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日　21:00～21:49
月　22:00～22:49
水　00:55～01:44
木　00:55～01:44

『NHKスペシャル』は，“情報の質が高く良識

と感動を伝える”ことを目標に08年度は109本を

放送した。多彩な番組を制作し，視聴者からの支

持を得た。視聴者層の拡大にも努め，50代以下の

若年層を取り込んだ。

08年は100年に一度と言われる経済危機に遭遇

した年で，世界と日本社会の動きや変化をタイミ

ングよく伝えた。非正規雇用の問題をはじめ，こ

の国の社会保障の課題と方向性を示した「セーフ

ティーネット・クライシス」，金融危機とその影

響を描いた「マネーの暴走が止まらない」「アメ

リカ発　世界金融危機」「アメリカ発　世界自動

車危機」など世界の激変を深くわかりやすく伝え

た。「中国・四川大地震」や「追跡・秋葉原通り

魔事件」など事件事故をすばやく伝え，視聴者の

強い関心に応えた。

洞爺湖で開かれた環境サミットに合わせ「北極

大変動（ 1 ）（ 2 ）」など，環境問題を考える番組

を 6 本放送した。 6 月には 3 日間にわたって「S

AVE THE FUTURE」を放送し，「日本の，これ

から　スペシャル」も組み込んで環境をめぐる現

状と課題に多角的に迫った。柔らかな演出で地球

環境を守ろうというメッセージを若い世代に向け

て伝えた。

8月の北京オリンピックに向けては，世界の一

流選手の肉体の秘密に迫ったシリーズ「ミラクル

ボディー」を春に 3本放送。夏には優勝した女子

ソフトボールや苦戦を強いられた柔道，男子体操

などを取材し，オリンピックをより深く楽しめる

番組を 5本放送した。

終戦関連番組は， 8月にオリンピックと放送時

期が重なったため，秋以降も柔軟に編成した。

[見過ごされた被爆」「米軍カメラマンが見たN

AGASAKI」「レイテ決戦」「日本軍と阿片」など

は 8月に放送し， 9月から12月にかけては「戦場

心の傷（ 1）（ 2）」「こうして“核”は持ち込まれ

た」「引き揚げはこうして実現した」など，知ら

れざる歴史を掘り起こした。ドラマ「最後の戦

犯」の演出担当者は芸術選奨新人賞を受賞した。

大型シリーズ番組も存在感を示した。身近で関

心の高い病気を進化から解明した「病の起源」を

6本放送し，平均視聴率11.7％と好評であった。

新興都市の勃
ぼっ

興と世界を変えるエネルギーを描

いた「沸騰都市」（ 9 本シリーズ）も時宜を得た

企画として評価された。空前の開発ブームに沸く

ドバイ，新興国パワーが集まるロンドン，貧しい

人々が豊さへと突き進むダッカ，東西が激突する

イスタンブール，黒人勢力が勃
ぼっ

興するヨハネスブ

ルク，穀物資源に沸くサンパウロ，頭脳を集める

シンガポール，さらなる過密さへと突き進むモン

スター都市・東京。09年 3 月末には総集編とし

て，金融危機以降の世界の激変をも取り込んだ

[沸騰都市のそれから」で世界の変ぼうを描き続

けた。

また，「日本とアメリカ」は，（ 1）アメリカを

買収する日本の原子力産業，（ 2 ）ハリウッドへ

挑戦する日本アニメ，（ 3 ）大統領選挙を機に日

本を売り込む日本大使館などをタイミングよく放

送した。

「激流中国」は，（ 1 ）芽生え始めた住民パワ

ー，（ 2）病人大行列の矛盾，（ 3）環境破壊など

強烈な話題でシリーズの終盤を飾った。「インド

の衝撃」では，（ 1 ）貧困層を市場にしたビジネ

ス，（ 2 ）ジェネリック医薬品で世界を狙う製薬

会社，（ 3 ）インドを支える印僑パワーなど，イ

ンパクトある番組を放送した。

とりわけ08年度は，日本社会が激変に巻き込ま

れる時期に，仕事や暮らし，医療などの身近で大

切な課題に目を向け， 4月に「名ばかり管理職」

と「大返済時代～借金200兆円　始まった住民負

担」， 5 月には「セーフティーネット・クライシ

ス」で「日本の社会保障が危ない」を，続編は12

月に「非正規労働者を守れるか」を放送した。 6

月「橋は大丈夫か」， 7 月「借金地獄から救いだ

せ」，10月「世界同時食糧危機（ 1 ）（ 2 ）」，12月

には「さまよえるがん患者」「追跡！“国産食品”

偽装」「医師の偏在　どう解決するか」を放送し

た。09年に入って「日雇いに流れ込む人々」「製

造業派遣は何をもたらしたか」「闘うリハビリ

Ⅱ」「職業“詐欺”～増殖する若者犯罪グルー

プ」「うつ病治療　常識が変わる」など，社会の

激変の中でも忘れてはならない大切な事柄や気に

なる事象を放送し，大きな注目を集めた。

「幻のサメを探せ」「メガヒットの秘密～20年

目のB’z」，シリーズ「女と男」（ 3 本）など，若

い世代にも関心が高い題材で視聴者層の拡大を図

った。また，08年の12月から始まったNHKオン

デマンドの見逃しサービスでも，『NHKスペシャ

ル』は常に上位を占め，視聴者の拡大に貢献した。
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「激流中国」
「（11）北京　怒れるニュータウン～沸き上が
る住民パワー」

