場なのだと思っている。 

 

○  この審議会では、個別の番組について審議することが多かったが、国際放送のプロ

グラム全体について果たしてこれでよかったのか、抜け落ちていた項目はなかったか

などを議論することも審議会の役割の１つかもしれない。 

 

○  国際放送がどのような人を対象に、どのようなことを伝えたくて放送しているのか

をはっきりさせないと、国際放送の戦略を立てるには、本当に意味があったのかがわ

かりにくい。ターゲットとするテレビの視聴者層やラジオのリスナー層を細かく絞り

こむことが大事なのであろう。その点が今まであまり議論されてこなかったのではな

いか。 

 

（ＮＨＫ側） おっしゃっるとおり、ニュースや番組の内容についてだけでなく、編成

や番組のあり方を議論していただくことも審議会の１つの役割だと思う。
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全体の編集については秋に来年度の「国際放送番組編集の基本計画（案）」

をお示しするので、その際にご意見をいただきたい。 

 

○  今まで、放送法第８１条と「国際番組基準」をそれほど意識してはいなかったが、

審議会としては、人権や自由や民主主義、わが国の立場、わが国の世論をきちんと反

映しているか、客観的か、英語や構成も含めてわかりやすく誤解がないように、イン

パクトがあるのか、誰に見せているのかも含めてきちんと守ってきたと思う。ここに

は書いていないが、国際的なスタンダードは１つではなく、わが国の立場、世論と国

際社会とのすり合わせのようなこともこの審議会で議論してきたと思う。 

 

○  １つの番組について好きか嫌いかというよりも、その番組が放送基準に適合してい

るか、その番組の精神がたとえば子どもの人権を批判してないかをいつも見ている。

多くの番組から抜きとり検査をするような感じで、番組が常に基準を上回っていて高

品質であるかをこの審議会が評価することは非常に大事ではないか。個別の番組に関

しては誰を対象にして、何を企図しているかと、「国際番組基準」に適合しているかど

うかという２つの目で見ることが品質検査になるのではないかと思う。 

 

○  国際放送の番組編成全体を見て、このトピックはどうだったのか、バランスはどう

だったのか、そしてその中から１つの番組を取り上げ、位置づけや実際どうだったか

を議論するという、二段構えでいくということだと思う。 

 

○  国際放送はすべての人を対象にしているような感じがするので、どのような人たち

をターゲットに放送すべきかについて議論したらよいと思う。それぞれ自分が思って

いるターゲットが違うので、個別の番組についての議論もすれ違いがあった。ある程

度のコンセンサスがあれば議論がもう少しかみ合ったのではないか。 

 

＜「ＮＨＫの国際放送は誰に向けて何を発信すべきか」について＞ 

 

○  ＮＨＫワールドＴＶ視聴者の中には、ポップカルチャーの番組を見ている人もいる

かもしれないが、視聴者の大部分はビジネスマンではないかと考えるとニュース番組

を中心にしたほうがよい。今はニュースが３０分になり、かなりバランスが取れてい

るが、エンターテインメントや観光などあまりにも幅広く、日本人が日本のテレビを

見るのと同じような感じで作られ過ぎているのではないか。もう少し絞ったほうがよ

いのではないかという気がする。 

 「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」の放送時間が、月曜日から金曜日までは３０分だが土日は１０分

である。ＮＨＫワールドＴＶを見る機会は土日のほうが多いかもしれないので、ニュ

ースは１時間の間に必ず３０分は放送してほしい。ポップカルチャーの番組などはニ

ュースのない間に放送するという位置づけにしてはどうか。ＢＢＣワールドもニュー

ス中心だと思う。 

 

○  国際放送は政府から一定の距離があるというイメージがあったほうが外国への発信
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に役立つと思う。時には政府に対して耳の痛いことを言ったり、日本全体についても

厳しいことを言ったりするとＮＨＫワールドＴＶを見る人がかなり増えるだろう。政

府広報とは違うというところが国際放送の大事な部分である。 

 日本の立場をＰＲした時に、自分がスピーチをしたり新聞に投稿したりするよりも、

アメリカ人の名前でアメリカ人に広めてもらうほうが１０倍も１００倍も広がり方が

大きかった。日本に代わって発信してくれる人たちに情報を提供し、それを見た外国

人にさらに広めてもらう。そういう人たちに見てもらうためには、中立的で公正であ

るというイメージを出すことが大事であると思う。 

 

○  ＮＨＫワールドＴＶはいろいろな層の視聴者がいろいろな関心に基づいて見ている

のではないか。日本のビジネスやテクノロジーについてだけでなく、やはり日本の文

化、ポップカルチャー、アート、自然、観光、歴史など多角性のある番組も大きく出

していくべきものだと思う。インターネットを介して視聴者を呼び込むことができる

漫画、ファッション、ポップカルチャーなども日本の強みであり、それもまたビジネ

スにつながっていくと思うので、元気が出そうな、おもしろい日本を臆することなく

出してほしい。「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」などのニュースについては、もともとＮＨＫが持つ取

材力を生かし国際的な水準に達していると思うので、今後も充実させてほしい。 

 この数年間、特に東アジア、韓国からの留学生が減ってきている。国民としても、

大学で教えている者としても、受信料と税金で国際的に発信された番組を見てもらう

ことにより、日本を好きになって、行ってみたい、勉強してみたい、一緒にビジネス

をしてみたい、と日本をポジティブに好きになってもらいたいと切実に思っている。

そのあたりも含めた戦略を考えてほしい。 

 誰に発信するかは、インターネット、スマートフォンなどを使い、どうＮＨＫを出

していくのかが勝負どころだと思う。 

 

○  ＢＢＣ、ＣＮＮを見ている層にＮＨＫワールドＴＶも見てもらうことが目的だとす

ると、ニュースや最新の情報を見つつ、そこにカルチャーやテクノロジーの番組があ

れば、流して見ながら、新たな知識を得られる。または、ふだんニュースを見ていな

い人がたまたまカルチャー番組を見たことをきっかけに、報道も見るようになるとい

うようなケースもあるだろう。そのように門戸を広くする意味で、旅やカルチャーの

番組も置きつつ、メインには報道を据えるのがよいのではないか。海外の友人に聞い

てみると、テレビを見るのは仕事を終えて帰った後や休みの日で、平日は見られない

という。ＮＨＫワールドＴＶでいろいろなニュースを放送していると言っても、みん

なが見られる時間帯ではないので、残念だと思う。 

 文化番組はＮＨＫワールドＴＶの入り口としてはよいと思うが、似たようなテーマ

を別々の番組で扱っているものもあるので、統一することもできるのではないか。 

 インフルエンサーや影響力がある人に見てもらい、拡散してもらう時に、引用する

に足りる情報かどうかがとても重要だ。紛争地の情勢や各国の安保政策、軍事展開、

民衆がどう思っているかという情報はＢＢＣやアルジャジーラ、ＣＮＮなど、それぞ

れの記事を引用して同業者たちと共有し、参考にする。以前、ＮＨＫがアフガニスタ

ンのタリバンに独占インタビューをした時にＳＮＳで共有したところ、現地の人たち
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や国際機関の人たちの関心を集め、すぐにいろいろなところに拡散した。ニュースと

して中立性があり、独自の視点、スクープ力などがよかったからだと思う。それぞれ

の分野で影響力のある人がさらに拡散しやすいようなツールを作ることも大事だ。こ

の放送局だからこそ持っているのだという情報を引用してもらうにはどうすればよい

かについて大事に戦略を立てていくのがよいのではないか。 

 

○  ＮＨＫのテレビ国際放送がＣＣＴＶのように多くのチャンネルを持っているならば、

相当大きな戦略が立てられると思うが、外国人向けテレビ国際放送はＮＨＫワールド

ＴＶの１チャンネルという現状で考えると、編成を戦略的にするしかあり得ないと思

う。マーケティング会社の調査によると、高額所得者、エリートの中でＮＨＫワール

ドＴＶを見ているのは、ビジネストップであるという結果が出ている。ビジネストッ

プに向けた番組として、政府と密接ではない信頼性のおけるニュース、エリート層が

好む文化を取り上げた番組編成があり得ると思う。 

 一方で、ＢＢＣワールドサービスが２４か国で行った世論調査によると、この３年

間で日本について「世界によい影響を与えている」という評価が下がっている。外国

人向け国際放送の１チャンネルの中で、大衆に浸透するような番組を作っていかなけ

ればいけない。一般大衆は大衆文化を好むので、「ｃｏｏｌ ｊａｐａｎ」のような番組も、編

成の中でどの時間に誰が見ているかを見ながら編成するべきではないかと思う。 

 ＢＢＣによる世論調査の内訳を見ると、カナダ、アメリカ、ブラジル、ペルー、イ

ンドネシア、フィリピンなどは、日本を好きだと肯定的に捉えており、日本の味方に

なるところだと思うのでどんどん攻めて行くべきだ。戦略的に見るのであればブラジ

ル、ペルーのような日本人社会があるところやインドネシアのように日本に対する親

和性が高いところには、その国の言語の字幕をつけるなどして放送することも考えら

れるのではないか。「自国は世界によい影響を与えているか」という調査結果を見ると、

日本は他の国に比べ低いので、日本人に国際放送の番組を見てもらえるような編成も

あり得るのではないか。チャンネルが少ないがゆえに編成で勝負し、戦略的に取り組

むこともＮＨＫの役割ではないかと思う。 

 

