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F M 放　送

『アジアポップスウインド』
月　23:00～00:00
火　10:00～11:00

第 1 回98.4.4，最終回09.3.23／メディアで放送

される機会の少ないアジア圏のポップスを専門的

に紹介する番組。アジアの人気アーティストをゲ

ストに迎えるなど，アジア各地の最新音楽情報か

ら映画，カルチャー情報までアジアの今を伝えて

いる。／ナビゲーター：関谷元子／委託管理部，

音楽・伝統芸能番組部，NEP

『U－18 ユーガタM塾』 新
金　16:00～17:15

第 1 回08.4.4／現役高校生がMCを担当。選曲は

[あなたの周りの“大人”が青春時代に好きだっ

たアーティスト（ないしは歌）」，高校生が自ら取

材した。「音楽」は本来，世代の格差なく楽しめ

るもの。若い世代の「温故知新」をテーマにした

新しい音楽番組。／委託管理部，音楽・伝統芸能

番組部，NEP

『インディーズファイル2008』
日（最終） 23:00～00:30

第 1 回07.8.26／この番組は，アマチュア・イン

ディーズアーティストから公募した楽曲の音源を

紹介する。自ら作曲や演奏活動を行っている若い

世代とNHKの接点となることを目的としている。

毎回リスナーの参考になるような話題を提供して

くれるゲストを 1 組迎える。／パーソナリティ

ー：森若香織／ゲスト：ケラリーノ・サンドロヴ

ィッチ，曽我部恵一，POLYSICS，アン・サリー，

TOMOVSKY，浜田真理子ほか／エンターテイ

ンメント番組部

『ウィークエンドサンシャイン』
土　07:15～09:00

第 1 回99 .4 . 3／ブロードキャスター，ピータ

ー・バラカンのナビゲートで送る，ウィークエン

ド・ミュージックマガジン。独特の嗅
きゅう

覚とこだ

わりの哲学でセレクトしたグッドサウンドとワー

ルドワイドな音楽情報を伝える。／DJ：ピータ

ー・バラカン／委託管理部，音楽・伝統芸能番組

部，NEP

『N響演奏会』
土　18:00～21:00

第 1 回04.9.19／月に 1 度，N響定期公演Aプロ

グラムを生放送で紹介。 2 時間をコンサートに，

1 時間を当日のプログラムに因
ちな

んだ話題や選曲を

ゲストとともに構成する 3時間番組。／司会：山

田美也子／音楽・伝統芸能番組部

『FMシアター』
土　22:00～22:50

第 1 回85.4.6／現代性と作家性を軸に，クオリ

ティーの高いオーディオドラマ作品を制作。時代

の抱える問題をテーマとして取り組み，聴取者に

高い作品性と感動を与える，聴きごたえのある単

発ドラマ。／ドラマ番組部

『オーケストラの夕べ』 新
日　19:20～21:00

第 1 回08.4.6，最終回09.3.22／青少年を対象に，

オーケストラの名曲を，優れた演奏とわかりやす

い解説で紹介する番組。東京フィルハーモニー交

響楽団のほか，関西・東海北陸のオーケストラが

出演した。東京都新宿区ほか関東周辺の 4か所で

公開録音を実施した。／解説：吉松隆，伊東信宏，

外山雄三／委託管理部，音楽・伝統芸能番組部，

大阪局，名古屋局，NEP

『音の風景』
FM 月～金　15:55～16:00

金　　10:55～11:00
土　　22:50～22:55
月　　00:30～00:35

R1 月～金・日　22:55～23:00
R2 月～金　13:50～13:55

月～金　15:10～15:15
月～金　16:20～16:25
日　　12:55～13:00
日　　16:40～16:45

※FMとR1はネット放送あり

第 1 回85.4.1／日本・海外のさまざまな風景を

取材し「音」と最小限の「ナレーション」だけで

構成するミニ番組。85年 4 月の『代々木公園』か

ら数えて制作本数は1,100本を超え，09年に放送

25年目に入る。番組では，自然・行事・伝統・乗

り物など日本各地のさまざまな情景をていねいに

収音し，想像力をかきたてる「音」の力だけで地

域の魅力を伝えるとともに，時代の響きを記録し

続けている。／音響デザイン部 （表 1）

『歌謡スクランブル』
月～土　13:00～14:00

第 1 回90.4 .2／歌謡曲，ポップス，フォーク，

ニューミュージックなど多様なジャンルの曲を月

曜から金曜まで週単位でテーマを設定して構成す

るディスクジョッキー番組。土曜は，その週のテ

再 
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ーマに沿ったゲストを招き，トークと音楽で構成

した。／DJ：（月～金）逢地真理子，深沢彩子

(隔週担当），（土）玉利かおる／委託管理部，エ

ンターテインメント番組部，NEP