04.06／21:00～21:49
04.09／00:55～01:44
12.25／01:45～02:34

市場経済化で，個人が住宅を買えるようになっ

た中国で巨大なマンション群・ニュータウンが広

がっている。そこで住民組織を結成して，自治を

実現しようとする住民たちがトラブルに直面して

いる。北京のニュータウンを舞台に住民に密着す

る。／スペシャル番組センター，衛星放送制作セ

ンター

「（12）病人大行列～13億人の医療」
06.15／21:00～21:49
11.01／15:05～15:54
12.26／00:40～01:29

市場経済化が進む中国で，様変わりする医療現

場。かつて医療サービスは無料だったが，制度は

一変した。大勢の患者が押し寄せる北京の大型病

院を舞台に，医療費負担に苦しむ人々と収益を高

めようと奔走する病院，双方に密着した。／スペ

シャル番組センター

「（13）告発せよ　摘発せよ～環境破壊との闘
い」

07.13／21:00～21:49
07.17／00:55～01:44
12.26／01:30～02:19

環境浄化の取り組みと汚染企業との攻防が繰り

広げられる沿海部，そして環境保護よりも経済発

展が優先される内陸部，それぞれの事情から根源

的な対立を抱える両地域にカメラを入れ，タブー

とも言える中国の環境問題の実態とジレンマを描

いた。／スペシャル番組センター

「病の起源」
「（1）睡眠時無呼吸症～石器が生んだ病」

04.13／21:00～21:49
04.16／00:55～01:44

眠っている時に突然呼吸が止まる睡眠時無呼吸

症は，心臓病など重篤
じゅうとく

な合併症を引き起こす。起

源は人類が石器を使い，肉を食べ始めたことにあ

る。あごが小さくなり，舌が入る空間が小さくな

ったために気道が塞
ふさ

がりやすくなったのである。

／スペシャル番組センター，NEP

「（ 2 ）骨と皮膚の病～それは“出アフリカ”
に始まった」

04.20／21:00～21:49
04.23／00:55～01:44

6 万年前にアフリカを出た人類は，肌の色を変

化させることで太陽光を調和してきた。ところが

今，自ら築いた文明の中で，生活や環境を一変さ

せ，太陽光とのバランスは失われた。そして皮膚

がんや骨粗鬆
しょう

症，くる病に苦しむようになった。

／スペシャル番組センター，NEP

「（3）腰痛～それは二足歩行の宿命か？」
10.05／21:00～21:49
11.03／15:10～15:59

腰痛は 8割の人が経験すると言われる人類共通

の病。従来，二足歩行を選んだ人類の宿命と言わ

れてきた。しかし，実は腰痛の85％は原因がわか

っていない。最先端の研究によって，腰痛は文明

社会が人の体と脳に与えた病だったことが明らか

に。／スペシャル番組センター，科学・環境番組，

NEP

「（4）読字障害～文字が生んだ病」
10.12／21:00～21:49
11.12／00:55～01:44

子どものころから文字の読み書きに著しい困難

を示す読字障害。米英で人口の10％以上，日本で

も 5％いる。文字の読み書きは 5千 3百年前に始

まったばかりで，脳の進化がその複雑な処理にま

だ追いついていないためだと言う。／スペシャル

番組センター，NEP

「（5）糖尿病～想定外の“ぜいたく”」
11.16／21:00～21:49
11.19／01:10～01:59

飢餓を克服した人類に襲いかかる糖尿病。特に

脂肪分の少ない食生活を続けてきた日本人は，膵
すい

臓機能が弱く糖尿病にぜい弱だ。さらに，現代女

性の「やせたい願望」が胎児の段階で子どもを糖

尿病体質にしてしまうこともわかってきた。／ス

ペシャル番組センター，科学・環境番組部，NEP

「（6）アレルギー～2億年目の免疫異変」
11.23／21:00～21:49
11.26／00:55～01:44

アレルギーは 2億年前，ほ乳類が外敵から身を

守るために獲得した免疫反応。最新研究でアレル

ギー急増の意外な原因が判明，半世紀前に始まっ

た超清潔社会が犯人だった。乳幼児期に家畜と触

れ合い，細菌にさらされるとアレルギー予防にな

る。／スペシャル番組センター，科学・環境番組

部，NEP
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「ミラクルボディー」
「（3）ハイジャンプ　翼なき“天才”」

04.27／21:00～21:49
04.30／00:55～01:44

人間の可能性に迫るシリーズの 3回目。キャリ

アわずか 1 年半で世界選手権に優勝したドナル

ド・トーマス。身長181cmでアテネ五輪で金メダ

ルのステファン・ホルム。走り高跳びの頂点を争

う 2人の戦いを追う。／報道番組センタースポー

ツ部

「（ 4 ）反応の限界を超えろ～特撮・一瞬の闘
い」

05.04／21:00～21:49
05.07／00:55～01:44

人間はどこまで速く反応できるのか。ハイスピ

ードカメラを駆使して，トップアスリートの反応

速度に迫る。プロ野球07年度の首位打者・青木宣

親選手。第11代WBC世界ミニマム級チャンピオ

ンのイーグル選手などを追う。／報道番組センタ

ースポーツ部

「（5）世界最強の男たち」
08.06／22:00～23:28

世界最強の選手たちの鍛え上げられた肉体と驚

異の運動能力をハイスピードカメラなどで特撮，

人間の可能性を探ったシリーズ「ミラクルボディ

ー」。陸上百メートル，競泳，走り高跳びの 3 競

技で北京五輪金メダル候補とされる男たちに迫

る。／JN

「沸騰都市」
「（1）ドバイ　砂漠にわき出た巨大マネー」

05.18／21:00～21:49
05.21／00:55～01:44
03.28／00:15～01:04

人類史上最速のスピードと最大のスケールで開

発が進むドバイに，世界中からヒト，モノ，カネ

が吸い寄せられている。世界が不況に苦しむ中，

アラビア半島の砂漠の中に突如出現した巨大都市

・ドバイに群がる人々の欲望の物語を描く。／ス

ペシャル番組センター

「（2）ロンドン　世界の首都を奪還せよ」
05.19／22:00～22:49
05.22／00:55～01:44
06.19／00:55～01:44

かつてない好況に沸くロンドンは今やニューヨ

ークから世界の首都の座を奪おうという勢いだ。

復活の秘密は自力での成長を断念，ロシアやイン

ドなど新興国のパワーを貪欲
どんよく

に取り入れたことに

ある。葛藤
かっとう

や矛盾を抱えながらも続く繁栄の物語。

／スペシャル番組センター

「（3）ダッカ　“奇跡”を呼ぶ融資」
06.22／21:00～21:49
03.28／01:04～01:53

世界最貧国の一つだったバングラデシュが目覚

ましい経済成長を遂げている。その主役は貧困層。

巨大NGOブラックから無担保融資を受けながら，

貧困から抜け出そうとしている。首都ダッカで，

自力で豊かさを目指す人々の物語を描く。／スペ

シャル番組センター

「（ 4 ）イスタンブール　激突　ヨーロッパか
イスラムか」

06.29／21:00～21:49
ヨーロッパとイスラムが接するトルコ・イスタ

ンブール。イスラム教徒が多数だが厳格な政教分

離で西洋化を目指してきた。しかし，スカーフ解

禁案からのイスラムと政教分離派の対立が経済も

巻き込み，激化。東西の十字路の新たなうねりを

描く。／スペシャル番組センター

「（ 5 ）ヨハネスブルク“黒いダイヤ”たちの
闘い」

1.25／21:00～21:49
01.28／00:45～01:34

資源大国，南アフリカの経済の中心・ヨハネス

ブルク。アパルトヘイトの撤廃から15年，自由と

富を手に入れた黒人の“黒いダイヤ”たちが急成

長を遂げている。そして今，経済危機という初め

ての試練に立ち向かう。／スペシャル番組センタ

ー

「（6）サンパウロ　富豪は空を飛ぶ」
02.01／21:00～21:49
02.04／00:45～01:34

南半球最大の都市，ブラジル・サンパウロに，

大渋滞を避けるため，ヘリコプターを車代わりに

使う「空飛ぶ富豪」と呼ばれる人たちが出現して

いる。資源や農業で財を成した人たちである。空

飛ぶ富豪のビジネスを追う。／スペシャル番組セ

ンター

「（ 7 ）シンガポール　世界の頭脳を呼び寄せ
ろ」

02.15／21:00～21:49
02.18／00:45～01:34

東京23区ほどの国土に480万人が住む都市国家

・シンガポール。科学者，投資家，美女，世界の

優秀な人材をかき集め，金融危機後の繁栄を目指

す。リー首相のもと，強引とも言えるトップダウ

ンで推し進められるその戦略を描く。／スペシャ
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ル番組センター

