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環境負荷の少ない社会の実現に貢献していくため、2018～2020年度「NHK経営計画」をもとに、
環境に配慮した経営を推進しています。

　大切なことを、より深く、より身近に～“公共メディア”の
ある暮らし、2018 ～ 2020年度「NHK経営計画」を策定
し、具体的なアクションプランを立てて環境に配慮した
経営を推進しています。

（P.12－13 環境経営アクションプラン参照）

具体的な施策
（1）エネルギー消費量の抑制

　ラジオ第2放送やEテレの「深夜の放送休止時間
帯の電波停止」を緊急放送への即応体制の確保のも
と実施しています。
　太陽光発電、自然採光、自然換気など自然エネ
ルギーを活用する設備の設置を実施しています。ま
た、計画的な設備の更新により、省エネ型設備を
積極的に導入しています。
　全放送局で職場の節電活動、業務用車両のエコ
運転活動に取り組んでいます。

（2）省資源・廃棄物対策の推進
　スタジオの美術セットの制作で、環境に優しい素
材や無駄の少ないセット構造を検討し、共通パーツ
を使って複数のセットを効率的に設計しています。
　年度目標を定めてコピー用紙使用量の削減活動を
実施しています。

　ＮＨＫには、東京・渋谷の放送センターをはじめ全国に
54の放送局があります。これに加え、視聴者の皆様に
テレビやラジオの電波を送り届けるために放送所や中継
所の放送施設が3,000局以上あります。その他に、研
究所やアーカイブス、視聴者コールセンター、営業セン
ターなどの施設を運用しています。

CO2の排出量
　2017年度にＮＨＫが全国で使用したエネルギーをCO2

排出量に換算すると192,497トンでした。使用したエネ
ルギーは電力、石油類、ガス類ですが、その9割以上を電
力が占めています。
　このため、ＮＨＫは電力使用量の抑制を重要課題とし、
深夜の放送休止時間帯の電波停止、省エネ対応の放送
機器の開発・導入、太陽光発電など自然エネルギーの活
用、職場の節電活動等を行っています。

CO2の排出原単位の改善
　CO2排出原単位は、CO2総排出量（トン）÷有形固定
資産総額（百万円）で定義します。2017年度のCO2排出
原単位は、0.148でした。基準年度（2011年度）の値に
比べ21％改善となりました。目標は6％の改善でした。

　東京都では「温室効果ガス排出総量削減義務と排出
量取引制度」を導入し、2010年4月から燃料、熱、電気
の使用量が原油換算で1,500kl以上の都内の事業所を
対象にCO2 の削減が義務付けられました。
　NHKでは「放送センター」と「放送技術研究所」が対象
施設です。
　第1計画期間（2010～2014年度）に続く、第2計画期
間（2015～2019年度）の5年間は、期間中の排出量を
基準排出量に対して、17％以上削減することが求められ
ています。
　NHKでは「温室効果ガス排出総量削減義務」を着実
に履行するように取り組んでいます。

経営目標とエネルギーの使用概況

地球環境に配慮した
経営の推進

東京都「温室効果ガス排出総
量削減義務」の履行に向けて

ＮＨＫのエネルギー使用概要

エネルギー使用概況
2017年度 2016年度 増減

エネルギー使用量 CO2排出量 比率 エネルギー使用量 CO2排出量 比率 増減量 増減率

電力使用量 320,396千kwh 177,820 t （92.4%） 328,250千kwh 182,179t （92.1%） ▲7,854千kwh （▲2.4%）

ガソリン使用量 1,266 kℓ 2,938 t （1.5%） 1,363 kℓ 3,164 t （1.6%） ▲97 kℓ （▲7.1%）

軽油使用量 352 kℓ 922 t （0.5%） 397 kℓ 1,042 t （0.5%） ▲45 kℓ （▲11.3%）

重油使用量 677 kℓ 1,834 t （1.0%） 677 kℓ 1,836 t （0.9%） 0 kℓ （0.0%）

灯油使用量 894 kℓ 2,226 t （1.2%） 1,074 kℓ 2,676 t （1.4%） ▲180 kℓ （▲16.8%）

都市ガス使用量 3,221,383 ㎥ 6,700 t （3.5%） 3,275,038 ㎥ 6,812 t （3.4%） ▲53,655㎥ （▲1.6%）

プロパンガス使用量 18,856 ㎏ 57 t （0.0%） 19,586 ㎏ 59 t （0.0%） ▲730 ㎏ （▲3.7%）

CO2排出量（合計） 192,497 t 197,768 t ▲ 5,271 t （▲2.7%）

有形固定資産総額 1,297,834百万円 1,251,643百万円 46,191百万円 （3.7%）

CO2排出原単位 0.148 0.158 ▲ 0.010 （▲6.3%）

2018～2020年度「NHK経営計画」（抜粋）
○環境にやさしい経営を推進
■会館建設や設備更新にあたり、省エネルギー対応を

推進

環境経営の推進
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蓄熱式空調システムの概要

マイクロ水力発電 東館１階喫茶（丸コア）

蓄熱式空調システムの導入

設備更新や新開発設備による
省エネ

放送センターの照明における
節電

空調運用における取り組み

環境に配慮した事業活動のために、「環境経営推進委員会」のもと、
全国各部局での活動を展開しています。

環境経営推進体制

会　長

副会長

環境経営推進委員会

環境経営タスクフォース
（検討課題が生じた場合には

別途、分科会を立ち上げて対応する）

本部・全国　部局環境経営推進委員会

局
務
事
会
員
委
進
推
営
経
境
環

（2017年7月現在）

PLAN
・環境経営推進委員会による
  環境経営アクションプランの策定
・2017年度活動
　●エネルギー消費原単位の改善
　●放送設備・機器の省エネ更新
　●オフィスの節電

ACTION
・関係部局への改善指導
・次年度の重点活動の議論・検討
・アクションプランの見直し

CHECK
・環境監査
・エネルギー消費原単位改善
・状況の各部へのフィードバックと
  役員会への報告
・省エネ診断

DO
・節電ほか各種省エネ施策の推進
・コピー用紙使用量削減
・職員への環境教育
・部内周知活動

環境経営推進体制 継続的な改善のために

新しい設備の導入や運用方法の工夫によって、より効率的な省エネに努めています

職場での省エネ対策の推進

　環境へ配慮した事業運営を全局的に進めるために、
会長をトップに「環境経営推進委員会」を設置していま
す。 環境経営推進委員会では、CO 2 削減の数値目標、
アクションプラン等を策定しています。この委員会の下
には環境経営タスクフォースを配置し、具体的な検討課
題が生じた場合には、分科会を立ち上げて対応します。
　「NHK経営計画」を設定し、毎年「アクションプラン」