『歌謡スポットライト』
月～金　17:15～18:00

第 1 回07.4.2，最終回09.3.27／今後の活躍が期

待される“歌謡界の星”を毎週 1人ずつゲストに

招き，ゲストの憧
あこが

れのアーティストや影響を受け

た人の音楽を紹介するとともに，DJとのトーク

の中で人柄や音楽性も明らかにしていく音楽番

組。／DJ：吉川精一／委託管理部，エンターテ

インメント番組部，NEP

『気ままにクラシック』
金　14:00～15:55
月　07:20～09:15

第 1 回02.4.4／クラシック音楽に詳しくない人

でも肩ひじ張らず，リラックスして気軽に楽しめ

る番組として好評を得た。また，年 3回の公開収

録を実施した。／パーソナリティー：笑福亭笑瓶

(タレント），幸田浩子（オペラ歌手）／音楽・

伝統芸能番組部

『クラシックカフェ』 新
月～木　14:00～15:55
火～金　07:20～09:15

第 1 回08.3.31／クラシックの多彩な名曲を女性

解説者で紹介するCD番組。07年度までの『ミュ

ージックプラザ　第 1 部～クラシック』を改

題。／案内：唐澤美智子，高山久美子／委託管理

部，音楽・伝統芸能番組部，NEP

『現代の音楽』
日　18:00～18:50

第 1 回57.4.7／現代音楽の最前線を紹介する番

組。「日本の作曲家シリーズ」「芥川作曲賞」「作

曲・この半世紀の潮流」「東京混声合唱団定期演

奏会」など最新作品を紹介した。／解説：西村

朗／音楽・伝統芸能番組部

『サウンドストリート21』
日　23:00～00:30

第 1 回05.3.29／J－POPシーンで活躍する人気

アーティストをマンスリーでゲストに迎え，毎回

彼らがこだわりの選曲で届ける音楽番組。／エン

ターテインメント番組部

『サウンド・ミュージアム』
日（最終） 19:20～22:00

第 1 回05.4.24／アーティスト 1 組をゲストに招

き， 2 時間40分にわたって徹底的に特集する，F

Mならではの音楽番組。忌野清志郎，稲垣潤一，

竹内まりや，鈴木雅之，高橋幸宏ら，大物アーテ

ィストが出演し貴重な話を展開した。／エンター

テインメント番組部

『ザ・ソウルミュージック』
木　23:00～00:00

第 1 回99.4.2／根強いファンを持つソウル，R

＆Bなどブラックミュージックを専門的に取り上

げる番組。就寝前のリラックスしたひとときに，

オールディーズから最新ヒットまで，ソウルミュ

ージックの魅力を存分に堪
たん

能
のう

してもらった。／D

J：オダイジュンコ／委託管理部，音楽・伝統芸

能番組部，NEP

『サンデークラシックワイド』
日　14:00～18:00

第 1 回07.4.8／ 4 時間のクラシック大型定時番

組。（ 1 ・ 2 ・ 3 週　海外コンサート／海外オペ

ラアワー）海外の音楽祭や演奏会を欧米の放送局

からの音源を用いて紹介。（ 4 ・ 5 週　特選アラ

カルト）国内のオペラ公演や宗教曲の大規模なコ

ンサートなど，通常の番組枠に収まらない話題の

演奏会を紹介。また，年に 4本「クラシック・リ

クエスト」と題して生放送を行った。／委託管理

部，音楽・伝統芸能番組部，NEP

『ジャズ・トゥナイト』
土　23:00～01:00

第 1 回05.4.2／過去の名盤はもちろん，ジャズ

界の最新の動きも紹介するジャズDJ番組。本格

的なジャズファンも満足できる番組を目指す。有

名ミュージシャンもゲスト出演。／DJ：児山紀

再 
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表1 2008年度『音の風景』放送一覧
内　　容 場　所 内　　容 場　所

湖北SL北びわこ号
石垣島の黒糖作り
おじいのカヌーツアー
湯の花の街　草津温泉
東京貨物ターミナル駅
潮干狩り　ふなばし三番瀬
木曽川のヨシキリ
大須観音と演芸場
砂の鳴く浜
廊下のうぐいす
船頭平閘門
芦生の森・初夏の訪れ
川平湾　グラスボートツアー
消防学校，新人訓練
水陸両用観光バス
500個の風鈴が響く
沖ノ島のサンゴ
戦場ヶ原・鳥たちの雨宿り
中禅寺湖畔の夏
打ち水大作戦
日本一のモグラ駅

滋賀県
沖縄県
沖縄県
群馬県
東京都
千葉県
愛知県
愛知県
京都府
京都府
愛知県
京都府
沖縄県
大阪府
大阪府
東京都
千葉県
栃木県
栃木県
神奈川県
群馬県

まだまだ現役！広電の響き
箱館ハイカラ號
極薄！おぼろ昆布誕生
泣き相撲
広島市民球場・最後の試合
大船渡の魚市場
鐘響く，函館
碁石浜
木場の角乗り
宇和島の闘牛
世界三大夜景函館山
夢はホースマン
森の中の吹きガラス
落ち葉スキー
古民家再生
いただきさん
神戸・ルミナリエの夜に
日光の線香水車
日光　天然の氷作り
遠くまで飛べ！水ロケット
おもちゃ笛　吹き戻し