「（8）TOKYOモンスター」
02.16／22:00～22:49
02.19／00:45～01:34

日本中世界中から集まる，ヒト，モノ，カネに

突き動かされて，東京が膨張を続けている。海へ，

空へ，そして地下へと超効率都市を目指して変ぼ

うを遂げる東京の開発の最前線を，ドキュメンタ

リーとアニメ， 2つのアプローチで描く。／スペ

シャル番組センター

「（9）沸騰都市のそれから」（総集編）
03.29／21:00～21:59
04.16／00:45～01:44

ドバイ，ロンドン，ダッカ，イスタンブール。

08年春に放送した「沸騰都市」では，世界的な金

余りで，どの都市も未曽有の繁栄をしていた。し

かし，金融危機の荒波からは逃げ切れなかった。

各都市を再び取材し，危機後の姿を追う。／スペ

シャル番組センター

「セーフティーネット・クライシス」
「（1）日本の社会保障が危ない」

5.11／21:00～22:28
05.14／00:55～02:23

突然の病気や失業，老いなど，私たちの人生の

リスクに備えるセーフティーネット・社会保障が

危機に瀕
ひん

している。背景にあるのが，これまで制

度を支えてきた企業や家族の変容。日本の社会保

障の危機を検証し，立て直すための課題を探る。

／文化・福祉番組部，経済・社会情報番組部，プ

ラネット

「（2）非正規労働者を守れるか」
12.15／19:30～20:44
12.18／00:55～02:09

3 人に 1人を超えた派遣・パートなどの「非正

規労働者」。景気後退の中，09年 3 月までに 3 万

人が仕事を失うと見られている。彼らの雇用や暮

らしをどう守るのか？　日本の現状を伝えるとと

もに，オランダの事例に学びながらスタジオで議

論する。／文化・福祉番組部，経済・社会情報番

組部，プラネット

「北極大変動」
「（1）氷が消え悲劇が始まった」

05.25／21:00～21:49
05.28／00:55～01:44
06.07／00:10～01:01

北極が地球温暖化の脅威にさらされている。北

極海の氷は解け07年に観測史上最小となった。そ

の影響を強く受けているのが生き物たちである。

ホッキョクグマは絶滅の危機に瀕
ひん

している。科学

者の調査に同行，北極で進行する大変動に迫る。

／科学・環境番組部

「（2）氷の海から巨大資源が現れた」
05.26／22:00～22:49
05.29／00:55～01:44
06.07／01:11～01:52
010.15／00:55～01:44

北極海を覆う氷が縮小し，海底に眠る莫
ばく

大な石

油と天然ガスを巡り資源開発競争が始まった。新

たな開発は，さらなる温暖化を招き，「負の連

鎖」を引き起こす。底知れない人間の欲望がもた

らす，北極の「黒いゴールドラッシュ」を描き出

す。／科学・環境番組部

「インドの衝撃」
「（1）“貧困層”を狙え」

07.20／21:00～21:49
7 億人が貧困層というインド。その多くが暮ら

す農村に世界から企業が進出，新たなビジネスを

展開している。貧困層でも手の届く超低価格商品

の開発や，ネットを使った直接取引など，貧困層

を巨大市場として狙い始めた企業の動きを追う。

／スペシャル番組センター，社会番組部

「（ 2 ）上陸インド流ビジネス～日本を狙う
“製薬大国”」 07.21／22:00～22:49
大阪の製薬会社がインドのメーカーに買収され

た。後発医薬品で世界的競争力を誇るインドの製

薬産業が，日本市場を狙って進出を加速している。

日本企業を買収したインドのメーカーを取材，妥

協を許さないインド独特の経営手法の実態に迫

る。／大阪局，政経・国際番組部

「（3）“世界の頭脳”印僑パワーを呼び戻せ」
07.27／21:00～21:49

祖国を離れて暮らす2,500万人のインド人，印

僑。明晰
せき

な頭脳とネットワークを糧に，世界各地

で成功を手にした印僑が今，続々とインドに帰国

している。富とノウハウを注ぎ込み，インドの成

長を加速させる印僑のパワーに迫る。／国際局，

国際部，社会番組部
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「戦場　心の傷」
「（1）兵士はどう戦わされてきたか」