（P.12 参照）を策定・改訂し、より具体的な施策を明示し
て環境活動を推進しています。
　全国各部局・放送局においては、各局に配置した環境
経営推進委員長・委員を中心に、各現場での環境活動に
取り組んでいます。

■環境経営推進体制

　環境活動の実施状況についてPDCA（Plan-Do-Check-
Action）サイクルを回すことで、継続的に取り組みの改善を
図り、さらなる内容の充実に努めています。

■視聴者のみなさまとともに
　NHKは、実際に環境活動を推進すると同時に、活動の
考え方や内容について視聴者のみなさまに知っていた
だき、みなさまからの信頼をいただくことが大切と考え
ています。
　NHKは、環境活動への取り組みをまとめた「環境報告
書」を2002年から発行しています。今年度も「環境報告
書」はNHKの公開ホームページでご覧いただくことがで
きます。
　環境報告書に対する視聴者コールセンターへの電話・
電子メールなど、視聴者のみなさまからさまざまな形でい
ただくご意見・ご要望を、今後の目標や活動の改善に活用
しています。

　全国の放送会館（地域冷暖房を利用している放送局を
除く）において、夜間電力で作成した「冷水・温水」や「氷」
を水槽に蓄え、昼間の冷暖房に使用する「蓄熱式空調
システム」を導入し、効果的な省エネルギー化を実現して
います。
　東京・渋谷の放送センターでは、蓄熱システムを有効に
利用して電力会社の電力需給が逼迫する時間帯に冷房に
使 用 す る 電
力 を 平 準 化
することで電
力 使 用 量 を
削 減 し て い
ます。

　老朽化した空調設備を更新する際には、高効率な設備
を導入して省エネに配慮しています。　
　放送センターでは2014年度までに6台の蒸気発生機

（小型ボイラー）を高効率型に更新しました。
　放送センターと福岡放送会館では、空調で使用する冷
温水の落差を利用
して発電するマイク
ロ水力発電システ 
ムを設置、省エネに
寄与しています。

　全国の放送局でクールビズ、ウォームビズを実施、事務
室の室温を夏期は28℃、冬期は20℃を原則にして省エ
ネに努めています。
　冷暖房では、暖房に使用する温水はヒートポンプ方
式、冷房に使用する冷水はフリークーリング方式とい
う、共に外気の熱を有効に活用する方法を、新会館建設
や設備更新時に採用し、省エネに努めています。
　放送機器室の冷房では、機器本体が効率的に冷房され
るよう、空調の吹き出し方向や風量を調整することで、
室内温度設定の上昇、空調機器台数の削減を図る等、適
切な空調機器の運用を行っています。
　その他、スタジオ運用時間に合わせた必要最小限の
冷房運転設定や放送に影響の出ない範囲でのスタジオ
内温度設定の見直しなど、こまめな運転の工夫で省エネ
を進めています。

　放送センターでは照明を中心に省エネを進めていま
す。日常の運用では間引き点灯、安全性を確保した上で
の最小限の点灯、昼休みの一斉消灯など、こまめな節電 
に努めています。また、消費
電 力の 少ないLED、CCFL

（冷陰極管）の導入も積極的
に進めています。

事業運営に伴う環境負荷の軽減環境経営の推進
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LED照明
　NHKでは、環境負荷軽減の1つとして、スタジオ照明
設備の使用電力量の削減に積極的に取り組んでいます。
従来の白熱灯に代わる照明器具として、LEDを利用し
たスポットライト（一点を集中的に照射）、フラッドライト

（反射鏡により広域照射）、ホリゾントライト（スタジオ壁
面を照射）をメーカーと共同開発しました。これらのLED
照明器具は、番組制作に要求される明るさや色再現性な
どの性能を確保しながら、従来の白熱灯に比べ消費電
力をおよそ80%も削減できるため、大幅な環境負荷軽
減を実現しました。また、発熱も少ないため、スタジオ内
の空調のための消費電力も削減できます。
　全国放送局のニュースや情報番組を制作するスタジ
オを中心に、順次LED照明器具の導入を進めています。
2017年度は、新仙台放送会館および新静岡放送会館の
スタジオや、水戸局オープンスタジオ、津局スタジオへ
導入しました。2017年度末現在、全国35の放送局のス
タジオと渋谷放送センターの8スタジオで日々の番組制
作に活用しています。今後も、LED照明器具の採用によ
るスタジオ照明の省エネ化を推進していきます。

衛星伝送車（CSK）
　CSKは、取材カメラの映像を放送局などに通信衛星を
利用して伝送する車両です。設備更新にあたっては、排
ガス規制に適合した低公害車両の採用、低公害発電機
の搭載など、周辺環境に配慮しています。
　2017年度に更新した本部の報道用小型CSKは、従来
のディーゼルエンジンのトラックからガソリンエンジンの
乗用車をベース車両として新規設計し、小型化と共に走
行時の排出ガス（NOx、PM）の削減を実現しました。ま

た、報道用に機能を特化し、搭載機材を見直すことで、
運用時の消費電力を約40％低減しました。

ニュースカー
　ニュースカーは、取材カメラの映像を放送局などに無
線伝送するコンパクトな伝送車両です。ニュースカーの
更新整備にあたっては、運用中の排出ガスを低減する
仕組みを採用し、環境に配慮しています。
　2017年度に更新したニュースカー（計6台）は、2011
年度に開発した機器用大容量リチウムイオンバッテリーシ
ステムを搭載しており、エンジンを停止した状態で約2時
間連続して運用することが可能です。住宅街等での排ガ
スのないクリーンな運用を実現したほか、騒音を低減し
た静かな中継・伝送にも効果を発揮しています。

ラジオ送信機の省エネ化
　全国のラジオ放送所において老朽化した送信機の更
新を進めています。その際にデジタル処理技術を導入す
ることにより高信頼化に加え省電力化を図っています。
2017年度は整備から27年経過した大阪ラジオ第1放送
所の送信機（送信出力100kW）を更新しました。その結
果、年間で約200t（20％）以上のCO2排出量が削減でき
ると試算しています。