○  チャンネル数が少ないためにカバーしなければならない領域が多いということで言

うと、ある程度ターゲットを細分化し、対象を絞ることはとても大事だと思う。問題

はそれが目的どおりにできているか、受け手がどう評価していて、それがわれわれの

思ったとおりになっているのかについて、どうフィードバックをもらうかである。影

響力のある情報を出したいと思っても、出たあとがよくわからないのではもったいな

い。ターゲットのフィードバックを得る方法があれば、次の手をどうすればよいかこ

こでもう少し議論できるのではないか。 

 「国際放送番組編集の基本計画」に“「ＮＨＫワールド」は、インターネットも積極

的に活用し、ニュース・番組のＰＲを強化するなど、視聴機会の定着と拡大に努め” “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”とあるが、これは

とても大事なことだと思う。日本からの情報発信も大事だが、ほかの放送局と比べて、

日本が持っているユニーク性は、アジアと日本に関しては最も信頼される情報源であ

るということで、ＮＨＫの国際放送を非常に際立たせる１つのポイントである。ここ



 

 6 

はとても大事にしてほしいと思う。 

 外国人の番組審議会委員も増やすことも検討してほしい。 

 

○  ＮＨＫの国際放送は、世界の７０億人を対象に広く放送を出している感じがするの

で、もう少しターゲットを絞ることで効果が増すのではないか。各国の国内で地元の

複数のテレビ局が視聴者の取り合いをしている中で、誰がＮＨＫワールドＴＶを見て

いるのか。 

 本当のエンドユーザーよりも、影響力のある人を第一義的な対象にするべきなので

はないか。例えばメディア関係者や、アジア、特に日本に興味を持っていて、日本に

ついて発信している人、旅行関係の人に対して発信するという意識があってもよいの

ではないかと思う。われわれもツイッターを利用しているが、ツイッターは一般の人

よりもメディア関係者が見ていて、そこから取材依頼が多く来る。それでテレビに出

るとかなり普及すると感じている。そういう意味でインフルエンサー向けに放送して

いるのだという意識を持ったほうが対象を絞ることできるのではないか。 

 番組一覧を見ると、アートやカルチャーの番組が多いかもしれないと思った。地政

学的な動きがある時代であれば、もっと政治や経済を多く発信してもよいのではない

か。質がよくてもいつまでも食と観光とアートばかりを扱って、世界の人が何となく

日本は平和でよい国だと思うだけではなく、もっと戦略的に発信していくべきなので

はないか。そういった意味では、「国際放送番組編集の基本計画」も毎年度同じような

感じではなく、例えば１年目、２年目、そして３年目とステップを踏んで行くように

してもよいのではないか。 

 

○  ＤＧ７（Ｄｉｒｅｃｔｏｒ Ｇｅｎｅｒａｌ Ｍｅｅｔｉｎｇ ｏｆ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｂｒｏａｄｃａｓｔｅｒｓ）という先

進国、民主主義国の国際放送の局長会議に去年からＮＨＫも加わることができたとの

報告が以前あったが、これは誇るべきことだと思う。日本単独、ＮＨＫ単独で取り組

むことが難しい、限界があるということであればＤＧ７のメンバーと一緒に共同制作

することも、認知度を高める１つの方法かと思う。 

 国際関係では、言語競争が非常に激しくなってきている。日本もＡＳＥＡＮ（東南

アジア諸国連合）などで、国際交流基金が日本語学習者に対してもっと語学教育に力

を入れていこうという動きがある。例えばＮＨＫワールドＴＶの日本語学習向きの番

組を国際交流基金が持っている日本語教室に提供し、生の日本語に接する機会を与え

るというような、日本国内の関係機関との連携を考えてもよいのではないか。 

 国際放送の視聴者の分布に関するデータはあるか。また、いま中国ではＮＨＫワー

ルドＴＶは一切視聴できない状況なのか。 

 

（ＮＨＫ側） 視聴者の分布についての全世界的な資料はないが、都市を絞って定期的

に調査を行っている。視聴者はアジアが多く、月に１回以上ＮＨＫワール

ドＴＶを見る人は香港、シンガポールでは２５％程度、アメリカのワシン

トン、ニューヨークでは５％前後という結果が出ている。年齢層について

は、比較的若い人から中高年層の人たちまで幅広くご覧いただいている。 

       中国でのＮＨＫワールドＴＶの視聴については、中国国内向けの再送信
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申請しているが許可が下りない。日本語によるＮＨＫワールド・プレミア

ムは、有料で受信できるようになっている。 

 

○  中国で非常に盛んなデジタルテレビやオンラインテレビなどを利用することはでき

ないのか。 

 

（ＮＨＫ側） インターネットのライブストリーミングはインターネットの環境があれ

ば中国国内でも見られるようになっているが、普及するにはまだ課題はあ

ると思っている。 

 

○  先日の東京都議と兵庫県議のニュースについては、「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」でも取り上げた

のか。国際放送で取り上げるかどうかは、どのような基準で決めているのか。 

 

（ＮＨＫ側） 東京都議のニュースについては、国内のニュースに出た翌日、「ＮＥＷＳ

ＬＩＮＥ」でも報道した。こうした国内ニュースについても、われわれの編

集判断で伝えている。 

 

○  ＮＨＫワールドの海外モニター報告が海外からのフィードバックの１つだと思うが、

海外モニターは、世界全体で何人いるのか。 

 

（ＮＨＫ側） ＮＨＫワールドＴＶのモニターは、放送とインターネットで公募し、地

域、年齢、性別に偏りがないよう選定している。全世界の３９の国と地域、

１１７名に委嘱しており、毎月およそ６００本の詳細なモニター報告が集

まる。その中から抜粋し、審議会で毎月報告している。制作現場ではモニ

ター報告を原文でも読めるようにしており、ニュース現場、番組制作現場

では大いに参考にしている。編成では定期的にモニター報告を分析してい

るが、ご指摘のように海外の視聴者の意見をどのようにわれわれが受け止

めるかは、さらに工夫が必要であり、検討しているところである。 

  

○  モニター報告の細かいコメントも大事だが、目的に合っているかどうか、傾向とし

てよいのかについても数値化されたものがあると全体の把握に役立つと思う。 

 

○  原発や集団的自衛権など、日本が大きく直面している問題について、必ずしも政府

の見方でない見方も含めて、ＮＨＫの国際放送は全体的にこのように発信していると

いうことを見せてもらえると日本全体をどう発信しているかがわかるのではないか。

ひとつひとつの番組ではなく、全体像がわかることが大事であると思う。 

 

○  ＢＢＣやＣＮＮの場合、テレビで放送している内容とウェブサイトの記事が連動し

ていて、ほぼ同じタイミングでアップされている。ＮＨＫワールドの場合はどのよう

になっているのか。 
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（ＮＨＫ側） ＮＨＫワールド・オンラインでは、ニュース専門のページを設け、放送

で出たニュースは基本的にそこでオンデマンドで動画を見られるように

なっている。英語のテキストニュースについては、ＮＨＫワールド・オン

ラインのトップページなどに放送に基づく内容を掲載している。 

       これから秋に向けて来年度の番組、その先の３か年の中期スパンでどの

ような国際放送をしていくのかについて議論していく。委員の皆様からい

ただいたご意見を生かして今後の計画を立てたいと思う。 
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平成２６年６月国際放送番組審議会議事概要 

 

平成２６年６月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第６０４回）は１３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「Ｃｅｒａｍｉｃ Ｔｒｅａｓｕｒｅｓ」および「ＡＲＴ  

ＴＩＭＥ-ＴＲＡＶＥＬＬＥＲ」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 渡辺  靖 （慶應義塾大学 環境情報学部 教授） 

副委員長 内海 善雄 （前国際電気通信連合（ＩＴＵ）事務総局長） 

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 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 

  （㈱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 藤崎 一郎 （前駐米大使、上智大学特別招聘教授・国際戦略顧問） 

 

 

（主な発言） 

 

＜最近のＮＨＫの動きについておよび最近の国際放送の動きについて＞ 

 

○  タイで軍事クーデターが起きた際に、現地では欧米の国際放送がすべてストップし

たが、ＮＨＫワールドＴＶはインターネットで見ることができたという説明があった。

例えば中国などでも同じことが起こるのか。 

 

（ＮＨＫ側） 中国では、ＮＨＫワールドＴＶは中国政府に申請しても許可が下りず放

送できないが、日本語によるＮＨＫワールド・プレミアムは、外国人居住

区と外国人向けのホテルにだけ放送されている。中国は政府の検閲を受け

ずに利用者の声や映像が投稿できる国外のサービスへの接続を遮断して

おり、ＮＨＫワールドＴＶのライブストリーミングを中国国内でどの程度

見ることができるか全体像はわからない。インターネットで海外のウェブ

サイトを見ることはできるが、海外からの信号を受け入れるポイントが絞

られており、止めようと思えばすぐ止めることもできる状況だと聞いてい

る。 

 

○  タイで軍事クーデターが起きた際に、ＮＨＫが短波放送を２４時間臨時送信したこ
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とは、非常に機敏に対応した点ですばらしかったと思う。ニュース番組については、

インド、中国、韓国など世界の中でもアジアが非常に注目されているので、日本人に

とっても、現地にいる人たちにとっても、即時性が求められている。中国やアメリカ

の国際放送もあるが、ニュートラルな立場の日本のニュースをどんどん発信したほう

がよい。 

 