09.14／21:00～21:59
09.17／00:55～01:54

イラク帰還兵に多発するPTSD（心的外傷後ス

トレス障害）。兵士を勇敢に戦わせるために国家

はいったい何をしてきたのか。第 1次世界大戦以

来の歴史をたどりながら，「兵士の心が壊れる」

という形で繰り返される戦争の悲劇を描く。／文

化・福祉番組部，NED

「（2）ママはイラクへ行った」
09.15／22:00～22:49
09.18／00:57～01:46

開戦から 5年。アメリカはイラクへ 1万人を超

える女性兵士を送り込んでいる。過酷な戦場で受

けた心の傷から，帰還後，子どもを愛することが

できないという深刻な事態まで起きている。母親

が銃を手に戦う戦争の闇を見つめる。／社会番組

部

「世界同時食糧危機」
「（1）アメリカ頼みの“食”が破綻

たん

する」
010.17／19:30～20:43
10.22／00:55～02:08

アメリカの輸出する膨大な穀物に依存してきた

国々で今，同時多発的に食糧危機が起きている。

戦後アメリカが進めた食のグローバル化。エタノ

ールや中国にも消費を拡大させ，マネーを呼び込

んだ。危機の裏側に見えるアメリカの戦略を追

う。／スペシャル番組センター，政経・国際番組

部，社会番組部

「（2）食糧争奪戦～輸入大国・日本の苦闘」
10.19／21:00～21:59
10.23／00:55～01:54

食糧危機で自国の食糧を確保しようとする動き

が激化している。ウクライナには農地を確保しよ

うと世界中の資本が殺到し，南アや豪州は遺伝子

組み換え作物を導入し，食糧増産を図る。輸入大

国・日本は食糧をどう確保すればよいのか。解決

策を探る。／生活・食料番組部，経済・社会情報

番組部

「日本とアメリカ」
「（ 1 ）“アメリカ”買収～グローバル化への
苦闘」

10.26／21:00～21:49
10.29／01:05～01:54

日本企業による米企業の買収が急増。販売網や

世界標準の技術力を丸ごと取り込み，グローバル

競争を勝ち抜こうという戦略だ。米企業を使いこ

なせるのか。東芝による原発メーカー・ウェスチ

ングハウス買収，その後の経営の実態に密着する。

／スペシャル番組センター，政経・国際番組部

「（2）日本アニメvsハリウッド」
10.27／22:00～22:49
10.30／00:55～01:44

世界で高い評価を受ける日本のアニメが，ハリ

ウッドで次々映画化されている。ネタ不足に悩む

米側と，少子化で市場を海外にも広げたい日本側。

[鉄腕アトム」のリメイクなど，日米の価値観も

ぶつかり合う現場に密着する。／スペシャル番組

センター

「（3）ホワイトハウスに日本を売り込め」
11.02／21:00～21:49
11.06／00:45～01:34

8 年ぶりに新大統領が生まれる大統領選挙。政

権入りが有望な人物に接触，対日政策を探ってい

る。外交や経済で政策転換が予想されるアメリカ

新政権，日米関係はどうなるか？　大使館の活動

を通して探る。／スペシャル番組センター

「女と男　最新科学が読み解く性」
「（1）惹

ひ

かれあう二人　すれ違う二人」
1.11／21:00～21:49
01.14／00:55～01:44

男女はなぜ惹かれあうのか。科学が解明しつつ

ある恋する脳の正体はドーパミンの大量分泌だ。

しかし，この大量分泌は身体の負担が大きく，長

く続かないという。男女関係における知られざる

性差を，探るシリーズ第 1回。／スペシャル番組

センター，社会番組部

「（2）何が違う？なぜ違う？」
1.12／22:00～22:49
01.15／00:55～01:44

いま，男女差が改めて注目されている。脳は長

い狩猟採集時代，多様な食糧を確保する生存戦略

のために男女の違いが生まれ，私たちに引き継が

れているという。医学や教育などで始まってい

る，性の違いを生かす新たな潮流を描く。／スペ

シャル番組センター，科学・環境番組部

「（3）男が消える？人類も消える？」
1.18／21:00～21:58
01.22／00:45～01:43

性染色がXXなら女，XYなら男。この基本が

揺らいでいる。男をつくるY染色体は滅びつつあ

るのだ。さらに，Y染色体を運ぶ精子の劣化が著
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しい。こうした性システムの危機にどう対応すべ

きか，生殖技術の最前線もたどりながら迫る。／

スペシャル番組センター，社会番組部

「揺れる大国　プーチンのロシア」
「（ 1 ）プーチンのリスト～強まる国家資本主
義」

03.01／21:00～21:49
03.18／00:45～01:34

金融危機で，絶好調だったロシア経済は急降下。

新興財閥の生き残りを賭けた闘いが始まった。国

家の資金を巡る駆け引きの中で，プーチン流の国

家資本主義は強化されている。半年にわたる財閥

への密着取材で，ロシアの見えない内実に迫る。

／スペシャル番組センター，政経・国際番組部

「（ 2 ）失われし人々の祈り～膨張するロシア
正教」

03.02／22:00～22:49
03.19／00:45～01:34

プーチン時代に完全復活を遂げたロシア正教。

ホームレス，アルコール依存症など，多くの人々

がロシア正教に救いを求めている。家族崩壊に直

面する人や生きがいを失った人など，迷える庶民

に密着し，正教が国家の精神的支柱になりつつあ

る現実を追う。／スペシャル番組センター

「（3）離反か従属か～グルジアの苦悩」
3.22／21:00～21:49
04.01／00:45～01:34

グルジア紛争の背景には，欧米に近寄るグルジ

ア政府と，それに圧力をかけるプーチンのロシア

というCIS内の対立があった。モスクワの出稼ぎ

グルジア人と家を焼かれた紛争地帯の家族を追い

ながら，国家の思惑とそれに翻弄
ほんろう

される人々の姿

を描く。／スペシャル番組センター

「（ 4 ）プーチンの子どもたち～復活する“軍
事大国”」

3.23／22:00～22:49
04.02／00:45～01:34

大国ロシアの復活を目指すプーチン。連邦崩壊

で弱体化した軍の再建のため，カデット（軍人養

成学校）の建設を推進，徹底した愛国教育によっ

て，国家に忠誠を誓う若い世代を次々と生み出し

ている。過熱する愛国心の上に形成される”軍事

大国”の危うさを描く。／政経・国際番組部，モ

スクワ支局，社会番組部

「名ばかり管理職」
3.31／22:00～22:49
04.03／00:55～01:44

十分な権限や待遇もないのに管理職として扱わ

れ，残業手当も支給されないまま過酷な長時間労

働を強いられる“名ばかり管理職”。日本の企業

社会に“名ばかり管理職”はどこまで広がってい

るのか，背景に何があるのか多角的に検証する。

／社会番組部

「愛美さんが教室に戻れる日」
04.07／22:00～22:49
04.10／00:55～01:44

全国最多の不登校生を抱えた大阪府では，日本

で初めて不登校対応専任の教員を配置。見えてき

たのは「学校に行きたくても行けない」厳しい家

庭環境や経済状況の実態だった。困難を乗り越え

ようと頑張る生徒たちと支える教師の姿を追っ

た。／大阪局

「トリアージ　救命の優先順位」
04.14／22:00～22:49

初回放送：07.4.23。第27回「地方の時代」映像

祭　放送局部門優秀賞受賞に伴うアンコール放

送。107人の死者を出したJR福知山線の脱線事故。

現場では，けが人に治療や搬送の優先順位をつけ

るトリアージが日本で初めて大規模に行われた。

事故から 2年。医師や看護師，被害者への取材か

らトリアージの実態やさまざまな課題を検証す

る。／神戸局，大阪局

「大返済時代～借金200兆円　始まった住民負
担」

04.21／22:00～22:49
04.24／00:55～01:44

この春，各地で増税や公共料金の値上げなど，

住民に新たな負担を求める動きが一斉に始まっ

た。きっかけは夕張市の財政破たんを受けてでき

た「自治体財政健全化法」だ。総額200兆円の借

金を抱える自治体で何が起きているのか報告す

る。／社会部，社会番組部，大阪局

「日光・月光菩薩　はじめての二人旅～薬師寺
1300年の祈り」

04.28／22:00～22:49
05.01／00:55～01:44

奈良・薬師寺は，生きづらい時代を生きる人々

の心の浄化に役立てたらと史上初の日光・月光菩

薩同時公開を決断した。移動のため光背が外され

た姿は人間に近づき迫ってくる。世界最高の仏像

を完全撮影，東京で人々に出会うまでを追った。

／スペシャル番組センター，NEP
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「JUDOを学べ～日本柔道　金メダルへの苦闘」
05.05／22:00～22:49
05.08／00:55～01:44

柔道の井上康生・石井慧らが，日本の柔道にな

いパワーや技が生まれているヨーロッパの国際合

宿や大会に参戦した。北京五輪「金」を目標に何

を学んだか，苦闘の姿を追った。／報道番組セン

タースポーツ部

「言論を支配せよ～“プーチン帝国”とメディ
ア」

05.12／22:00～22:49
05.15／00:55～01:44

ロシア史上初の二頭体制の下，実権を握り続け

るプーチン前大統領。その権力基盤を支えるのが

“メディア支配”だ。支配された 3 大テレビ局。

テレビに映る強い権力を支持する国民。“圧力”