ニュースカー

スタジオ照明の省エネ化

番組設備の省エネ化

大阪ラジオ第1放送所

ラジオ送信機

放送技術の分野では、環境負荷の軽減につながる放送設備や機器の開発・導入を進めています。

放送設備の省エネ化

新仙台放送会館　公開スタジオ

衛星伝送車（CSK）

新仙台放送会館　ニューススタジオ

新仙台放送会館　T-1スタジオ　ホリゾントライト

事業運営に伴う環境負荷の軽減
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分別ゴミ収集ボックス

リユースコーナーからファイルを取り出すスタッフ

太陽光発電設備 仙台新放送会館の省エネルギー技術

外気冷房

全館LED照明

空調用蓄熱槽

太陽光発電外構・屋上の緑化 エコボイドから
の採光・通風

自然換気

Low-Eガラス 居室換気の
Co2濃度制御

CO濃度制御

駐車場

放送会館の建設

仙台新放送会館の外観 屋上緑化

　東京・渋谷放送センターの2017年度の廃棄物総量は
2,012トン※でした。
　NHKでは、以下の“3R”により廃棄物の抑制と再資源
化、再使用化に努めています。

※川口アーカイブス分を除く

○Reduce（リデュース：減量）　
○Recycle（リサイクル：再資源化） 
○Reuse（リユース：再使用）　

　

<主な取り組み>
1.プロジェクターや無線LAN会議システムを利用した
「ペーパーレス会議」を推進するための共用会議室の
改修

2.タブレットやスマートフォンを利用したペーパーレス
化の推進

3.申請書類などの電子化による紙ゴミの発生量の抑制
4.各職場から排出されるゴミの種類や廃棄量の実態に合

わせたゴミ箱の設置

　2017年度の総量は963トンで、再利用率の2017年度
実績は85.5%でした。
　放送センターでは、廃プラスチック類廃棄物等を、より
厳密に分別する他、食堂生ゴミの一部を、専門業者によ
り「肥料化」処理する等、事業系一般廃棄物の削減及び
再利用率の向上に取り組んでいます。

　放送センターでは、職員、スタッフのリサイクルに対す
る意識をさらに向上させるため、各職場のゴミ箱の数を
抑制するとともに、ゴミの分別廃棄のさらなる徹底に努め
ています。また職場で不要になった事務用品などを別の
部署の職場で再利用できるように「リユースコーナー」を
設置し、事務用品の再利用の推進と文房具類の廃棄量を
抑制しています。

放送センター内にある
塵埃処理場

ここでさらに細かく選別される

廃棄物を減らすためにさまざまな努力をしています。
環境への負荷を減らすため、ゴミの分別回収の徹底とリサイクルの推進に取り組んでいます。

廃棄物の抑制とリサイクル、リユースの推進

廃棄物の総量抑制 事業系一般廃棄物の
再利用率の向上について

職員の職場環境改善に
関する意識向上活動

仙台新放送会館
　2018年2月にオープンした仙台新放送会館は、環境に
配慮した様 な々施策の導入により旧会館の実績からCO2排
出量を単位面積当たり約27％削減する計画としています。
　空調設備では、仙台の冷涼な外気を積極的に利用す

るシステムを採用しました。その一例として、室内への通
風を確保する大きな吹き抜けや高温を発するサーバー室
などを冷却する外気冷却システムの採用などが挙げられ
ます。
　また、大きな吹き抜けで事務室エリアの内部まで光を
導入することで照明電力の削減を図っています。
　さらに外壁に太陽光発電パネルを設置し、その電力を
利用するとともに、屋上緑化を行うなど環境にやさしい
建物としています。

事業運営に伴う環境負荷の軽減事業運営に伴う環境負荷の軽減
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大河ドラマ「西郷どん」 箱 馬

平 台

連続テレビ小説「半分、青い。」

緊急報道　汎用セット

～共通セットパーツの有効利用～
美術セットに共通して使用できる「セットパーツ」を開発
し、廃棄物の抑制とコスト削減を推進。ドラマ番組で
は、設定される時代感や地域色を映像表現するために
配置や装飾などを工夫しています。また、NHKスペシャ

～再生素材の積極的な利用～
セットなどの土台に使用する平台と箱馬を今までは杉の
無垢材やハニカム構造の特殊木材を使用し製作してきま

した。2016年度新開発した平台と箱馬はリサイクル材料
（コンパネ）を使用し製作。「再生素材」を積極的に活用し
環境貢献に取り組んでいます。

美術セットの３R計画推進
～コストの軽減、廃棄物の抑制を推進～

【Reduce】ごみそのものを減らす 【Reuse】繰り返し使う
：美術セットの「リデュース」「リユース」で環境配慮。

【Recycle】再利用する
：美術セットの「リサイクル」で廃棄物の抑制

ル汎用セット開発を行い、緊急報道番組などにも流用可
能なセットを製作し、個々の番組美術の品質貢献に常に
取り組んでいます。

つくし食堂　表通り オフィス　ティンカーベル・仕事場 藤村邸・リビング

環境に優しい素材や無駄の少ないセット構造を検討し、日々のデザイン計画の中で環境に配慮する
取り組みを行っています。

薩摩　西郷家 江戸城　大広間 品川宿　磯田屋

緊急報告　北海道激震

事業運営に伴う環境負荷の軽減
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数値目標
エネルギーを測る指標（CO2排出原単位※1）を基準年（2011年度）比で2020年度まで
に15％改善し、CO2の排出抑制に取組む。
※1　CO2排出原単位＝CO2総排出量（トン）÷有形固定資産総額（百万円）