（ＮＨＫ側） インドの総選挙の結果が出た５月１６日（金）は、３０分の特集番組を

制作し、「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」に続けて伝えた。 

 

○  ＮＨＫワールドＴＶの中での文化番組やニュース番組の割合は決められているのか。 

 

（ＮＨＫ側）この審議会で毎年秋に審議していただいている「国際放送番組編集の基本

計画」の中で、ＮＨＫワールドＴＶの定時番組については報道番組は６

０％以上、インフォメーション番組は２５％以上を編成することにしてい

る。ＮＨＫワールドＴＶは基本的にニュース・情報チャンネルなので、文

化を伝える番組も情報番組として分類している。 

 

○  インターネットでＮＨＫワールド・オンラインにアクセスし、おもしろそうなトピ

ックスをクリックするが、いつ放送されたかという情報しかないことが多い。見られ

ないものは削除するなど、これから見られるものだけにしてほしい。ホームページの

需要が多くなっているし、よい内容なのでインターネットでも番組を見られるほうが

よい。 

 

（ＮＨＫ側） われわれもインターネットを活用する必要性は重々承知しており、体制

も強化し、なるべく多くの情報を提供していこうと思っている。将来的に

はインターネットを通じて番組もビデオオンデマンドのようなかたちで

できるようになったらとよいと考えている。 

 今年度、ＮＨＫワールドのホームページを新たに作り直す作業を進めて

おり、ライブストリーミングも大事だが、ビデオオンデマンドのサービス

についても検討を始めている。次の３か年で、どのように取り組んでいく

かを大きな検討課題にするようにしている。 

 

＜視聴番組「Ｃｅｒａｍｉｃ Ｔｒｅａｓｕｒｅｓ」～Ｋｕｔａｎｉ－ｙａｋｉ～（ＮＨＫワールドＴＶ ４月１３日（日）

０：１０ほか）および「ＡＲＴ ＴＩＭＥ-ＴＲＡＶＥＬＬＥＲ」～Ｔｈｅ Ａｒｔ ｏｆ Ｓａｍｕｒａｉ Ａｒｍｏｒ～（５

月１５日（木）０：３０ほか）について＞ 

 

○  「Ｃｅｒａｍｉｃ Ｔｒｅａｓｕｒｅｓ」の九谷焼は、第１幕から第３幕までにわかれていたので、

リズムが感じられ、流れができていた。九谷焼の皿に料理が乗った時、全く違って見

え、特に酒器の美しさはよく表現されていた。番組で九谷焼の人間国宝のインタビュ

ーを紹介していたが、日本の伝統工芸は一生の間に職人が毎日同じことを繰り返す中

で一つの独特な世界を作るものであり、普通にインタビューしても簡単に印象的な言
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葉を引き出せるわけではない。私自身も日本文化をことばで伝える難しさを改めて感

じた場面であった。 

 「ＡＲＴ ＴＩＭＥ-ＴＲＡＶＥＬＬＥＲ」は、最後に出ていた現代アートの作家をよく見つ

けてきたと感じた。かぶとの中に入っていた人形は悲しそうな顔をしているものがた

くさんあり、そこに感動があった。長年にわたる日本のプラモデル産業のさまざまな

製品から予想外の後継者が現われ、日本美術の伝統と現代をつなぐメッセンジャーに

なってくれたと感じた。 

 

○  「Ｃｅｒａｍｉｃ Ｔｒｅａｓｕｒｅｓ」は九谷焼の魅力をよく整理して伝えており、安心して見る

ことができて大変よかった。特に日本の文化をほかの国の人に紹介する時は、このよ

うにきちんと伝える番組の作り方も非常によいのではないか。英語字幕が消えるのが

早いように感じたので、英語を母国語としない人のためにもう少し字幕を長く出した

ほうがよかったのではないか。 

 「ＡＲＴ ＴＩＭＥ-ＴＲＡＶＥＬＬＥＲ」は、非常におもしろかった。ただ、紹介されたか

ぶとは、武将が戦いを指揮する時、あるいは、騎馬武者（指揮官）によって着用され

るが、番組では、地上でそのようなかぶとを着用して白兵戦をしている様子が映し出

されていた。通常ありえない場面なので誤解を与える。日本のかぶとがどのような者

に、どのような時に着用されるのか、もう少し説明をした方がよいと思う。 

 

○  「Ｃｅｒａｍｉｃ Ｔｒｅａｓｕｒｅｓ」はバランスの取れた番組だと思ったが、ナレーションが少

し独特でなじむのに時間がかかった。 

 「ＡＲＴ ＴＩＭＥ-ＴＲＡＶＥＬＬＥＲ」は、現代アートの作品に重点が置かれ過ぎていた

ので、この番組のメッセージが何なのかがよくわからなかった。かぶとや武具につい

て説明するのであれば、西洋のかっちゅうと日本のかっちゅうは全然違う強さがあり、

どのように作られているのかという説明がほしかった。大河ドラマのシーンを使いな

がらより詳しい説明があると、もっとわかりやすいのではないかと感じた。 

 また、番組の中で日本美術は１万年の歴史を持つとコメントしていたが、確立され

た説なのかどうか、もっと説明を加えてほしかった。 

 

○  「Ｃｅｒａｍｉｃ Ｔｒｅａｓｕｒｅｓ」のナレーションは、学校の教材のようによく整理されてお

り、意外性のある情報も盛り込まれていたので、高く評価したい。 

 「ＡＲＴ ＴＩＭＥ-ＴＲＡＶＥＬＬＥＲ」は、内容は悪くなかったが少し長く感じた。テレ

ビで視聴してもらうことに主眼をおくと番組尺は長いほうがよいかもしれないが、ビ

デオオンデマンドになると、多くの人に見てもらうためには、番組尺を短くして紹介

したほうが価値があるのではないか。 

 

○  「Ｃｅｒａｍｉｃ Ｔｒｅａｓｕｒｅｓ」は、テンポもよく、細かい作業や鮮やかなデザインについ

て初心者でも最後まで興味を持ちながら見られる内容だった。九谷焼が生まれた環境

的、文化的な背景、雪や冬の景色との対比についても説明があり、よく理解できた。 

 この番組のようにデザインを中心に見せるタイプの番組は、日本語で話している人

を吹き替えにするのか、英語の字幕をつけるのかをどう区別しているのか気になった。
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すばらしいデザインの九谷焼が大写しになっているところに英語字幕が重なって、視

聴者の関心をそいでしまうのではないかと少々気になった。 

 「ＡＲＴ ＴＩＭＥ-ＴＲＡＶＥＬＬＥＲ」は、かっちゅうの熱心な愛好家ではないが関心を

持っている女性のナビゲーターを起用していて、適切な人選だった。また、男性と女

性の専門家が登場していた点も評価したい。 

 獅子頭が出てきた時に、画面にローマ字で「Ｓｈｉｓｈｉｇａｓｈｉｒａ」と出ていたが、外国人

が見て理解できるように英語で簡単な説明も一緒につけたほうがよかったのではない

か。かっちゅうの説明の時に合戦の映像があったが、大河ドラマなどの素材がもっと

入ってもよいと思う。後半の現代アーティストの部分は、最初はおもしろく見ていた

が、同じタイプの作品がいくつも紹介されて、途中で関心が途切れてしまった。 

 

○  「Ｃｅｒａｍｉｃ Ｔｒｅａｓｕｒｅｓ」は、流れがあり、映像がとてもきれいだったので楽しかっ

た。九谷焼は個人的にも好きで、新しく勉強する意味もあって非常におもしろかった。

後半に紹介された料理と一緒に九谷焼を楽しむ日本人の美意識はすばらしいと思った。

九谷焼の皿に料理を盛りつけた状態で楽しみ、料理がなくなった後に現われる絵柄も、

なるほどと思った。 

 「ＡＲＴ ＴＩＭＥ-ＴＲＡＶＥＬＬＥＲ」は、前半はとても楽しかったが、少し中だるみが

あった。デコレーションしたかっちゅうを身につけていたのが勢いを表すためだった

ということは、世界の人たちの日本人に対する控えめなイメージとは全然違うと思う

のでとても意外性があり、歴史をさかのぼって日本人の歩みを紹介することには意味

があるのだと感じた。この番組のテーマはアートではあるが、結果的に日本人の少し

違った面が出てよかったのではないか。 

 

○  「Ｃｅｒａｍｉｃ Ｔｒｅａｓｕｒｅｓ」は最初に番組の構成について説明があったので、安心して

最後まで見ることができた。何層にも新しい情報が出てきて、説明も丁寧だったので

非常によい番組だと思った。 

 日本海側は、朝鮮半島や中国とつながっていた文化があるので、陶器の絵柄や色の

出し方などの中に、東アジア各国の文化に共通する要素があると思う。国際的に日本

を発信していくからこそ、より大きな、あるいは歴史的な視点で「日本文化」を位置

づける説明があればもう一段階深いメッセージとなったのではないか。 

 「ＡＲＴ ＴＩＭＥ-ＴＲＡＶＥＬＬＥＲ」は、戦国時代のかっちゅうを紹介した前半と、か

っちゅうを生かした現代アートを紹介する後半が独立した２部構成になっていた印象

があり、残念だった。現代アートの作家がなぜ悲しげな表情を浮かべたサラリーマン

にかっちゅうを着せているのかといった点を手がかりに、戦国時代の感性と現代の感

性がどう関係しているのか掘り下げればよかったのではないか。そうすると、２１世

紀の日本でかっちゅうの美学を生かす方法も見えたと思う。また、日本のかっちゅう

とほかの国々のかっちゅうの違いを紹介したほうが、日本文化の特質をもっと打ち出

せたのではないか。 

 