に苦しむ新聞。報道の最前線からロシアの権力構

造に迫る。／国際部，政経・国際番組部，社会番

組部

「中国・四川大地震」
05.24／20:00～21:13

中国・四川省を襲ったマグニチュード8.0の大

地震。死者・行方不明者は 9 万人近くにも及

び， 2次災害の危険も高まっている。被害の実態

と地震のメカニズム，そして未曽有の大災害が中

国社会に与えた衝撃に迫る。／社会番組部，政経

・国際番組部，アジアセンター，スペシャル番組

センター，経済・社会情報番組部，中国総局，首

都圏放送センター，科学・環境番組部，大阪局

「低炭素社会に踏み出せるか～問われる日本の進
路」

06.01／21:00～21:49
06.04／00:45～01:34

温暖化防止のため，ドイツなどの欧州は自然エ

ネルギーの普及や環境税の導入で，低炭素社会を

築きつつある。その世界的潮流の中，二酸化炭素

排出が思うように減らない日本が新たな社会・経

済システムをどう構築するべきか探る。／科学・

文化部，社会部，科学・環境番組部，スペシャル

番組センター

「ガラパゴス大異変～生きものの楽園は守れる
か」

06.02／22:00～22:49
06.05／00:45～01:34

ダーウィンの進化論発祥の地である世界自然遺

産の島・ガラパゴス諸島が今，危機に瀕
ひん

してい

る。観光開発と人口急増により生態系が破壊され

ているのだ。自然保護の理想と豊かさへの欲望と

の対立を描き，人間と自然は共存できるのかを問

う。／衛星放送制作センター，NEP

「橋は大丈夫か～しのびよる劣化」
06.09／22:00～22:49
06.12／00:55～01:44

67万ある道路橋で劣化が進行，鋼材が破断し崩

落の危険性もある橋も次々に発見されている。高

度成長期に安く大量に造られた橋は鋼材が薄く，

溶接などにも不具合が多い。深刻な劣化の現状を

検証，原因と対策の課題を探った。／経済・社会

情報番組部，社会部，山形局

「追跡・秋葉原通り魔事件」
06.20／22:00～22:49

秋葉原の歩行者天国で起きた“通り魔殺人事

件”。17人を殺傷した犯人は，なぜこのような凶

悪な事件を起こしたのか。彼の生い立ち，供述，

ネットへの書き込み，周辺の証言などから犯行に

至るまでの軌跡を徹底的に追跡，解剖し，事件の

真相に迫った。／社会番組部

「マネーの暴走が止まらない～サブプライムから
原油へ」

06.23／22:00～22:49
07.23／00:55～01:44

世界を金融危機の恐怖に陥れたサブプライムシ

ョック。暴れ回ったマネーは原油に舞台を移し，

膨張を続けている。暴走とバブル崩壊はなぜ繰り

返されるのか。当事者への徹底した取材から，世

界を駆け巡るマネーの危うい実態を浮かび上がら

せる。／スペシャル番組センター，経済部，社会

番組部

「何を削り　何を残すのか～大阪“橋下改革”の
舞台裏」

06.30／22:00～22:49
01.09／02:05～02:54

借金 5兆円を抱える大阪府。橋下知事が打ち出

した財政再建案は医療，福祉，教育なども予算削

減の対象とした。住民サービスにどこまで切り込

むのか？　財政難のなか自治体はどこまで何をす

べきか？　大阪で巻き起こった激論に密着する。

／大阪局，報道部

「CO2は減らせるか～巨大都市　東京の苦闘」
07.06／21:00～21:49
07.09／00:55～01:44

東京都は 6 月下旬，日本初のCO2排出規制条例

を制定した。温暖化対策のため規制しかないとす

る東京都に対し，産業界は当初経済活動の妨げに

なると反発。巨大都市　東京でCO2をどう減らす

か，規制をどう進めるか。 1 年の苦闘を追っ
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た。／文化・福祉番組部，社会番組部，JN