2018年度 2019年度 2020年度

15％改善

主な環境経営施策 内　容 実施計画

深夜放送休止時間帯の
停波実施

ラジオ第2放送で深夜放送休止時間帯の停波を引き続き実施する。

Eテレで深夜放送休止時間帯の停波を実施する。（対象地域の拡大、全国展開完了）
前橋、鳥取、鹿児島、佐賀、函館、釧路（予定） 水戸、富山（予定）　全国展開完了

東京都環境確保条例
CO2削減義務の履行

放送センターと放送技術研究所において、2015〜2019年度（5年間）のCO2排出量を基準
値より17％削減する。

第2計画期間終了後は、東京都が条例で定
める削減量を目標とする。

職場節電活動の継続 放送センターおよび全国放送会館のオフィス部門（電灯・コンセント系）の節電活動を継続
実施する。

放送センター、
放送局の省エネ推進

CCFL、LED照明をはじめとする電灯の省電力化更新を実施する。

全国放送会館の電力消費量を系統別に把握する省エネ管理システムを活用し、電力削減対
策を実施する。（電灯の高効率化更新、空調温度設定・運転時間の見直しなど）

冷凍機更新や空調システムの省エネ更新を実施する。
冷凍機更新2局

空調機更新8局（9か所）
冷凍機更新2局
空調機更新5局 

冷凍機更新3局
空調機更新4局

省エネ型放送設備の整備 環境に配慮した省エネ型の放送設備を開発、整備する。 スタジオ照明4局（5か所）
テレビ放送機2局 

スタジオ照明7局（9か所）
テレビ放送機4局 

スタジオ照明8局（11か所）
テレビ放送機4局 

新放送センターの省エネ化 社会的な要請である、CO2排出量を抑制した環境にやさしい新放送センター建設に向けた
設計を進める。 新放送センター基本設計 情報棟実施設計 （情報棟着工）

新放送会館の省エネ化 空調・照明設備の高効率化や、太陽光発電、自然エネルギーの利用、屋上緑化などを行い、環
境にやさしい放送会館を建設する。 仙台（2018.2）、静岡（2018.3）、金沢 奈良、札幌、大津、佐賀 

自然エネルギー、
余剰エネルギーの活用

放送センター（240KW）、全国放送会館（合計434KW）、菖蒲久喜ラジオ放送所（2,000KW）
に整備した太陽光発電、および放送センターに整備したマイクロ水力発電（7KW）の運用
を継続する。

業務用車両の更新の際の
環境への配慮

車両の更新にあたっては、排ガス規制に適合した低公害車両の採用、低公害発電機の搭載
など環境に配慮する。

事業系廃棄物の削減活動

スペース＆オフィス文化改革によりペーパーレスの業務フローを確立し、コピー用紙の削
減を実現する。

無線LAN整備 10局（地域局） 
スマートオフィス化 3局（地域局）
電子決裁試行

無線LAN整備 10局程度（地域局）
電子決裁の運用拡大

無線LAN整備継続（2021年度完了予定）
電子決裁の運用拡大

ごみの削減と分別の徹底、リサイクルを行うことで廃棄物総量の抑制を図る。

美術セットの3R（Reuse, Reduce, Recycle）計画を推進する。

環境関連番組の放送など 環境関連番組を放送、地域の実情に応じイベントを実施する。

職員の省エネに対する
意識向上

環境経営に関する情報を積極的に事務局から発信し、職員全員の環境に対する意識改革を
図る。

（省エネ管理システムにて進捗状況を確認）

【停波 5 時間 / 日程度】

【停波 3 時間 / 日程度】

職場の節電活動（電灯・コンセント系電源） 

電灯設備の省エネ整備（CCFL，LED 化）

各種節電施策の実施

スタジオ照明の LED 化、テレビ放送機の高効率化など

基本設計、実施設計に省エネ設備を盛り込み、環境に配慮した建物を目指す

放送センター　太陽光発電、マイクロ水力発電の運用
全国放送会館　太陽光発電の運用

菖蒲久喜ラジオ放送所　太陽光発電の運用

低公害車両・発電機の導入 

無線 LAN 環境整備、業務用 PC のモバイル化、電子決裁の運用拡大によるコピー用紙使用量の削減

事務用品のリユース（再利用）の促進、ごみ分別によるリサイクル率の向上

セット利用の効率化、リサイクル素材の活用、廃棄物の抑制

環境問題をとらえた番組の放送、地域の実情に応じたイベントの実施

「環境経営だより」、「環境報告書」の発行による情報共有の促進 

CO2 排出量削減義務▲17％の履行（第 2 計画期間）

2018～2020年度経営計画の具体化
NHK環境経営アクションプラン

資料
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総合テレビの主な番組

うまいッ！� ������������������������ ㈰／午前8：25～

さわやか自然百景� ������������������� ㈰／午前7：45～

ダーウィンが来た！生きもの新伝説� ������� ㈰／午後7：30～

明日へ�つなげよう������������������� ㈰／午前10：05～

4時も！シブ5時
4月12日㈬ 午後4：00～ 「災害時に家族を守る・

簡単手作り防災グッズ」
8月31日㈭ 午後4：00～ 「大人気！防災×科学ショー実演」

NHKスペシャル
4月  1日㈯ 午後9：00～ 「足元の小宇宙Ⅱ�絵本作家と見つける

“雑草”生命のドラマ」
7月  9日㈰ 午後9：00～ 「九州北部�記録的豪雨はなぜ」
9月17日㈰ 午後9：00～ 「黒潮～世界最大�渦巻く不思議の海～」

12月17日㈰ 午後9：15～ 「激変する世界ビジネス�
“脱炭素革命”の衝撃」

2018年

3月  4日㈰ 午後9：00～ 「“河川津波”
～震災7年�知られざる脅威～」

3月  7日㈬ 午後10：25～「被曝（ばく）の森2018
～見えてきた“汚染循環”～」

3月10日㈯ 午後9：00～ 「誰にも言えなかった
～震災の心の傷�母と子の対話～」

NHKスペシャル�MEGA�CRISIS�巨大危機Ⅱ～脅威と闘う者たち～
9月  2日㈯ 午後9：00～ 第1集「都市直下地震�新たな脅威

“長周期パルス”の衝撃」
9月  9日㈯ 午後9：00～ 第2集「異常気象・スーパー台風�

予測不能の恐怖」

NHKスペシャル�シリーズ�ディープ・オーシャン
7月16日㈰ 午後9：00～ 「南極�深海に巨大生物を見た」
8月27日㈰ 午後9：00～ 「超深海�地球最深（フルデプス）への挑戦」

NHKスペシャル�メルトダウン�File.7
2018年

3月17日㈯ 午後9：00～ 「そして冷却水は絞られた
～原発事故�迷走の2日間～」

9月12日㈫ 午後10：00～「多発する“記録的大雨”新たなリスク」
10月16日㈪ 午後10：00～「世界で加速“EVシフト”