○ 「Ｃｅｒａｍｉｃ Ｔｒｅａｓｕｒｅｓ」で九谷焼の人間国宝が紹介されていたが、人間国宝という制

度自体が、世界的に見ても独自性があるので、もう少し説明があったほうがよかった。 
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 日本の美意識を伝えるポイントは、どこの国の文化と比べるかということだと思う。

「Ｃｅｒａｍｉｃ Ｔｒｅａｓｕｒｅｓ」で言うと九谷焼と中国の陶芸との比較、「ＡＲＴ ＴＩＭＥ-ＴＲＡ

ＶＥＬＬＥＲ」のかっちゅうは、中国やヨーロッパ、あるいは関東と関西、日本海側とほ

かの地域との比較について専門家の説明があると、違いが浮き彫りになったのではな

いか。 

 字幕のつけ方については、日本語を学習したい人のためには、生の日本語を聞かせ、

字幕を多くしたほうがよいかもしれない。 

 

（ＮＨＫ側） 「Ｃｅｒａｍｉｃ Ｔｒｅａｓｕｒｅｓ」では、現場のディレクターは色の美しさを出す

ことを特に注意しており、工夫して照明を当てるなどしている。音楽につ

いても外国人の視聴者が日本をイメージできるような音楽をつけている。

皆様のご意見を現場に伝え、今後の番組制作の参考にさせていただきたい。 
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平成２６年５月国際放送番組審議会議事概要 

 

平成２６年５月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第６０３回）は９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「ＫＡＢＵＫＩ ＫＯＯＬ」および「Ｓｉｄｅ  

ｂｙ Ｓｉｄｅ」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 渡辺  靖 （慶應義塾大学 環境情報学部 教授） 

副委員長 内海 善雄 （前国際電気通信連合（ＩＴＵ）事務総局長） 

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 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 小林 栄三 （伊藤忠商事㈱ 取締役会長） 

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） 

委 員 藤崎 一郎 （前駐米大使、上智大学特別招聘教授・国際戦略顧問） 

 

 

（主な発言） 

 

＜最近のＮＨＫの動きについておよび最近の国際放送の動きについて＞ 

 

○  韓国で起きた旅客船沈没事故についての報道は、安全軽視とも言われている韓国の

状況を報道することになるだろうと思うが、どのような反応があったのか。 

 

（ＮＨＫ側）事件・事故の報道なので、特に韓国にマイナスの意図を持って報道するこ

とはないが、結果として、船会社がいかにずさんだったかがわかってきた

プロセスを報じている。テレビ番組モニターの報告が届いたら月間報告に

含める形で審議会に提出したい。 

 

○  ６月の番組で和食文化を取り上げるということだが、和食はユネスコの無形文化遺

産に登録されたこともあり、すばらしいと思う。海外へ行くと和食の店が多数あるが、

何が本当の和食かわからない。できたものを少しだけ見せて、おいしいか、おいしく

ないかではなく、和食のイメージを上げるような、食材、シェフ、料理のプロセスな

どを売り込む番組をぜひお願いしたい。 
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 ＮＨＫのキャラクターであるどーもくんの映像を使ったプロモーションについての

説明があったが、せっかく番組と番組の間に５秒間どーもくんの映像を流すのであれ

ば、パッと見ただけで日本だとわかるイメージを入れてはどうか。その時々の日本の

イベントの旗を持ったり、３月、４月なら満開の桜を持って歩いたり、意味があるも

ののほうがよいと感じた。 

 

（ＮＨＫ側）どーもくんの映像については、続編としてさまざまなバリエーションを作

っていきたい。 

 

○  けさまでインドのバラナシに滞在していた。宿泊していたビジネスホテルでは、Ｎ

ＨＫワールドＴＶを視聴できた。外国人が桜とともに懐石料理を紹介している番組を

見たが、インパクトがあり、なかなかよかった。 

 

（ＮＨＫ側） 日本国際放送（ＪＩＢ）の独自番組の放送枠が金曜日にあり、和食を世

界にＰＲする番組を作ることになった。４回シリーズで、食材、精神も含

め、和食の神髄を伝える番組を放送する予定である。 

 

○  先日、国際線の乗り継ぎで訪れたケニアのナイロビの空港ラウンジでＣＣＴＶのテ

レビ国際放送が流れており、衝撃的だった。ＮＨＫワールドＴＶも一定時間だけでも

空港ラウンジで流してはどうか。 

 

（ＮＨＫ側） 空港ラウンジで番組を流すことは非常に効果があると、われわれも考え

ている。成田空港では、１０か所にモニターを設けてＮＨＫワールドＴＶ

を流している。 

 

○  ６月の番組編成の資料によると、ＮＨＫスペシャル「震災ビッグデータｆｉｌｅ３

“首都パニック”を回避せよ」の英語版をＮＨＫワールドＴＶで放送する予定とあり、

すばらしいと思った。ビッグデータをどう扱うかは、世界中で非常に大きな課題であ

るが、この番組はビッグデータをプライバシーに配慮しながら使うことで、大災害時

の都市の混乱について事前に予想し、減災できることに焦点を当てていた。来年３月

に仙台で国連防災世界会議が開かれることもあり、非常に示唆に富む番組であると思

う。 

 

＜視聴番組①「ＫＡＢＵＫＩ ＫＯＯＬ」（ＮＨＫワールドＴＶ ４月１７日（木）０：３０ほか）

について＞ 

 

○  歌舞伎初心者にとって入門編となるおもしろい番組だったが、案内役の市川染五郎

さんについて画面に英文で人物紹介を流すなどして、大変な人気者でこの人が言うこ

とはとても権威のあることなのだと最初に説明してほしかった。 

 初心者向けにしては紹介された演目の数が多く、あらすじまで入っていなかったの

で、ついて行けないままになってしまうのではないか。歌舞伎は宮廷文化ではなく大
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衆向けの芸能で、とても人気があったことなどの説明があるともっと理解しやすかっ

た。 

 いまアジアはジェンダーの問題を多く抱えているので、日本人は普通だと思ってい

る歌舞伎のありようのうち、男性が演じる女形や世襲について、国際放送で取り上げ

る場合はもう少し注意する必要があるかもしれない。番組で「東海道四谷怪談」が紹

介されていた。男性が女性に暴力を振るったり、女性の命を奪ったりする演目を取り

上げるときは、現代日本では女性の権利を尊重していることも伝えてほしい。 

 

○  どのような視聴者を期待してこの番組を発信しているのかを考えると、日本をよく

知っている人にも見てもらいたいし、逆に日本をよく知らない人にもぜひ見てもらい

たいとも思う。４００年前から続いている日本の伝統演劇の公演が現代の大都会の東

京で今でも行われているというメッセージを最初に出してはどうか。例えば、最初に

現在の東京の写真、歌舞伎座の写真を出して、次は４００年ぐらい前にさかのぼって、

当時の江戸や歌舞伎座の様子を見せると現代東京の裏に秘められた伝統のすばらしさ

が伝わると思う。ぜひシリーズの中で取り組んでほしい。 

 ＮＨＫワールドＴＶのラインナップの中には、歌舞伎以外の伝統文化に関する番組

もあるのか。 

 

（ＮＨＫ側） 日本の古美術から先端技術まで、日本のデザインを紹介する「ＤＥＳＩＧＮ 

ＴＡＬＫＳ」、職人の技とデザイナーの感性が出会い、新しい製品が生れるま

でを描く「Ａｒｔｉｓａｎ×Ｄｅｓｉｇｎｅｒ」、京都の文物を極上の映像でつづる「Ｃｏｒ

ｅ Ｋｙｏｔｏ」など、さまざまな番組がある。 

 

○  非常によい番組だったと思う。多少注文を言うと、市川染五郎さんの日本語での解

説はとても魅力的だったので、吹き替えではなく英語の字幕にしてほしかった。また、

タイトルの「ＫＡＢＵＫＩ ＫＯＯＬ」の「ＫＯＯＬ」は、伝統芸能に合わないと思えたので、

ふさわしいタイトルにしてほしかった。 

 番組で「東海道四谷怪談」が紹介されていたが、第１回に紹介する演目としては特

別すぎたのではないか。歌舞伎の中の時代物や舞踊といったジャンルを説明し、歌舞

伎と欧米のオペラの違いを初心者向けに説明してほしかった。 

 

○  歌舞伎ファンの自分からすると期待外れの番組だったと言わざるをえない。歌舞伎

の魅力は、ひと言で言えば様式美だと思うが、第１回では多くの演目をつまみ食いし

たので、その魅力がぼやけてしまった。 

 「藤娘」だけをずっと流していてもよかったのではないか。投稿動画サイトに板東

玉三郎さんの「藤娘」が「Ｔａｍａｓａｂｕｒｏ “Ｗｉｓｔｅｒｉａ Ｍａｉｄｅｎ”」と題し英語の解説音声

付きで出ている。この動画を見るだけで歌舞伎とは何かがわかるような感じで、外国

の友人に歌舞伎を紹介する時は、いつもその動画をすすめている。 

 権利関係の処理が難しいかもしれないが、１回ずつテーマを絞ってもう少し舞台を

じっくり見せてほしい。役者ありきで入ってしまうと、お家芸などがあり、制約があ

ると思う。市川染五郎さんは全部吹き替えになっていてもったいなかったので、字幕
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にするか、英語を話せる人のほうがよい気がした。 