「極秘交渉　シェルパたちの180日を追う」
07.07／22:00～22:49
07.10／00:55～01:44

洞爺湖サミットの準備に当たったG 8 首脳の代

理人「シェルパ」。番組は，その半年にわたる極

秘交渉に密着。地球温暖化対策をめぐり各国が国

益をかけて激しくぶつかりあった「外交の現場」

を，各国シェルパへのスクープ取材で明らかにし

た。／政経・国際番組部

「借金地獄から救いだせ～自治体 vs 闇金融」
07.14／22:00～22:49
01.09／01:15～02:05

貸金業法改正の中，次々現れる新手のヤミ金融。

年収200万円前後の人々を狙い暴利を貪
むさぼ

る。被害

者をいかに早く掘り起こし，再びヤミ金融の手に

落ちないよう再出発を支援するか。地方自治体の

担当者とヤミ金融の攻防戦をドキュメント。／文

化・福祉番組部，経済・社会情報番組部

「南米の驚異　道具を使うサル」
07.28／22:00～22:49

2 本足で立ち上がり，自分の体重の半分ほども

ある重い石を振り上げるフサオマキザルがブラジ

ル奥地で見つかった。これまでのサルの常識を覆

し，石を道具に使うこの行動が， 2足歩行へつな

がる可能性もあるという。その研究最前線に密

着。／科学・環境番組部，NEP

「女子マラソン　連覇へ～野口みずきの戦い」
08.03／21:00～21:49
08.09／01:15～02:04

五輪史上初の女子マラソン連覇を狙う野口みず

き。しかし北京のコースが大きく立ちはだかる。

平坦
たん

で硬い路面の北京。野口は金メダルを取った

アテネの走りを見直し，異例の練習に挑む。困難

を乗り越え，連覇を目指す野口の道のりを追っ

た。／大阪局

「“栄光への架け橋”ふたたび～密着　体操男子
団体」

08.04／22:00～22:49
08.09／02:05～02:54

「栄光への架け橋だ」アテネ五輪で28年ぶりに

団体金メダルを獲得した日本体操男子。北京での

ライバルは中国。日本はどんな戦いを挑むのか。

カギを握る若手選手の格闘と成長を記録しなが

ら，連覇に挑む体操団体の戦略を追う。／報道番

組センタースポーツ部

「見過ごされた被爆～残留放射線　63年後の真
実」

08.06／20:00～20:49
08.27／01:05～01:54

08年，国の原爆症認定の方針が大きく見直され，

初めて，原爆の残留放射線の被害が事実上認めら

れた。原爆投下から63年，なぜ被害は見過ごされ

てきたのか。被爆者の人生を振り返り，日米の科

学研究と国の被爆者支援のあり方を問う。／広島

局，NED

「解かれた封印～米軍カメラマンが見たNAGAS
AKI」

08.07／20:01～20:50
08.28／00:45～01:34

原爆投下直後の長崎に入り，私用のカメラで惨

状を撮影した元米軍写真家・ジョーオダネル。45

年以上封印してきた写真を世に出し，原爆の悲劇

を訴えてきたが，07年に86年の生涯を閉じた。原

爆の真実を伝えようと踏み切った思いをたどる。

／福岡局

「果てなき消耗戦　証言記録　レイテ決戦」
08.15／22:30～23:29
08.30／00:45～01:44
10.08／00:55～01:54

太平洋戦争の一大転換点となったレイテ決戦。

米軍の圧倒的火力に対し日本兵は補給もないま

ま，斬り込みという無謀な戦法を命じられた。約

10万の人命が失われた過酷な戦場の実態を，生き

延びた日米比 3 国の人々の生々しい証言から描

く。／ソフト開発センター，文化・福祉番組部，

制作局，衛星放送制作センター，甲府局

「調査報告　日本軍と阿片」
08.17／21:00～21:59
08.30／01:45～02:44

1937年に勃
ぼっ

発した日中戦争。最大100万もの兵

力を投入し， 8年にわたった戦争はどのように賄

われたのか…。その重要な財源となっていたのが

阿片である。阿片による植民地経営を攻めた日本

軍と，それにより世界から孤立した日本の実態を

徹底取材。／社会番組部

「熱投413球～女子ソフト・金メダルへの軌跡」
08.25／22:00～22:49
09.03／00:45～01:34
10.13／08:38～09:27

北京五輪で金メダルを獲得したソフトボール日

本代表。エースの上野由岐子投手は，決勝までの

3 試合413球を一人で投げ抜いた。その裏で何が

あったのか。上野投手自身と，チームメイトの証
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言を基に，413球のドラマを再現する。／社会番