～日本はどうなる？～」
10月30日㈪ 午後10：00～「“プルトニウム大国”日本

～世界で広がる懸念～」
12月  4日㈪ 午後10：00～「中国“再エネ”が日本を飲み込む!?」
2018年

3月  6日㈫ 午後10：00～「原発事故“英雄たち”はいま�
被ばく調査拒否の実態」

ごごナマ�知っトク！らいふ
8月30日㈬ 午後2：05～ 「災害�知っておきたい食の備え」

プラネットアースⅡ
4月24日㈪ 午後7：30～ 第4集「草原�緑の揺りかご」
4月29日㈯ 午後7：30～ 第5集「高山�天空の闘い」
5月  6日㈯ 午後7：30～ 第6集「都市�新天地への挑戦」

プロフェッショナル�仕事の流儀
6月  5日㈪ 午後10：25～「桜咲く、人で咲く～樹木医・和田博幸～」

2018年

1月22日㈪ 午後10：25～「未知の海、生命と向き合う�
水族園職員・河原直明」

解説スタジアム
9月18日㈪ 午前11：10～「“予知”からの転換�

大規模災害にどう向きあう」

海に恋して�森を愛して～4Kで描くAMAMI～
2018年　1月  3日㈬ 午後6：05～

海洋アドベンチャー�タラ号の大冒険2
7月17日㈪ 午後10：00～「太平洋横断�サンゴの危機を救え！」

絵葉書にない尾瀬�新井幸人が撮る神秘の湿原
2018年　1月  1日㈪ 午後6：05～

視点・論点
4月11日㈫ 午前4：20～ 「生き物はスゴイ」
5月  8日㈪ 午前4：20～ 「奇跡の湖が語る地球気候」
6月  1日㈭ 午前4：20～ 「土砂災害から身を守るには」
7月31日㈪ 午前4：20～ 「増える“エネルギー永続地帯”」
9月18日㈪ 午前4：20～ 「水俣条約の意義と日本の役割」
9月20日㈬ 午前4：20～ 「雨や台風経路の変化にどう備える」

10月18日㈬ 午前4：20～ 「田園回帰～持続可能な地域へ～」
11月24日㈮ 午前4：20～ 「“森林環境税”導入をどう考える」
11月28日㈫ 午前4：20～ 「気候変動�COP23の成果と課題」
2018年

3月  7日㈬ 午前4：20～ 「シリーズ東日本大震災から7年
（1）福島の食の実態と風評被害」

NHKスペシャル�東日本大震災
8月  9日㈬ 午後10：00～「帰還した町で～原発事故7年目の闘い～」

2018年

3月11日㈰ 午後9：00～ 「めざした“復興”はいま�
～震災7年�被災地からの問いかけ～」

NHKスペシャル�廃炉への道2017
4月15日㈯ 午後9：00～ 「核燃料デブリ�見えてきた“壁”」

あさイチ
7月10日㈪ 午前8：15～ 「九州豪雨�現地からの報告」

2018年

1月17日㈬ 午前8：15～ 「“もし大地震が起きたら”
目からウロコの防災講座」

3月  7日㈬ 午前8：15～ 「避難指示が解除されて1年�
飯舘村を訪ねてみると�」

あの日�あのとき�あの番組
7月  9日㈰ 午後1：50～ 「“昆虫への憧れ”追い続けて」
7月30日㈰ 午後1：50～ 「知られざる海の生きものたち�

神秘の世界」

いつか来る日のために�証言記録スペシャル
9月  2日㈯ 午後4：40～ 「被災地支援」

2018年

3月10日㈯ 午前10：05～「震災7年�気仙沼の“あの人”は今」

くらし☆解説
4月13日㈭ 午前10：05～「公共施設が避難所に�その運営は」
4月27日㈭ 午前10：05～「サンゴ白化“緊急宣言”

海の森を守れるか？」
5月12日㈮ 午前10：05～「クロマグロ�とりすぎを防げ」
6月30日㈮ 午前10：05～「クロマグロ�漁獲量削減へ」
8月  2日㈬ 午前10：05～「稲光・雷鳴�どう身を守る？」
9月  8日㈮ 午前10：05～「黒潮大蛇行�食卓への影響は」
9月14日㈭ 午前10：05～「授業で学ぶ�クマの生態と役割」
9月15日㈮ 午前10：15～「巨大太陽フレア�地球への影響は」

10月18日㈬ 午前10：05～「世界自然遺産へ�奄美・沖縄現地調査」
10月19日㈭ 午前10：05～「どうなってるの？エコカー開発」
11月  8日㈬ 午前10：05～「“熱く”なってきた!?��地熱発電」

2018年

3月  9日㈮ 午前10：15～「震災7年�原発事故からの避難者の思いは」

クローズアップ現代＋
5月17日㈬ 午後10：00～「原発周辺の町�あふれる野生動物

～避難指示解除で何が～」
6月  6日㈫ 午後10：00～「原発事故から6年�

未知の放射性粒子に迫る」
7月  6日㈭ 午後10：00～「“異常な”豪雨が街を襲う

～緊急報告�九州北部�記録的豪雨～」

3月  8日㈭ 午前4：20～ 「シリーズ東日本大震災から7年
（2）災害対策の法整備」

3月  9日㈮ 午前4：20～ 「シリーズ東日本大震災から7年
（3）原発事故集団訴訟と福島」

時論公論
4月13日㈭ 午後11：55～ 　「廃炉と人材育成」
4月14日㈮ 午後11：55～ 　「震災復興支援は」
5月19日㈮ 午後11：55～ 　「核のごみ問題は」
6月22日㈭ 午後11：55～ 　「土砂災害対策は」
6月30日㈮ 午後11：55～ 　「原発事故責任は」
7月  4日㈫ 午後11：55～ 　「事前に防災計画」
7月  6日㈭ 午後11：55～ 　「九州北部豪雨」
7月12日㈬ 午後11：55～ 　「九州豪雨1週間」
7月31日㈪ 午後11：55～ 　「核のごみ地図は」
8月  4日㈮ 午後11：55～ 　「7月豪雨に学ぶ」
8月10日㈭ 午後11：55～ 　「原発政策の課題」
8月16日㈬ 午後11：55～ 　「水俣条約と日本」
9月26日㈫ 午後11：55～ 　「40年廃炉可能か」