 

○  日本の文化を紹介する時はどちらかというと地味なものが多いが、「ＫＡＢＵＫＩ ＫＯ

ＯＬ」で紹介された華やかな美しさはとてもすばらしいと思う。市川染五郎さんの起

用も大変魅力的だと感じた。 

 ただ、われわれが中国の京劇は色もとても華やかで動作もすごいが、よくわからな

いと感じるように、外国人が歌舞伎を見た時に、京劇に対してわれわれが感じたこと

と同じ感覚を持たないだろうか。歴史的な背景や、役者は市川染五郎さんの一家だけ

でなく、何代も続いている家系がいくつもあることなど、歴史的なことを図などで補

足すると、歌舞伎を全く知らない人でも入門編としてはわかりやすいのではないか。

ほかの委員も指摘していたが「東海道四谷怪談」は幽霊が登場し初心者向けではない

と感じた。 

 市川染五郎さんの長男が４歳で初舞台を踏み、三代で「連獅子」を演じる場面があ

ったが、もう少し説明があってもよいと感じた。小さい時から自分の一生を決められ

ることを子どもがどう思うのか、染五郎さんがスタジオで自分の体験をひと言語って

はいたが、全く知らない外国人が見たらどう思うかという視点で考えてほしい。 

 

○  歌舞伎の色彩の美しさを改めて認識した番組であった。この番組は、歌舞伎を通し

て日本の心を理解してもらうことが狙いだと思うが、それにしては第１回の内容はか

なり多かった印象だ。１回ごとの内容をもう少し減らし、視覚的な美しさを伝えるこ

とで、長く続けてほしいと期待している。 

 番組の最後に紹介されていたウェブサイトには、歌舞伎の見得のポーズを取った写

真を送ってもらうコーナーや、市川染五郎さんに質問してみようというインタラクテ

ィブな試みがあり、とてもよいと思った。次の放送の時に、送られてきた写真や質問

とその答えなどが紹介されると、視聴者もより親近感を持ち、自分のものにしていく

のではないか。 

 

○  非常によくできた番組で、美しい映像に感心した。歌舞伎は日本の伝統芸術の中で

も町人の文化なので、４００年といっても非常にわかりやすいという説明がもう少し

あってもよかった。また、なぜ男性が演じているのかが外国人には少しわかりにくか

ったと思うので、もう少し詳しく説明があるとよかった。歌舞伎界で役者名を家族で

ずっと受け継いでいることの意味について、先代との比較を議論しながら見るなど、

長年歌舞伎に親しんでいるファンの楽しみ方があることなどの解説があるとよかった。 

 

○  歌舞伎を観劇しても十分に理解できなかったが、今回の番組では、「連獅子」で役者

が頭を回すのは、力を競っているのだといった解説があり、初心者にもわかりやすい

と感じた。市川染五郎さんの長男が初舞台を踏むＶＴＲも共感しながら見た。司会の

春香クリスティーンさんは、日本語のほうが得意な印象はあったが、この人を起用す

ることは若い世代の歌舞伎観劇をすすめる点でよい考えではないか。 

 

○  いろいろと新しいことを知ることができて勉強になった。日本人は市川染五郎さん
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や歌舞伎についての基礎知識があるが、外国人が初めてこの番組を見た場合、よくわ

からないところが多いのではないか。歌舞伎の化粧のしかたや、男性が女性としてふ

るまう時の訓練がどれだけ大変か、さまざまな所作がどのような意味を持っているの

かなどを説明したうえで、美しい絵や衣装を見ると、理解が深まっていくのだと思う。 

 歌舞伎のように、数百年前に低い階層から始まった庶民の大衆芸能は世界のいろい

ろなところにあるので、そのようなところにもフォーカスすると、関心を持つ国は結

構あるのではないか。 

 国によっては女性の虐待と見られるような演目や、子どもに歌舞伎の稽古をつけて

いる映像などは、ある程度歌舞伎への理解が深まってきてから、シリーズの後ろのほ

うに入れてはどうか。チャンネルを変えるとＣＮＮやＢＢＣのドキュメンタリーで子

どもや女性の虐待のニュースがあるので、歌舞伎の伝統として子どもに教えているの

だという補足説明がないと子どもの権利の迫害ではないかと間違った考えを持たれて

しまう。国際放送を見ている人たちはドキュメンタリー志向の強い人が多く、歌舞伎

はプラスに捉えられる要素が多い文化なので、構成を工夫するとかなり理解を深めて

もらえるのではないか。 

 番組のウェブサイトは、追加情報を知りたい人たちにとって、役立つ内容になって

いた。 

 

○  海外モニターの報告を見ると、全般的には非常にインパクトがあったが、「映像がと

ても短くて明快に理解できなかった」「すべてに字幕を付けてほしかった」「女性の役

も男性が演じるという歌舞伎の重要な特徴を番組の冒頭で説明したほうがよかった」

など、委員の意見と共通する声があったことを指摘しておきたい。 

 私の意見としては、ＮＨＫワールドＴＶを日本語学習のツールとして用いたいとい

う声があることもふまえると、今日の視聴番組でも案内役の市川染五郎さんの英語の

吹き替えを減らし、ご本人の日本語での語りを英語の字幕つきで紹介してもよかった

のではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 詰め込みすぎとのご意見をいただいた第１回は、歌舞伎のショーケース

としてインパクトのある番組を目指した結果である。ご指摘については、

番組制作にこれから生かしていきたいこと、第２回、第３回ですでに計画

していることもある。女性の虐待ととられる可能性のある演目については、

今後は適切な取り上げ方を考えたい。番組タイトル「ＫＡＢＵＫＩ ＫＯＯＬ」

については、日本文化の海外発信で実績のある外国人の放送プロデューサ

ーの意見も伺ったうえで、強い印象を残すタイトルということで決定した。 

 

（ＮＨＫ側） 歌舞伎は、今まであまり海外に出していなかったが、海外発信が重要だ

ということで公演を主催する松竹や日本俳優協会に協力してもらい、番組

を制作している。ただ、中継のように１つの演目を長く紹介することにつ

いては、権利関係者の中に慎重論もある。今後の内容については、第２回

のテーマは女形で、委員の皆さんからもご要望をいただいた歌舞伎の一番

の肝心な部分を紹介する。シリーズの後半は「仮名手本忠臣蔵」や近松門
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左衛門原作の演目などをなるべく取り上げ、１回あたりで紹介する数を絞

り、深めていきたいと思っている。 

 

＜視聴番組②「Ｓｉｄｅ ｂｙ Ｓｉｄｅ」（ＮＨＫワールドＴＶ ４月２０日（日）０：１０ほか）に

ついて＞ 

 

○  外国人にも見てほしいが、ぜひ日本国内でも放送してほしい番組である。日本人が

一番心強く、勇気づけられると思う。 

 

○  欧米流の援助は人権思想に基づいていて「人間として受け取る権利のあるものはす

べて与えなくてはいけない」という考え方で援助をするが、日本の援助は相手の気持

ちを思いやりながら共に解決策を見いだしていく方法なので、よい意味での差がある。

ただし、それだけを前面に押し出すと差だけが際立つので、この番組では日本の援助

は現地の人とも国際社会とも“Ｓｉｄｅ ｂｙ Ｓｉｄｅ”で寄り添う姿勢で取り組んでいること

を見せたほうがよりわかりやすいのではないか。日本だけが取り組んでいるというイ

メージを持たれることは避けたほうがよい。最初にフィリピンの問題全体がどう対処

されているのか、その中で解決できない部分を日本独特のアプローチで解決している

という解説があったほうがよかった。番組で取り上げていたＮＰＯ法人は、フィリピ

ンの人たちとともに、常に彼らのやり方を尊重して取り組んでいる姿勢が非常にすば

らしい。第１回の内容としてはとてもよかったと思う。このＮＰＯ法人についての評

価をフィリピンの人たちや欧米の援助団体に語ってもらうことでより客観性が高まる

のではないか。 

 

○  フィリピン全体の被害状況や、他国の支援の推移、その中でどの部分にこの支援が

当てはまるのかなどの全体像がわからないので、日本の宣伝と受け取られてしまうの

ではないか。 

 国際的な支援の枠組みの中で、現地の人たちに寄り添う日本ならではのやり方のメ

リットと国際的な支援のしかたとの違いをハイライトできると思うが、いかんせん比

較対象がなかったので、違いが際立ちにくかった。 

 よいところを見せると同時に課題も見せることで、さらに真実味が増すこともある。

この援助の課題、今後どうしていくべきかという提言も含めたほうがよいと思った。 

 復興支援の様子はＣＮＮやＢＢＣなどでも扱われていて、海外の視聴者は見慣れて

いるので、日本のことだけ扱っていることや、自分たちの国も含めた国際的な支援は

どうなっているのかという情報がないことに気づきやすいのではないかと思う。住民

と公開の場で話し合いながら、物事を決めていく過程が番組の最後に紹介されたが、

欧米の人から見るととても目新しく感じるのではないか。このシーンを番組の冒頭に

おいたほうが海外の視聴者に対してはよかったかもしれない。 

 この番組は、日本の国際貢献を世界に伝える番組ではあるが、課題も含め多角的に

掘り下げてもよいことを取材を行うディレクターに徹底したほうがよいと思う。 

 