組部

「日本柔道を救った男～石井慧　金メダルへの執
念」

08.30／22:00～22:44
10.13／09:31～10:15

北京五輪で惨敗に終わった日本柔道男子。窮地

を救ったのは100キロ超級の石井慧。ヨーロッパ

で広がる“JUDO”をいち早く取り入れ，そこに

一本を取る伝統の柔道を加えた石井の柔道。 2月

の遠征から金メダル獲得までの半年間に密着し

た。／報道番組センタースポーツ部

「幻のサメを探せ～秘境　東京海底谷」
08.31／21:00～21:49
09.04／00:45～01:34

東京湾の深海に広がる深さ千m，長さ40Kmの

大峡谷・東京海底谷。言わば秘境と言われるこの

場所で極めて珍しい深海ザメが発見された。ゴブ

リンシャーク。異様な姿から西洋では悪魔のサメ

と呼ばれる。東京湾に潜む幻のサメと生息の謎に

迫る。／報道番組センタースポーツ部，映像取材

部，JN

「“活断層大地震”の脅威～情報公開をどう進め
るか」

09.05／22:00～22:49
09.10／00:55～01:44

岩手・宮城内陸地震など，活断層による地震が

相次ぐ日本列島。 2千以上ある活断層の対策で鍵

となるのが情報公開だ。各地で動き出した取り組

みや，対策が進むニュージーランドを取材。情報

公開をどう進め，命を守ればいいのか考える。／

社会番組部，社会部，名古屋局，仙台局

「よみがえる浮世絵の日本～封印が解かれた秘蔵
コレクション」

09.07／21:00～21:49
10.01／00:55～01:44
11.03／10:05～10:54

1921年にボストン美術館に寄贈されて以来，封

印されてきた6,500枚の浮世絵コレクション。調

査によって新たな事実が次々に明らかになった。

写楽を超える天才絵師・国政の存在，広重の知ら

れざる苦悩を「世界一美しい浮世絵」と共に紹介

する。／NED

「サンゴの悲鳴が聞こえるよ」
09.08／22:00～22:49
09.11／00:55～01:44

海の熱帯林といわれるサンゴ礁が危機に直面し

ている。地球温暖化による水温上昇で白く変色し，

死滅する白化現象が広がっている。大規模な白化

が起きた沖縄石垣島で小学生の観察記録を軸にサ

ンゴ礁の現実を，世界の情報も交えて伝えた。／

NEP

「映像詩　里山　森と人　響きあう命」
09.21／21:00～21:49
09.24／00:55～01:44

千年もの歴史を持つ琵琶湖畔の里山。人々は周

囲の森からさまざまな恵みを得て暮らしてきた。

人々が守り育ててきた森は，また，多くの命を

育
はぐく

んでいる。人と自然との絆
きずな

を詩情豊かに描く

映像詩　里山シリーズ第 3弾。音楽は加古隆のオ

リジナル。／スペシャル番組センター，NEP

「私はこうして“世界一”の美女をつくる」
09.22／22:00～22:49
12.23／02:36～03:26

世界一の美女を決めるミス・ユニバース。各国

代表の美女を磨き上げるのは，ディレクターと呼

ばれる美の請負人たちだ。07年，日本を優勝に導

いたイネス・リグロンをはじめ，理想とする美を

追求するディレクターたちの姿を追った。／制作

局，青少年・こども番組部，プラネット

「決戦前夜～政権攻防の行方を追う」
09.28／21:00～21:49

福田辞任を受け，麻生氏を選挙の顔に選んだ自

民党。小沢代表の下で政権交代を目指す民主党。

“決戦前夜”の議員たちに密着，各党は有権者に

どんな選択肢を示すのか，その戦略と課題を浮き

彫りにし，迫る総選挙の真の争点を探る。／政経

・国際番組部

「悲しき雄ライオン～王交代劇 9年の記録」
09.29／22:00～22:49
10.02／00:55～01:44

タンザニアで，ライオンの群れを 9 年間追い，

王交代劇を世界で初めて詳細に記録することに成

功。王候補はメスに値踏みされ，気に入られて初

めて受け入れられる。王者のイメージと程遠い，

雄ライオンの悲しくも惨めな運命が明らかにな

る。／科学・環境番組部，NEP

「メガヒットの秘密～20年目のB’z」
10.06／22:00～22:49
10.09／00:55～01:44
12.21／17:00～17:49

日本で一番CDを売ったバンド・B’zの，ヒッ

トの秘密に迫ったドキュメント。これまでテレビ

に素顔を一切出してこなかったB’zに半年間密着

取材を行い，その創作の舞台裏を初めて公開。20

年間トップを走って来た理由を解き明かした。／

再 

再 

再 

再 

再 

再 

再 

再 

再 

再 

再 

NHK年鑑’09



総合：NHKスペシャル

193

エンターテインメント番組部，スペシャル番組セ

ンター，NEP

「アメリカ発　世界金融危機」
10.11／20:00～20:45

巨額の資金を世界中から集め，ハイリスク・ハ

イリターンの投資で大きな利益を得てきたアメリ

カ式の金融ビジネスが崩壊。アメリカに依存して

きた世界経済は大混乱に陥っている。深刻化する

危機の背景と今後の世界経済の行方を探る。／ア

メリカ総局，ワシントン支局，ロンドン支局，社

会番組部，経済部，政経・国際番組部，経済・社

会情報番組部，松山局

「月と地球　46億年の物語～探査機かぐや　最
新報告」

10.13／22:00～22:49
10.16／00:55～01:44

私たちに最もなじみ深い天体，月。日本の月探

査機「かぐや」の観測で，月と地球の密接な関係

がわかってきた。かぐやの最新の映像と観測成果

を紹介し，月と地球が互いに影響を及ぼしあって

きた，46億年の歴史に迫る。／科学・環境番組部

「夫婦で挑んだ白夜の大岩壁」
10.20／22:00～22:59

初回放送：07.1.7。第34回放送文化基金賞ドキ

ュメンタリー部門本賞受賞に伴うアンコール放

送。世界最強のクライマーと言われた山野井泰史

と妻の妙子は，02年ヒマラヤで凍傷を負い，手足

の指のほとんどを失った。それから 5年， 2人は

グリーンランドの未踏峰の大岩壁，高さ1,300m

の垂直の壁に挑んだ。その全てを記録した。／報

道番組センタースポーツ部，映像取材部，衛星放

送制作センター

「源氏物語　黄金絵巻の謎」
11.03／22:00～22:49
02.08／15:05～15:54

源氏物語千年。物語を絵にした「黄金の源氏

絵」が世界中で発見されている。そこには，貴公

子・光源氏のイメージとは程遠い異様な姿が描か

れていた。いつ，誰が，何のために描かせたのか。

黒木瞳がその謎に迫る。／文化・福祉番組部，N

ED

「アメリカは“変革”を選ぶのか～オバマ VS
マケイン」

11.04／22:00～22:59
“変革”を訴え，黒人初の大統領誕生に注目が

集まる民主党のオバマ候補。“威信”の回復を訴

える共和党マケイン候補。未曽有の金融危機やイ

ラク情勢の混迷など，かつてない閉塞感の中で迎

えた大統領選挙の行方と有権者の選択を見つめ

る。／政経・国際番組部，アメリカ総局，国際部，

社会番組部

「こうして“核”は持ち込まれた～空母オリスカ
ニの秘密」

11.09／21:00～21:49
11.27／00:55～01:44

NHKが入手した資料から浮かび上がる，米空

母「オリスカニ」による日本への核兵器持ち込み

の実態。日本は非核 3原則を掲げつつ核の有無を

米に確認することはなかった。一隻の空母を軸に，

知られざる核戦略の実態と日米の思惑
わく

に迫る。／

広島局

「デジタルネイティブ～次代を変える若者たち」
11.10／22:00～22:49
11.13／00:55～01:44

物
もの

心が付いたときにはインターネットが当たり

前だった世代「デジタルネイティブ」が社会の中

心になると世の中はどう変わるか。ネットを駆使

して大人たちを動かす驚異の15歳の少年など，デ

ジタルネイティブならではの感性の若者たちを追

う。／社会番組部，編成局，JN

「微笑と虐待～証言　アブグレイブ刑務所事件」
11.17／22:00～22:49
11.20／00:55～01:44

03年イラクで起きたアブグレイブ刑務所事件。

兵士たちが笑顔で裸のイラク人収容者を虐待して

いる様子を撮影した写真は世界を震撼
しんかん

させた。微

笑の虐待はなぜ行われたのか，その真相を虐待を

行った兵士が事件後初めて語った。／衛星放送制

作センター，JN

「あなたの笑顔を覚えていたい」
11.24／22:00～22:49

初回放送：07.10.29。第34回放送文化基金賞テ

レビドキュメンタリー部門番組賞受賞に伴うアン

コール放送。交通事故が原因で重い記憶障害を負

った岡本紀美さんが，07年，男の子を出産した。

ひどいときには数分前の記憶も失われてしまう中

で，どうやって親子の絆
きずな

を育
はぐく

んでいくのか。紀美

さんと家族の， 1年にわたる感動の記録。／社会

番組部，津局

「雨の物語～大台ケ原　日本一の大雨を撮る」
11.30／21:00～21:49
12.03／00:55～01:44
12.30／01:20～02:10

紀伊半島にある大台ケ原は，日本で最も雨の多

い場所として知られる。その大雨の森をハイスピ

ードカメラなどの最新の技術を駆使して撮影。初
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めて見る雨粒の形や不思議な生き物，突然現れる