11月21日㈫ 午後11：55～ 　「原発延長運転は」
2018年

1月17日㈬ 午後11：55～ 　「災害共助の今後」
3月  8日㈭ 午後11：55～ 　「原発事故7年」

第37回�全国豊かな海づくり大会�福岡大会
10月29日㈰ 午後2：10～

第68回�全国植樹祭�とやま2017
5月28日㈰ 午前10：55～

特集�小さな旅
4月  1日㈯ 午後5：00～ 「山の歌�総集編」

12月30日㈯ 午前7：20～ 「彩りの四季」

日曜討論
2018年

3月11日㈰ 午前9：00～ 「東日本大震災7年�復興はいま」

目撃！にっぽん
6月25日㈰ 午前6：15～ 「一斉解除の町で」
7月23日㈰ 午前6：15～ 「帰還�いまだ遠く

～飯舘村�避難解除から100日～」
8月  6日㈰ 午前6：17～ 「ふるさとを取り戻す

～東日本大震災6年�石巻市大川～」

資料

環境に関する放送番組
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Ｅテレの主な番組

しぜんとあそぼ���������������������� ㈫／午後3：45～

学ぼうBOSAI� ���������������������� ㈭／午前9：45～

猫のしっぽ�カエルの手
～京都大原�ベニシアの手づくり暮らし～���� ㈰／午後6：00～

福島をずっと見ているTV� ������������� ㈭／午後10：00～

10min.�ボックス�地理
11月10日㈮ 午前1：15～ 「なぜアマゾンの熱帯雨林は

注目を集めているの？～南アメリカ州～」
11月24日㈮ 午前1：15～ 「どうして和食の食材は豊富なの？�

��～日本の自然環境～」
12月  8日㈮ 午前1：15～ 「日本の資源・エネルギーと産業」
2018年

3月  2日㈮ 午前1：15～ 「もし洪水が起きたら？
～身近な地域の調査・将来どうする？～」

ETV特集
9月30日㈯ 午後11：00～「ウナギを追いつづけた男

～塚本博士の大冒険～」
2018年

1月20日㈯ 午後11：00～「カキと森と長靴と」

NHK高校講座�地学基礎
7月14日㈮ 午後2：40～ 「地球環境の考え方」
9月  1日㈮ 午後2：40～ 「自然環境の変化」
9月  8日㈮ 午後2：40～ 「人間活動がもたらす自然環境の変化」
9月15日㈮ 午後2：40～ 「自然がもたらす恩恵」

NHK高校講座�地理
6月  2日㈮ 午後2：40～ 「温暖化する地球」
6月16日㈮ 午後2：40～ 「林業・水産業と世界の自然環境」
6月30日㈮ 午後2：40～ 「エネルギーの世界地図」
7月  7日㈮ 午後2：40～ 「水から世界を考える」

TVシンポジウム
12月30日㈯ 午後2：00～ 「どうなる日本のエネルギー

～混迷する世界情勢の中で～」
2018年

1月14日㈰ 午後2：30～ 「放射能汚染からのふるさと再生」
3月10日㈯ 午後2：00～ 「命を守る防災情報

～第1回世界防災フォーラム～」

サイエンスZERO
6月18日㈰ 午後11：30～「水の生態調査の大革命！環境DNA」

6月25日㈰ 午後11：30～「CO2削減の切り札！アンモニア研究最前線」
8月  6日㈰ 午後11：30～「地球を救う!?�神秘の生物�ミドリムシ」
9月  3日㈰ 午後11：30～「小さな大洋“日本海”からの警告」
9月10日㈰ 午後11：30～「遺伝子解析でサンゴを救え！」

10月  8日㈰ 午後11：55～「異常気象に立ち向かえ�異分野からの挑戦！」
2018年

1月21日㈰ 午後11：30～「巨大海流�黒潮」
2月  4日㈰ 午後11：30～ シリーズ原発事故17

「正念場へ！“デブリ”は取り出せるのか？」

モーガン・フリーマン�時空を超えて
5月25日㈭ 午後10：00～「太陽のない世界�人類は生存可能か？」

香川照之の昆虫すごいぜ！
5月  5日㈮ 午前9：00～ 「2時間目�モンシロチョウ」
6月10日㈯ 午後4：00～ 「トノサマバッタ」

10月  9日㈪ 午前9：00～ 「3時間目�オニヤンマ」

香川照之の昆虫すごいぜ！特別編
8月12日㈯ 午前9：30～ 「出動！タガメ捜査一課」

2018年

1月  1日㈪ 午前9：00～ 「カマキリ先生☆マレーシアへ行く」

人生デザイン�U－29
4月11日㈫ 午後11：00～「木材販売会社経営」
6月27日㈫ 午後11：00～「お茶農家」

地球ドラマチック
4月  8日㈯ 午後7：00～ 「ゾウ追跡！1000頭が大集合」
6月17日㈯ 午後7：00～ 「飛べない巨人�ダチョウ」
7月  8日㈯ 午後7：00～ 「キツネの森とニコラ

～スイス�動物たちのユートピア～」
7月29日㈯ 午後3：14～ 「生命進化の謎���

巨大昆虫はなぜ絶滅したのか」
9月16日㈯ 午後7：00～ 「ジャガー�アマゾン最強の王者」��

11月  4日㈯ 午後7：00～ 「オオカミと羊飼いの男
～ルーマニア�冬の森の物語～」

12月  9日㈯ 午後7：00～ 「森の狩人�フクロウ物語」
2018年

1月20日㈯ 午後7：00～ 「グリーンランド～極北の海に潜る～」

未来広告ジャパン！
2018年

2月  7日㈬ 午前9：35～ 「森林とわたしたちのくらし」
2月21日㈬ 午前9：35～ 「自然環境を守る」
3月  7日㈬ 午前9：35～ 「自然災害から命とくらしを守る」