○  「Ｓｉｄｅ ｂｙ Ｓｉｄｅ」も「ＫＡＢＵＫＩ ＫＯＯＬ」もボトムアップでよいことをたくさん
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並べて、最後に結論はこうだという流れに見える。しかし、番組を見る海外の視聴者

はどちらかというと、全体があった上で今はどこなのかという発想だと思う。外資系

企業では、全体像を押さえた上でのトップダウンの発想で仕事をしているが、日本の

企業はボトムアップが多い。どちらがよいとも言えないが、そういう見方もあるとい

うことを指摘しておきたい。 

 

○  ７割ぐらいは日本が行っていることについてとても誇りを感じたが、３割ぐらいは

心地悪さを少し感じた。取り上げているＮＰＯ法人のよい面が次々と描かれ、苦悩や

課題があまり多面的にあぶり出されていなかった。報道はある事象に多面的に光を照

らし、その本質をあぶり出す、あるいは視聴者に考えてもらうものであるべきだと思

う。そこがもっとバランスよく描かれていたほうが、リアリティーがあってよかった。 

 

○  どの場面も非常によくできていて、批判のしようのないくらい優等生の番組だった。

しかし、日本の協力やフィリピンへの支援に興味をもって見ている人がどれだけいる

のか。プロは興味を持って見ているかもしれないが、たいていの人はフィリピンの災

害の状況がいまどうなっているのかに関心があると思う。先ほど全体像がわからない

という話があったが、視聴者の関心にどれだけ応えているかはわからないし、その結

果、日本が取り組んでいることはすばらしいという宣伝色が非常に強くなり、違和感

があるのではないか。伝えたいことは何かという基本理念が必要だという気がした。

言葉どおり、“Ｓｉｄｅ ｂｙ Ｓｉｄｅ”で行こうというところが基本で、国際支援を宣伝するの

だと思い過ぎないほうがよい。 

 「Ｓｉｄｅ ｂｙ Ｓｉｄｅ」はシリーズなのか。 

 

（ＮＨＫ側） 月に１本、年に１０本制作する予定である。 

 

○  すばらしい番組だったが、どのような人を対象にした番組なのかを考えると、あま

りにも多く国際貢献のよい面を伝えていて嫌みなメッセージもあったかもしれない。

この番組を一番見なくてはいけないのは日本人だと思った。特に若い視聴者が、この

ような日本人がいることを知り、国際貢献をしたいとか、多少自分を犠牲にしてでも

社会の発展のためにエネルギーを使うことを考えるきっかけにしてくれたらすばらし

い。 

 

○  非常によい番組だと思った。もう少し国際比較、全体の視点、あるいは外国人がフ

ィリピンでの日本の活動を高く評価していることなどにも触れたほうがよかった。同

時に、主人公が壁に当たると視聴者はどうなるのだろうと興味を抱くので、困難を乗

り越えていくところももう少し見せたほうがよかった。 

 

○  文化の異なる海外の視聴者に番組を見てもらうためには、一番よい場面を冒頭で見

せたり、結論を冒頭で明らかにしたりすることで引き付けていく必要がある。 

 各国の視聴者のニーズとしては、「国際貢献の新機軸とは」「日本にはどのようなＮ

ＰＯがあるのか」「日本政府の国際支援の方針は」などについて知りたいと思っている
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のではないか。ほかのＮＰＯとの違い、資金規模、政府も出資しているのか、フィリ

ピンだけ特別だったのかなど、ハウツーの部分の情報量が必要だと思う。番組をより

魅力的なものにするために困難を乗り越える様子をもっと描く必要がある。 

 東日本大震災の際、フィリピンの人も日本にたくさん支援をしてくれたので、その

お礼を番組の最初に言ったほうが、フィリピンの人もお互い様だと思って番組を見て

くれるのではないか。 

 

○  モニター報告を見ると、ほかの国や企業が行っている支援活動などについても取り

上げてほしいという意見がある。日本だけ、よいところだけ、明るい面だけというよ

りは、もう少し間口を広げたほうが、援助を公正に行う日本の姿勢や魅力、貢献をも

っと深いところで伝えられるかもしれない。 

 

（ＮＨＫ側） 委員の皆さんのご指摘は、支援事業の日本以外の関係者も含めた全体像、

構図をまず示すこと、よい結果だけを伝えるのはなく課題も伝えるべきで

あることの２点に集約されると理解した。それらを踏まえ、演出面を検討

し、情報量を可能な限り拡充させて２回目以降の制作を進めていきたい。 



1 

平成２６年４月国際放送番組審議会議事概要 

 

平成２６年４月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第６０２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」、「ＮＥＷＳＬＩＮＥ ＳＰ

ＥＣＩＡＬ ＥＤＩＴＩＯＮ：ＰＡＴＨ ＴＯ ＲＥＣＯＶＥＲＹ」、「Ｍｕｓｉｃ Ｆｏｒ Ｔｏｍｏｒｒｏｗ」３回シリー

ズ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 渡辺  靖 （慶應義塾大学 環境情報学部 教授） 

副委員長 内海 善雄 （前国際電気通信連合（ＩＴＵ）事務総局長） 

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 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 小林 栄三 （伊藤忠商事(株) 取締役会長） 

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、ＮＨＫワールドのアプリをタブレットにダウンロードし、朝起きたらすぐに

見るようになった。インターフェースもよくできていて、ライブストリーミングとそ

の日のニュース動画が見られるので、使い勝手もよい。英会話の勉強にもなるので、

国内の人にももっと見てもらえるよう周知すればよいと思った。 

 日本に来る外国人旅行客に知ってもらうために、旅行のウェブサイトにＮＨＫワー

ルドのアプリの広告を出し、どれぐらいダウンロードされたかなどを把握してはどう

か。 

 さらにアプリにインタラクティブな機能をつけてコメントを書き込めるようにすれ

ば、番組への反響など生の声がリアルタイムで見ることができ、視聴者とつながる感

じが出ると思う。 

 

（ＮＨＫ側） ＮＨＫワールドＴＶのアプリのダウンロード数は総計で２５０万件近く

になっている。語学学習に向いているので、多言語のアプリも含めてＮＨ

Ｋの語学テキストの４月号や他社の語学テキストに広告を出した。 
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○  アメリカのＰＢＳのホームページに子ども向けのサイトがあり、言葉や形を覚える

ことができるいろいろなゲームがある。ＮＨＫの国内向けの子ども番組は、キャラク

ターがかわいいので、ＮＨＫワールドＴＶで子ども番組を放送するとともに、子ども

向けの番組ホームページを作ることで、視聴者層を広げてはどうか。ニュースはもち

ろんだが、日本ならゲームソフトや漫画も優れているものがたくさんあるので、ぜひ

生かしてほしい。 

 

○  成田空港に設置されているＮＨＫワールドの看板は見たが、デンマークとスウェー

デンのホテルで、ＣＣＴＶのテレビ国際放送は見られたのに対し、ＮＨＫワールドＴ

Ｖは見られなくて残念だった。日本研究者やアジア研究者にも会ったが、ＮＨＫワー

ルドＴＶの認知度はあまり高くないと感じた。インターネットはどこに行っても見ら

れるので、お金をかけなくても、日本に関心のある人はここをクリックしたらＮＨＫ

ワールド・オンラインのサイトが見られるという仕組みをたくさん作ると、ＮＨＫワ

ールドＴＶの認知度が上がってくると思う。質の高いニュース、料理番組、日本発の

コンテンツの中でも特に人気の高い漫画、アニメーション、子ども番組などから視聴

者をつかんでいくのもよいと思った。 

 

○  すばらしいコンテンツがあるのだから、もっと露出度を上げることが大事だ。欧米

の企業は待合室でＣＮＮを流したりしている。主要なホテルを網羅したり、大使館な

どに働きかけて、ビザを取りに来た人にアピールしたり、あまりコストをかけなくて

もできることをどんどんしていくとよいと思う。 

 

○  ＢＳ１で４月９日（水）に放送された「国際報道２０１４」で、最近アメリカでは

「バイラル・メディア」という新しいタイプのＳＮＳが急速に拡大し、ワシントン・

ポストやニューヨーク・タイムズのウェブサイトへのアクセス数をしのいでいると報

じていた。面白い動画などをどんどんシェアしていく仕組みなので、ＣＮＮはバイラ

ル・メディアと提携し拡散を狙って新しいコンテンツを作っているとのことであった。

そのような新しいメディアとのタイアップなども検討してはどうか。 

 

○  毎月の国際放送番組審議会の視聴番組全編をＮＨＫワールド・オンラインに動画と

して公開してくれるとありがたい。 

 

（ＮＨＫ側） 番組全編をホームページで公開するいわゆるビデオ・オン・デマンドに

ついては、われわれも必要性は非常に感じている。著作権の問題等はある

が、いずれは実現していく必要があると考えている。現在は、番組を丸ご

とではなく、一部を切り出したかたちで視聴できるようにはなっている。

いずれ番組を絞って試行することを検討しているところである。 

 ＮＨＫワールド・オンラインでは、４、５分のニュースリポートの動画

を１か月間公開するようになった。ニュース系の番組についても、「Ａｓｉａ Ｔ

ｈｉｓ Ｗｅｅｋ」などは、過去の番組のＶＴＲ部分を動画として公開し、さか
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のぼって見られるようになっている。 

 