謎の泉など，雨がつくる神秘の世界を映像化し

た。／社会番組部，衛星放送制作センター，映像

取材部，名古屋局

「さまよえるがん患者」
12.01／22:00～22:49
12.04／00:55～01:44

日本人の 3 人に 1 人が亡くなる「がん」。今多

くのがん患者が「治る見込みがない」と病院を出

され，途方に暮れている。がんになったら過ごす

場所はどこにあるのか？　神戸市西区を舞台に，

患者や医師たちの苦闘を伝える。／文化・福祉番

組部

「あなたは死刑を言い渡せますか～ドキュメント
裁判員法廷」

12.06／19:30～20:35
12.10／00:55～02:00

09年 5 月から始まる裁判員制度では一般の市民

が殺人などの重大刑事事件を裁く。最も重い刑は

[死刑」。番組では実際に起きた殺人事件をモデ

ルに模擬裁判を実施し，そのドキュメントを通じ

て，裁判員制度の現実を浮き彫りにした。／社会

番組部，社会部

「最後の戦犯」
12.07／21:00～22:29

終戦の 5日前，上官の命令で 1人の米兵を処刑

し，戦争犯罪に問われた若者の葛
かっ

藤
とう

を，彼が実際

につづった膨大な手記を基にドラマ化。一人の若

者の視点から，個人はどこまで戦争の罪と責任を

負うべきかを問う。／出演：ARATA，倍賞美津

子ほか／名古屋局

「引き揚げはこうして実現した～旧満州・葫
こ

蘆
ろ

島
とう

への道」
12.08／22:00～22:49
12.11／00:55～01:44

62年前，中国遼寧
りょうねい

省・葫
こ

蘆
ろ

島
とう

から105万人の旧

満州の日本人が引き揚げた。近年，台湾・アメリ

カの資料が公開され，その背後にあった大国の駆

け引きが明らかになった。初公開資料や引き揚げ

者の証言を基に，敗戦から引き揚げ実現までの 1

年を描く。／文化・福祉番組部，NED，アジア

ンコンプレックス

「追跡！“国産食品”偽装」
12.14／21:30～22:19
12.17／00:55～01:44

安い外国産を国産と偽る“国産食品”偽装。告

発を受けた農林水産省・食品表示Gメンの調査に

完全密着し，悪質化・巧妙化する偽装の実態を明

らかにした。また，日本の食が輸入に大きく依存

する中で高まる消費者の外国産不信が，偽装の温

床を作り，さらに安く買いたたかれる海外産地の

日本離れを招いている実態を追跡。／社会番組部

「医療再建　医師の偏在　どう解決するか」
12.21／21:00～22:48

必要な時，必要なところに医師がいない。地域，

診療科，昼と夜で広がる医師の偏在。背景にある

医師の「開業の自由」をどう考えるか。都市と地

方の現場と医師の計画配置を行っている英，独を

取材。医療再建の処方箋
せん

を徹底討論で考える。／

科学・文化部，政経・国際部，社会番組部，経済

・社会情報番組部，大阪局，生活・食料番組部

「激論2009 世界はどこへ　そして日本は」
01.01／21:00～22:58

マネー資本主義の崩壊，テロとの戦いの泥沼化，

アメリカの力が衰え多極化する世界はどこへ向か

うのか。論客による討論で世界のパラダイムシフ

トの行方を読み解きつつ，日本はどう向き合って

いくべきかを考える2009年巻頭言。／スペシャル

番組センター，衛星放送制作センター，社会番組

部

「桂離宮　知られざる月の館」
01.04／21:30～22:19
01.07／01:00～01:49

「日本美の極致」と讃
たた

えられる桂離宮。江戸時

代初期，王朝文化再興を目指す公
く

家
げ

が造営した別

荘だが，現代の眼で見ても斬
ざん

新で大胆な美に満ち

ている。特別に許可された満月の夜の映像も織り

込みながら，桂離宮を建物の奥まで堪能する。／

衛星放送制作センター，NED

「世界“カイテンズシ”戦争　寿司 vs Sushi」
01.05／22:00～22:49
01.08／00:45～01:34

回転寿司が世界的大ブーム。店舗数は 1万超と

言われ，海外生まれのチェーンと日本のチェーン

が，それぞれの“寿司”と“Sushi”で覇権を賭

け争う。世界で魚を奪い合いながら続く拡大競争。

大ブームの裏舞台とその行方を追った。／大阪局

「阪神・淡路大震災　秘められた決断」
01.17／20:00～20:44

消火か援助か？　消防士が迫られた“命の優先

順位”。犠牲者の火葬をめぐる“ぎりぎりの決断”。

軋
あつ

轢
れき

を乗り越え，避難所で始まった“住民自治”。

知られざる証言記録が語る阪神・淡路大震災「14

年目の真実」を通じて防災への備えを探る。／大

阪局，神戸局
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「奥アマゾンの神秘　サル王国の謎に迫る」
01.19／22:00～22:49
02.22／02:05～02:55

ペルーのマヌー国立公園。密林にぽっかりと開

いた直径20mほどの空間に，猿などさまざまな動

物が集まってくる。そしてそこで動物たちは，な

んと土をむさぼり食うのだ。この不思議な場所に

はアマゾンの生物進化の謎が秘められていた｡／

科学・環境番組部，NEP，アンタス

「リストラの果てに～日雇いに流れ込む人々」
01.26／22:00～22:49
01.29／00:45～01:34

今，「派遣切り」された非正規社員や，解雇さ

れた正社員の中高年たちが日雇い派遣に流れ込ん

でいる。09年に原則禁止を控えた日雇い派遣だが，

皮肉にも，不況の中で最後のセーフティーネット

となっている。人材派遣業界に密着し実態に迫る。

／経済・社会情報番組部，首都圏放送センター

「アメリカ発　世界自動車危機」
02.02／22:00～22:49
02.05／00:45～01:34

08年秋の金融危機以降，アメリカから世界に広

がった「自動車危機」。それはウォール街の金融

技術を駆使して作り上げられた「架空の消費」の

崩壊だった。危機の現状と原因，そして崩壊の先

にやってくる時代を現場の取材から明らかにす

る。／スペシャル番組センター，アメリカ総局，

松山局，社会番組部

「緊急報告　製造業派遣は何をもたらしたか」
02.07／20:00～20:44
02.11／00:45～01:29

今，自動車や電機などの製造業で働いていた派

遣労働者が仕事と住居を失い，漂流している。製

造業派遣の現場にカメラを据え，人がどのように

働かされ解雇されていくのかをルポ。46万人に上

る「製造業派遣」の功と罪を提示した。／社会番

組部，社会部，名古屋局

「闘うリハビリ蠡 寄せられた声をたずねて」
02.08／21:00～21:59
02.15／17:00～17:59

08年放送し反響を呼んだ「戦うリハビリ」に寄

せられた 2千通を超えるお便りを基に，人々がい

ま何に悩み，それを解決するには何が必要なのか，

医療制度や患者の心理に踏み込んでドキュメン

ト。高齢化社会の誰にとっても切実な問題を，脳

出血に倒れリハビリを続ける藤田太寅キャスター

が自らの障害との格闘，苦悩に基づき，共感を持

って提示する。／衛星放送制作センター

「職業“詐欺”～増殖する若者犯罪グループ」
02.09／22:00～22:49
02.12／00:45～01:34
03.01／16:00～16:49

5 年間の累計で1,300億円を超えた振り込め詐

欺の被害。これまで実態の掴
つか

めなかった実行犯を

追っていくと，詐欺を「仕事」，実行犯を「従業

員」と呼び，ビジネスのように振り込め詐欺を行

う不気味な若者像が浮かび上がってきた。派遣切

りなど雇用環境が悪化する中，これまで犯罪とは

無縁だった人々が，組織に吸い寄せられている。

若者たちはなぜ詐欺師となったのか。その軌跡を

徹底的に取材し，辿
たど

っていくことで，日本社会の

抱えるいびつな病理をあぶり出す。／社会番組部

「うつ病治療　常識が変わる」
02.22／21:00～22:13
02.25／01:05～02:18

100万人を超えたうつ病患者。慢性化したり，

症状が再発する人が多い。その背景には，不適切

な抗うつ薬の投与，診断が難しいタイプの増加，

さらに医師の技量のばらつきがある。薬の見直し

や心理療法など，治療の最前線に迫る。／経済・

社会情報番組部

「菜の花畑の笑顔と銃弾」
02.23／22:00～22:49
02.26／00:45～01:34

08年 8 月，アフガニスタンで銃弾に倒れた伊藤

和也さん（31歳）。いま，家族のもとには 3 千枚

を超える写真とメールや手紙が残されている。番

組では，写真に写された人々を現地に訪ね，ひと

りの青年の軌跡を克明にトレースした映像を基

に，戦乱の地の過酷な現実と，国際支援のあり方

を浮き彫りにする。／朗読：玉山鉄二／衛星放送

制作センター

「宇宙飛行士はこうして生まれた～密着・最終選
抜試験」

03.08／21:00～21:49
03.11／00:45～01:34

10年ぶりに日本人宇宙飛行士の候補者 2人が誕

生した。1,000人近い応募者の中から最終選抜試

験まで勝ち上がったのは知力，体力，精神力を兼

ね備えた“超人”たち10人。決戦の明暗を分けた

ものは何だったのか，密着ルポで見つめた。／社

会番組部，科学・文化部

「100年の難問はなぜ解けたのか～天才数学者
失踪

そう

の謎」
03.09／22:00～22:59

初回放送：07.10.22。パリ国際科学フィルムフ
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