未来塾�公開復興サポート�明日へ�in�熊本
11月11日㈯ 午後3：00～ 「森田正光のエンタメお天気講座」

BS1の主な番組

15分でにっぽん百名山����������������� ㈪／午後4：30～

実践！にっぽん百名山� ���������������� ㈯／午後5：00～

“ゴミの島”再生の日～豊島�産廃と闘った42年～
6月29日㈭ 午後6：20～

Asia�Insight
6月  5日㈪ 午後2：00～ 「ごみクリニックの挑戦～インドネシア～」

BOSAI�学びの旅
2018年

3月  2日㈮ 午後9：00～ 「巨大津波・原発災害から日本が学んだこと」

BS1スペシャル
11月26日㈰ 午後10：00～「原発事故7年目�甲状腺検査はいま」
2018年

2月  3日㈯ 午後7：00～ 「銀嶺の空白地帯に挑む
～カラコルム・シスパーレ～」

3月11日㈰ 午後10：00～「福島タイムラプス�震災7年目の映像詩」

BS世界のドキュメンタリー�シリーズ�大地の異変の中で
11月  7日㈫ 午前0：00～ 「地球が壊れる前に

～ディカプリオの黙示録～」（前編）
11月  8日㈬ 午前0：00～ 「地球が壊れる前に

～ディカプリオの黙示録～」（後編）
11月  9日㈭ 午前0：00～ 「恵みの雨を」
11月10日㈮ 午前0：00～ 「雲上のサムエル」

great�gear
5月13日㈯ 午前3：30～ 「スマートエネルギーウイーク」

10月  7日㈯ 午前3：30～ 「オフィス防災エクスポ」
2018年

2月  3日㈯ 午前3：30～ 「エコプロ2017」
3月17日㈯ 午前3：30～ 「震災対策技術展」

OUR�LIVES�IN�FUKUSHIMA
12月19日㈫ 午後7：00～

シリーズ“脱炭素革命”
2018年

2月26日㈪ 午後11：00～ 第1回「激変する金融ビジネス�
“石炭”からの投資撤退」

3月  5日㈪ 午後11：00～ 第2回「激変する電力ビジネス�
再生可能エネルギーへのシフト」

3月12日㈪ 午後11：00～ 第3回「激変する世界ビジネス�
グローバル企業の挑戦」

巨大危機�MEGA�CRISIS�特別編
11月11日㈯ 午後7：00～ 第1集「都市直下地震�新たな脅威�

“長周期パルス”の衝撃」
11月11日㈯ 午後8：00～ 第2集「異常気象・スーパ－台風�

予測不能の恐怖」

経済フロントライン
6月10日㈯ 午後10：00～「撤退する事業者が次々と�

失速する再生可能エネルギー」
9月30日㈯ 午後10：00～「ヨーロッパや中国で電気自動車へ

移行する“EVシフト”が加速」

国際報道2017
7月  7日㈮ 午後10：00～「G20首脳会議開幕

焦点は自由貿易と温暖化対策」
9月27日㈬ 午後10：00～「水俣条約発効！

待ったなし途上国の水銀対策」
10月  3日㈫ 午後10：00～「世界は電気自動車シフト

�“ディーゼル離れ”の自動車大国ドイツは」
11月24日㈮ 午後10：00～「温暖化でスーパー台風が日本を襲う?!」

国際報道2018
2018年

1月16日㈫ 午後10：00～「米国でも加速!?�電気自動車シフト」

廃炉への道�全記録
5月  7日㈰ 午後10：00～「核燃料デブリ�見えてきた“壁”」

資料
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BSプレミアムの主な番組

にっぽんトレッキング100��������������� ㈬／午後8：00～

ニッポンの里山�ふるさとの絶景に出会う旅��� ㈪／午前7：00～

にっぽん百名山���������������������� ㈪／午後7：30～

ワイルドライフ� ��������������������� ㈪／午後8：00～

驚き！地球！グレートネイチャー� ��������� ㈭／午前6：00～

晴れ、ときどきファーム！��������������� ㈮／午後11：00～

オーレリアンの庭�今森光彦�四季を楽しむ里山暮らし�
5月27日㈯ 午後11：00～「春」
9月  2日㈯ 午後10：30～「夏」

12月16日㈯ 午後6：00～

魔法の庭�ダルメイン～秋冬�そして�春～
5月31日㈬ 午後9：00～

ターシャ・テューダーの森から～ひ孫たちの夏日記～
9月  9日㈯ 午後7：30～

スーパープレミアム
2018年

1月13日㈯ 午後8：00～ 「ぐるっと赤道3時間スペシャル」

ニッポン印象派
11月11日㈯ 午後11：00～「青の世界」

2018年

1月13日㈯ 午後11：00～「神の滝」
1月27日㈯ 午後11：00～「いのちの海」
3月17日㈯ 午後11：00～「水の峰�雲の山」
3月24日㈯ 午後11：00～「雪解け水」

にっぽんトレッキング100スペシャル
7月22日㈯ 午後2：00～ 「生中継・夏の北アルプス山小屋大縦断！」
9月27日㈬ 午後7：30～ 「花・水・秘境�行きたくなる絶景Best10」

にっぽん百名山スペシャル
8月11日㈮ 午後9：00～ 「きょうは山の日�山の恵みに感謝しよう！」

10月30日㈪ 午後7：30～ 「秋のきらめき�見つけた」

親子でHAPPY！�百名山～高尾山・屋久島・大菩薩～
4月29日㈯ 午後8：00～

ホタル前線�北上の旅�蛍火が照らす�美しき日本
8月30日㈬ 午後7：30～

ワイルドライフスペシャル
10月  9日㈪ 午後8：00～ 「BIG�PACIFIC～環太平洋の海～」
11月13日㈪ 午後0：30～ 「奇想天外！命輝く島々を巡る」

2018年

3月  5日㈪ 午後8：00～ 「極北！砂漠！極限の地に命がめぐる」

失われた色を求めて～植物染め・伝統100色を今の世に～
5月10日㈬ 午後8：00～

甦（よみがえ）る天平の色
8月  4日㈮ 午後8：45～ 「紫の物語」
8月11日㈮ 午後8：45～ 「茜（あかね）の物語」
8月18日㈮ 午後8：45～ 「紅の物語」
8月25日㈮ 午後8：45～ 「藍の物語」

体感！グレートネイチャーSP�地球事変�ギガミステリー
12月  9日㈯ 午後9：00～ （1）「地中海消滅」
12月  9日㈯ 午後10：00～（2）「サルの大いなる旅路」
2018年

3月14日㈬ 午後10：00～（3）「大量絶滅」
3月21日㈬ 午後10：00～（4）「革命を生んだ小氷期」

南極大潜航�幻の巨大イカと氷の楽園
12月11日㈪ 午後8：00～

南極�氷の下のタイムカプセル
2018年

2月24日㈯ 午後9：00～

3月  5日㈪ 午前7：45～ 「大地に残された酸素誕生の鍵」
3月  6日㈫ 午前7：45～ 「湖底にひろがる太古の地球」
3月  7日㈬ 午前7：45～ 「その時�酸素が生まれた」
3月  8日㈭ 午前7：45～ 「なぜ地球は生命に満ちたのか」
3月  9日㈮ 午前7：45～ 「極寒の地に生きる小さな命」