（ＮＨＫ側） 平成２１年２月に今のような体制で国際放送がスタートしてちょうど５

年たち、国際放送の第１段階が立ち上がって安定するところまで来た。来

年度以降、第２段階に入ると、中心に据えていくものはインターネット、

ＳＮＳ等をどう活用していくかだと思う。特に欧米ではビデオ・オン・デ

マンドを提供できない国際放送は放送事業者にチャンネルとしての参入

を認めてもらえない場合もある。サーバーの整備等に経費もかかるが、何

とかしていかざるをえないだろう。ホテルは、１部屋あたり年に１ドルか

ら３ドルのコストがかかる。例えばワシントン、ニューヨーク、ロンドン、

パリなどに絞って、あるいはホテルの数を絞って、最も有効にするにはど

うしたらよいかも考えながら取り組んでいく。これからはニュース、番組

も視聴習慣が変わり、ネットやＩＰＴＶで自分の見たい時に見るように変

わっていくと思うので、それに対応すべく計画を立て、全力で国際放送の

舵を切っていきたい。 

 第２段階はすべて来年度以降からで、その計画をこの夏に立てる。１年

で全部はなかなかできないだろう。それから予算をどの程度見込むかだと

思う。 

 

○  そのようなことをどんどん周知していくと理解も広まると思う。細く長く時間をか

けるより、一気に実行していくように頑張ってほしい。 

 

○  ＮＨＫは特に減災に力を入れていて、すばらしいと思った。防災・減災について、

アジアでチャンピオンになることも非常に大事だと思う。平成２７年３月に仙台で開

かれる国連防災世界会議には、２万人から３万人来ると聞いているので、ＮＨＫがい

かに防災、減災、リアルタイムな情報にたけているかを売り込むチャンスだと思う。

ぜひ積極的にブースを設け、宣伝してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） ＮＨＫはＡＢＵ（アジア太平洋放送連合）の主要メンバーで、そのニュ

ース部会を国連防災世界会議に合わせて仙台で開くことを決めた。防災・

減災については、アジアではＮＨＫが一番ノウハウを持っているので、各

国の放送局と共有していきたい。 

 

○  ＮＨＫワールドＴＶの認知度を上げるために海外でどのような取り組みを行うか、

ＮＨＫワールド・オンラインでの動画サービスをどのように充実させるのかについて

は、今後も引き続き意見交換をしていきたい。 

 

＜視聴番組①「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」（ＮＨＫワールドＴＶ ３月１０日（月）１２：００放送）、

「ＮＥＷＳＬＩＮＥ ＳＰＥＣＩＡＬ ＥＤＩＴＩＯＮ：ＰＡＴＨ ＴＯ ＲＥＣＯＶＥＲＹ」（３月１１日（火）１

４：３０放送）について＞ 
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○  極端な議論かもしれないが、どのような視聴者をイメージしているのか疑問に思っ

た。日本国内に向けては東日本大震災の甚大な被害を伝え続ける意義があるが、海外

の人には、日本は本当にどうなるのかという心配を与えるのではないか。あまりよい

話ばかり取り上げるのはよくないが、例えば三陸鉄道など、力強く回復している部分

をもう少し積極的にきちんと見せたほうがよかったのではないか。 

 

○  ３月１０日の「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」で紹介していた、東京電力福島第一原発の除染用に

ロボットの開発が進んでいるというリポートは、希望の持てる話題だと思った。 

 ３月１４日のニューヨーク・タイムズに「Ｕｎｓｋｉｌｌｅｄ ａｎｄ Ｄｅｓｔｉｔｕｔｅｓ Ａｒｅ Ｈｉｒｉｎｇ 

Ｔａｒｇｅｔｓ ｆｏｒ Ｆｕｋｕｓｈｉｍａ Ｃｌｅａｎｕｐ（福島第一原発の除染作業に非熟練労働者と貧困

層が多く雇用されている）」という批判的な記事が掲載されていた。日本のメディアが

的確な報道をしなければ、海外のメディアが批判的な報道をどんどん行うこともある

と思うので、今回の視聴番組の中で福島第一原発の現状を現場から伝えたＮＨＫの姿

勢は正しいと思う。 

 

○  震災３年当日の「ＮＥＷＳＬＩＮＥ ＳＰＥＣＩＡＬ ＥＤＩＴＩＯＮ」では、復興の進捗状況のま

とめで、インフラのうち上水道が８９％再建されたと伝える一方で、被災地の農地の

６３％はいまだに使用できないというマイナス面を強調したナレーションに感じた。

しかし、私は３年間でよくこれだけ回復したと思って見た。日本人に対しては、まだ

それほど解決していないとか、遅れているということを大いに伝えたほうがよいが、

海外の人に対しては、日本が頑張っていることを宣伝すべきだと思う。 

 番組の中で、２７万人が避難していて、「ｍａｎｙ ｏｆ ｔｈｅｍ，ｂｅｃａｕｓｅ ｏｆ ｏｎｇｏｉｎｇ  

ｎｕｃｌｅａｒ ｃｒｉｓｉｓ（多くの人は進行中の原発の危機が原因である）」と伝えていた。２７

万人の避難者の内訳を調べてみたところ、避難指示区域からの避難者は８万１、００

０人、さらに自主避難をしている人は５万４、０００人となっていた。それを「ｍａｎ

ｙ ｏｆ ｔｈｅｍ（多くの人）」と言ってしまうと海外の人には「ａｌｍｏｓｔ ｏｆ ｔｈｅｍ（ほとん

どの人）」が原発で苦しんでいると印象づけてしまう。原発に関してはもう少し丁寧に

１つ１つ解説してほしいと感じた。また、福島県のＪビレッジから中継を出してリポ

ートする意味があるのだろうかと思った。 

 「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」はいろいろな番組を作ってとても細かくリポートしているので敬

服するが、ＮＨＫワールドＴＶを継続して見てもらえるチャンスは非常に少ないと思

うので、いろいろな種類の番組を提供する方法がよいのかよくわからない。かなり多

岐にわたる内容が報道されているが、ＮＨＫワールドの位置づけ、日本の重要な報道

を伝達するチャンスを考えた場合、作る側にはあまり魅力がなくても、重要なエッセ

ンスを何度も放送することが重要ではないか。何度も放送しても、見る人はたった１

回かもしれない。番組はすべて非常におもしろく、よくできている。番組の質は向上

している。しかし、考え方をもう少し変えてはどうかという気がした。 

 

○  客観的な報道をすることが国際的なメディアの中でも信用されるものであり、それ

が決定的な意味を持つ。新しい発見や重要な情報を持ち得るか、日本をどうフェアに
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代表しているかが、重要になる。 

 民放の震災の番組について外国人と話をする機会があった。日本人としては、すご

くつらい、悲しい話がずっと続いていると思ったが、外国人は何が言いたいのか全然

わからないという評価だった。日本人にわかりやすい表現や日本人の理解のしかたと、

国際的に日本を説明していくものとはずいぶんギャップがあると思って番組を作らな

ければいけないことがよくわかった。誰に向けて何を言いたいのか、ストーリーの組

み立てをもう少し考えていくべきだと思った。 

 スタッフの中に異文化で育った人がたくさんいると思うので、外国人から見るとど

う見えるかを取材の企画の段階から話し合うことはできると思うし、さまざまな国民

の観点でテーマと語り口を選ばないと、チャンネルを変えられてしまうだろうと思っ

た。 

 震災３年当日の「ＮＥＷＳＬＩＮＥ ＳＰＥＣＩＡＬ ＥＤＩＴＩＯＮ」では、宮城県南三陸町で、

あいさつするリポーターに対し被災者が「２年ぶりですね」と答えている日本語がそ

のまま紹介されていた。これを聞くと現地を継続的に取材しているわけではないのだ

なと感じる。ＮＨＫは取材する人が現地にいると思うので、その人と協力して取材す

ることで、現地ならではの視点を入れ、悲しいとか何も変わってないという話だけで

はなく、現地の人はこんなに苦労してここまで来たといった話や、南三陸町の自治体

やコミュニティーが対立しながらも資金を集めて行ったことなど、いろいろなテーマ

を取り上げてほしいと思った。 

 

○  私は日本人なのでどうしても日本人の感覚で番組を見てしまう。すごくよいとか、

よくできていると思うのは、日本人の発想なので、それにどれだけの意味があるのか

時々自問している。外国人が自分の国で見た時にどう思うのかを考えることが大事な

ので、ビジネスで日本円を外貨に換算するように、私たち日本人の感情やメッセージ

も外国で通じるように変換する必要があるのではないか。しかしそれは簡単ではない。 

 

○  外国人にメッセージを発する時に信頼してもらうには、メッセージに説得力がある、

話す人に責任感がある、メッセージに心がこもっている、メッセージに専門性が感じ

られる、という４つの要件が大切だろう。この４つの要件は世界共通であり、これら

をおさえておけば、日本人の感覚で見る部分を含むメッセージであっても、外国人に

着実に伝わると思う。 

 福島第一原発については、常に客観的に、冷静に伝えるべきだと思う。一方、３月

１０日（月）の「ＮＥＷＥＳＬＩＮＥ」では、現場の労働者にインタビューできなかった

というナレーションが逆に冷たすぎ、共感できなかった。ただ、このリポートでは、

現場の労働者の体内被ばくを調べるホールボディーカウンターなどの新技術を紹介し

ており、その点はすばらしいと思った。 

 震災３年当日の「ＮＥＷＳＬＩＮＥ ＳＰＥＣＩＡＬ ＥＤＩＴＩＯＮ」では、共感できる映像がい

くつもあり、キャスターやリポーターも的確に伝えていたが、外国人に共感してもら

うためには、何か１点加えたほうがよかった。 

 

○  「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」は、無限にあるトピックの中から、よくテーマを選択したと敬意
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を表したい。１つ１つは本当によくできていた。しかし、ＮＨＫとして何を伝えるの

か、使命を改めて考えるべきだとも感じた。原発についてであれば、実は状況がこれ

ほど厳しいということをＮＨＫがいま報道するべきことなのか、あるいは３人の子を

亡くした人の話も、何度も子どもの写真を見せて、ここで感傷的になるものを見せる

ことが使命と言えるのか議論する必要があると思う。 

 福島第一原発をＮＨＫワールドＴＶでどう報道するかだが、国際放送の予算には国

からの交付金が入っており、ジャーナリズムとしての矜持（きょうじ）も持ちつつ、

国益を意識し、日本の頑張っている姿を伝えることが適切ではないかという気がする。

例えば新聞であっても、ワシントン・ポスト、ニューヨーク・タイムズ、フィナンシ

ャル・タイムズでそれぞれ特色があるように、ＮＨＫワールドＴＶはどういう目的で

どういう切り口で世界に発信していくのかが問われるトピックだったと思った。その

切り口さえ決まってしまえば、いつも丁寧な見ごたえのある番組作りをしているので、

これから議論を深めればよいと思った。 

 

○  震災３年当日の「ＮＥＷＳＬＩＮＥ ＳＰＥＣＩＡＬ ＥＤＩＴＩＯＮ」に平成２３年と今年の比較

映像があったが、かなりインパクトがあって、もう少し見たかった。そのうえでこれ

は十分に回復したと見る視聴者もいれば、まだこの程度なのかと思う人もいて、判断

が分かれるところだと思うが、それは視聴者の判断に任せて、客観的な事実として３

年前といまを比較する映像をもっと出してもよかったのではないか。そして、いまの

状況について、よく立ち直っているほうか、遅れているか、日本の論調にあまり引っ

張られない海外の専門家の視点があるとよかった。 

 

（ＮＨＫ側） 東北のこと、福島のことを伝えていくことは私たちの使命だと思って全

員が取り組んでいる。今回のご意見を伺い、どこに焦点を当てるのか、ど

のような切り口で伝えるのかは、これからさらに工夫をして考えていきた

い。 

 ふだんのニュースのかなり多くの部分は国内で放送したニュースを英

語化して伝えることが多いが、この東日本大震災の特集は、ＮＨＫワール

ドの独自の取材班が熱い思いを込めて取材した素材を大事に使っている。

きょうのご意見を聞き、作り手の熱い思いと、外国人が客観的にどう受け

止めるだろうかというクールな分析に少しずれが起きているところもあ

ると思った。ＮＨＫワールドは外国人向けのチャンネルなので、日本から

どのようにメッセージを発すれば外国人に伝わるのかを内部でもっと議

論して、来年の４年目に向けてさらにブラッシュアップしていきたい。 

 

○  ＮＨＫワールドのモニターからの反響を見ると好意的な意見が多いが、だいたい平

均的な意見を毎回載せているのか。 

 

（ＮＨＫ側） モニターは基本的にＮＨＫワールドのファンが多いので、全くつまらな

かったという突き放し方は少ないが、中には厳しい意見もあり、それも包

み隠さず載せている。 
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○  ある外国人に、日本語を勉強したいからＮＨＫワールドＴＶを見ているのにＮＨＫ

ワールドＴＶはなぜ英語でばかり放送するのかと言われた。私も若い頃、言葉の勉強

をしようとＢＢＣやＣＮＮを見たり、ラジオ放送を聞いたりしていた。本当のＮＨＫ

ワールドのファンは、日本語を学びたい人がかなり多いのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 日本語学習のための番組をＮＨＫワールドＴＶに入れてもよいのではな

いかという議論をしているところである。 

 

＜視聴番組②「Ｍｕｓｉｃ Ｆｏｒ Ｔｏｍｏｒｒｏｗ」クラシック編（３月１６日（日）１０：１０ほか

放送）、ジャズ編（３月２２日（土）１０：１０ほか放送）、ブルース、ジャズ編（３月２３

日（日）１０：１０ほか放送）について＞ 

 

○  とてもすばらしい音楽で本当によかった。「クラシック編」で、なぜあの曲が演奏さ

れたのか、必ずしも日本の曲ではなかったので、テロップでもよいので説明してほし

かった。技術的なことだが、画面上でオーケストラの名前とＮＨＫワールドのロゴが

重なっていたところがあった。「ジャズ編」では、アメリカ・ニューオーリンズのジャ

ズで英語の歌詞がよくわからなかった。部分的には英語で出しているところもあった

が、よい歌詞なのですべて字幕で出してほしかった。 

 番組を見た人たちが何か支援したいと思った時にどこかにつながれるよう、画面に

ＮＨＫワールドのサイトのＵＲＬなどを載せてはどうか。ＮＨＫの仕組みでどこまで

できるのかわからないが、そういうものがほしかった。 

 この全体のストーリーや「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」のほかの報道を見ていると、どちらかと

いうと「欧米の人が助けている」という話が多かったが、震災の後、いろいろな難し

い問題があるが、中国、台湾、韓国人も募金をしたり、いろいろなかたちで協力した

りしている。犠牲になった中国人も多くいる。いろいろな工夫で国際性のようなもの

を見たいと思った。 

 

○  「ジャズ編」では、ボブ・ジェームスさんの「最初は“ｐｕｔ ｙｏｕｒ ｈｅａｒｔ ｔｏｇｅｔｈｅｒ”

という歌詞だったところを“ｐｕｔ ｏｕｒ ｈｅａｒｔ ｔｏｇｅｔｈｅｒ”に変えた」という話が印象に

残った。共感してもらうような番組作りをすることで、海外の視聴者にも関心を持っ

てもらえるのではないかと感じた。 

 しかし、「クラシック編」では、なぜモーツァルトの「アヴェ・ヴェルム・コルプス」

が演奏されたのか説明がなく、音楽的にはよかったが、共感できなかった。一方、私

はジャズは全く聴かないが、そのわりには共感できたので、もしかすると海外の人も

そのように感じたのではないか。 

 

○  音楽を通じて世界の人たちがこれだけ支えてくれたのだということを感じた。ニュ

ーオーリンズのアメリカ人までが東北のことを考えて来てくれたことが心に残った。 

 

○  大変よい番組で、特に「クラシック編」がよかった。しかし、ＮＨＫワールドＴＶ
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で音楽番組を視聴する人がどれだけいるのか、ＮＨＫワールドＴＶにふさわしい番組

なのかがよくわからなかった。 

 

○  日本は国際社会の中で孤立しているわけではない。世界中の人が３年たってもまだ

その苦しみを共有しているということは意味がある。３年前は番組を見るだけで何も

助けることができなかったが、今は前向きに国際協力の体制になっていて、明るい音

楽番組を見られてよかった。むしろどれだけいまだに回復できていない部分があるか

ということは、世界中の人が忘れてはいけないと思うし、今後も海外からの支援は絶

対に必要だと思う。 

 「クラシック編」で、福島第一原発の事故で避難している地元の高校生がフランス・

ストラスブールのコンサート会場に行き、思いを伝えたのはよかった。ＮＨＫワール

ドＴＶで福島第一原発のニュースが伝えられていること自体、外国人にとっては安心

材料だ。もし逆に、原発のニュースがなければ、報道できないことがあるのではない

かと疑ってしまう。エンターテインメントも含めて報道していることはよいことだと

思う。 

 

○  この番組を日本人として見るといろいろなジャズ・ミュージシャンや海外の人が、

頑張れというメッセージを発してくれていることは本当にうれしいが、韓国やインド

やアメリカで見た場合、あまり関係ないと思われるのではないか。むしろもう一歩踏

み込んで、海外でいろいろな活動をしてくれていることに対し、「ありがとう」や「こ

れから頑張ります」など、支援を受けた被災地の人がいまどう思っているかを伝えた

ほうが、日本の視点を提供するうえではよかったのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） ４月末から５月初頭にかけて、「Ｍｕｓｉｃ Ｆｏｒ Ｔｏｍｏｒｒｏｗ」を少し短く編

集したものを上映しながら東北を巡回し、被災地の人たちがどう受け止め

たかを取材する予定である。それを総合テレビで５月末に２本放送するこ

とにしている。その様子をまた海外に向けて伝えることができたらさらに

よいと思った。 

 震災関連の番組は、総合テレビも含めてＮＨＫの使命だとわれわれ全員

が思っている。震災関連の「ＮＨＫスペシャル」の視聴率は必ずしも高い

ものではなかった。国内の視聴者に伝えることも年々難しくなっているの

が事実である。国際放送については、国際コンクールでも震災関連のドキ

ュメンタリーを出品し続けていて、１年目はかなりの成績を収めたが、２

年目、３年目はそうではない。それはおそらく、海外の視聴者は、何を映

しているのかよく理解できないからというところが大きいのだと思う。Ｎ

ＨＫで働く職員として、３月１１日の３年目の節目を国際放送でもアピー

ルすべきだとみんな一生懸命取り組んできたが、震災を伝える難しさを十

分認識したうえで来年は方法をよく考えたい。放送時間も多くなければ伝

わらないと思っていたが、これだけ多いとかえって伝わらなくなるかもし

れない。来年は国内とは仕様を変え、世界標準に合った作りにしなければ

ならないと強く思った。 
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