特集ニッポンの里山
9月30日㈯ 午後6：30～ 「火の国�木の里�水の園�

豊じょうの九州を行く」

発見！体感！にっぽん水紀行
7月19日㈬ 午後9：00～ 「透き通る水の王国�熊野」
9月27日㈬ 午後9：00～ 「島に輝くいのちの湧き水～沖縄～」

10月11日㈬ 午後9：00～ 「火山と霧が生んだ神秘の水
～北海道�十勝・釧路・根室～」

12月29日㈮ 午後9：00～ 「水の国�大分�
東洋のナイアガラと海底湧水」

裏磐梯五色沼�中村征夫�神秘の水中世界を撮る
4月12日㈬ 午後8：00～

恋するシャチの物語
2018年　1月  2日㈫ 午後7：30～

ラジオ第1の主な番組

先読み！夕方ニュース� ������������� ㈪～㈮／午後5：00～

4月  5日㈬「南極で何が起きているのか？」
4月  6日㈭「北極圏にどう向き合うのか」
5月  2日㈫「日本�クロマグロの規制守れず」
5月  8日㈪「生ゴミで2020聖火を」
6月22日㈭「家庭でもできる地球温暖化対策」
7月  3日㈪「無料交換！白熱球とLED」
7月  4日㈫「毒性の強い海の生き物北上中」
7月31日㈪「特異な今年の雨の降り方」
7月31日㈪「深刻化するうなぎの資源枯渇」
8月22日㈫「終わらないアスベスト被害」
9月  4日㈪

～  6日㈬ シリーズ「ツキノワグマ�現状と課題」
9月  5日㈫「38年ぶりに確認�カワウソその生態と絶滅の教訓」
9月20日㈬「世界のEVシフト�日本メーカーの今後の戦略は」

10月16日㈪

～19日㈭ シリーズ「世界自然遺産とネコ問題」
11月22日㈬「黒潮大蛇行�生活への影響は？」
2018年

1月  9日㈫「九州北部豪雨から半年�流木災害を考える」
3月26日㈪「ここまできた！世界の再生可能エネルギー」

ＮＨＫジャーナル������������������㈪～㈮／午後10：00～

4月25日㈫「和歌山発�ユニーク汚水処理施設」
5月  1日㈪「“クールビズ”スタート～さまざまな暑さ対策～」
5月  2日㈫「福島の搾乳農家、線量計持参で参加�

世界アイスクリーム博覧会」
5月30日㈫「食品ロスを防ぐ�もったいないセール始まる」
5月30日㈫「尾瀬で65年ぶりの大規模生態系調査」
7月12日㈬「風力発電でCO2ゼロの水素製造実験」
8月  8日㈫「関東・東北豪雨から2年～記憶を伝えるために～」
8月  9日㈬「地球観測衛星（ASNARO2）公開」�
9月  6日㈬「日産、新型EV発表」
9月19日㈫「ドローン活用で林業の未来を変える」

2018年

1月18日㈮「深海探査レースに挑むチームKuroshio」
3月  2日㈮「日の丸ロケット探査

～月に野菜工場を作る研究（玉川大）～」
3月  5日㈪「トヨタやホンダなど11社が

水素ステーションのインフラで連携」
3月20日㈫「国内最大級�ダムの湖面を生かした

メガソーラー発電（市原市）」
3月26日㈪「省エネ住宅・IOT家電・水素ステーションなど

～スマートタウン街開き～」

子ども科学電話相談� ����������� 7月～8月および12月～1月

7月24日～28日、7月31日～8月4日 午前8：05～

「夏休み子ども科学電話相談」
12月25日～28日、2018年1月4日・5日・8日 午前8：05～

「冬休み子ども科学電話相談」
※身近な環境から、温暖化や地震など地球規模の環境問題まで、科学の

分野の専門家が子どもたちからの質問に答えた。

NHKワールドTVの主な番組

Asia�Insight
11月10日「さよなら！レジ袋～インドネシア・バリ島」

2018年

1月19日「エコツーリズムで村おこし
～カンボジア�ガイドになった密猟者」

Direct�Talk
4月26日「飲料水供給社会事業『1001の泉』創始者

チャイ・ロー（カンボジア）」
8月  2日「環境保護団体HUNAB代表

マリツァ・モラレス・カサノバ（メキシコ）」
11月14日「アルピニスト�野口�健」

great�gear
2018年

1月11日「短くなった鉛筆を一本に！／TSUNAGO」　
1月25日「エコプロ2017～環境とエネルギーの未来展�

“EcoPro�2017”」

Journeys�in�Japan
8月  8日「白神山地�豊かなる森」

RISING
10月26日「世界初！プロペラのない全方位万能型の風力発電�

�株式会社チャレナジー・CEO清水敦史」

SAMURAI�WHEELS
5月  3日「進化するエコカーのパイオニア」
6月14日「アジアを駆けるエコカー」
8月  9日「“第3のエコカー”�軽自動車の進化系」

SATOYAMA�Cafe
6月25日「天草、長崎、五島列島を行く」

SATOYAMA�New�Generation
2018年　2月17日

資料
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NHKは、みなさまの受信料で成り立つ

「公共放送」です

組織概要

◉ 名　　　称 日本放送協会（ＮＨＫ）

◉ 設　　　立
1925年３月22日　社団法人「東京放送局」仮放送開始
1950年６月 １日　放送法による特殊法人「日本放送協会」設立

◉ 本部所在地 東京都渋谷区神南２－２－１

◉ 職　員　数 10,303人（2017年度）

◉ 財 政 状 況
事業収入　7,202億円（2017年度決算額）
事業支出　6,972億円（2017年度決算額）

◉ 放　送　局 全国54か所（本部を含む）

◉ 国 内 放 送 地上放送 総合テレビジョン
教育テレビジョン

衛星放送 BS1
BS プレミアム

ラジオ放送 ラジオ第１放送、ラジオ第２放送、ＦＭ放送

◉ 国 際 放 送 ＮＨＫワールド JAPAN

ＮＨＫワールド・プレミアム

ＮＨＫワールド・ラジオ日本

NHK放送センター（東京・渋谷）

本報告書について

報告対象範囲：日本放送協会（海外総支局を除く国内全局所）
報告対象期間：2017年度（2017年4月～2018年3月）を中心に記載
発　　　　行：2018年12月

2018年12月1日～ BS4K
BS8K
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