広島県
北海道
福井県
岩手県
広島県
岩手県
北海道
岩手県
東京都
愛媛県
北海道
千葉県
愛媛県
愛知県
京都府
香川県
兵庫県
栃木県
栃木県
茨城県
兵庫県
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芳／委託管理部，音楽・伝統芸能番組部，NEP

『吹奏楽のひびき』 新
日　21:30～22:00

第 1 回08.4.6／長年の吹奏楽ファンや吹奏楽の

経験者はもちろん，多くの音楽ファンに吹奏楽の

持つ多様な魅力を紹介する30分番組。吹奏楽のた

めのオリジナルを数多く手がける若手作曲家の中

橋愛生を進行役に迎え，CDの名盤や「米国コー

ストガード音楽隊」の演奏会のライブ録音など，

貴重な演奏会を収録・放送した。／音楽・伝統芸

能番組部

『青春アドベンチャー』
月～金　22:45～23:00

第 1 回92.4.6／国内や海外の超人気エンターテ

インメント小説や劇画を原作に，スピーディーで

スリリングな展開の連続ドラマ。その題材は幅広

く，聴取者の主力である若年層の共感を得られる

ものを制作，放送。毎日15分のオーディオスペク

タクルドラマ。／ドラマ番組部

『世界の快適音楽セレクション』
土　9:00～10:57

第 1 回99.4.3／幅広いリスナーをターゲットに

したノンジャンルのイージーリスニング番組。案

内人は「快適音楽」を追求するギター・デュオの

GONTITI（ゴンチチ）の 2 人。毎回，ユニーク

なテーマと切り口でさまざまな音楽を紹介。／D

J：ゴンチチ（ゴンザレス三上，チチ松村）／委

託管理部，音楽・伝統芸能番組，NEP

『セッション2008／2009』
日　22:00～22:55
金　10:00～10:55

第 1 回78.11.26／ジャズの公開ライブ番組とし

てスタンダードからヒップホップジャズまで，コ

ンボからビッグバンドまで，「NHKみんなの広場

ふれあいホール」と5 0 5スタジオから幅広く

[今」のジャズシーンを伝えた。／司会：小川も

こ／委託管理部，音楽・伝統芸能番組部，NEP

『トーキング　ウィズ　松尾堂』
日　12:15～14:00

第 1 回07.10.28／松尾貴史を店主とする老舗の

古書店「松尾堂」を舞台に展開されるトークバラ

エティー。30代，40代を中心に毎回 2組程度の多

彩なゲストを招き，同世代だけでなく，幅広い層

に受け入れられた。08年度から毎週日曜（最終週

除く）の放送となり，店主役の松尾貴史と店員役

の佐藤寛子のコンビネーションで軽妙にゲストの

話題を引き出した。／司会：松尾貴史，佐藤寛

子／エンターテインメント番組部

『20世紀の名演奏』
日　09:00～10:57

第 1 回93.4.11／20世紀を代表するクラシックの

名演奏を，黒田恭一さん（音楽評論家）の魅力あ

ふれる解説によって振り返る番組。 2～ 3月は諸

石幸生さん（音楽評論家）が担当。／音楽・伝統

芸能番組部

『日曜喫茶室』
日（最終） 12:15～14:00

第 1 回77.4.3／日曜の昼下がりにコーヒーを飲

みながら，音楽とおしゃべりを楽しむトーク番組。

32年目を迎えた08年度から月 1回最終日曜の放送

となった。マスター役のはかま満緒の軽妙洒脱
しゃだつ

な

進行もさることながら，異なる分野で活躍する 2

人のゲストを 1つのテーマで結んでの会話はこの

番組ならではの大きな魅力である。／出演：（マ

スター）はかま満緒，（ウエイトレス）小泉裕美

子，（ご常連）安野光雅，池内紀，轡田隆史，荻

野アンナ／エンターテインメント番組部

『日本の民謡』
日　11:00～11:50
月　05:00～05:50

第 1 回66.4.10／一流の歌手や演奏家による民謡

番組。北海道から沖縄に至るバラエティーに富ん

だ日本の民謡を，たっぷり鑑賞してもらう。最終

週はリスナーからのリクエストで番組を構成。／

司会：山中明美，滑川和男アナ／音楽・伝統芸能

番組部

『能楽鑑賞』
日　07:15～08:00

第 1 回73.4.8／全国100万人の能楽愛好者に向け

て，各流派の代表的な演者による能と狂言の名作

を放送した。スタジオでの録音に，謡の部分だけ

を取り出し，そのストレートな味わいを楽しめる

ようにした。この番組で謡を学習している人も多

い。／音楽・伝統芸能番組部

『バロックの森』
月～日　06:00～06:55

第 1 回05.4.1／バロック音楽から，中世・ルネ

サンスの音楽作品までを扱う番組。平日は解説に

若手専門家を起用，土・日は，リクエストの日と

して，ファンの多様なニーズに応えた。／案内：

加藤拓未，松村洋一郎，赤塚健太郎，佐野隆（平

日 1週交代），松田輝雄（土・日）／委託管理部，

音楽・伝統芸能番組部，NEP

『弾き語りフォーユー』
月～木　11:30～11:50
火～金　05:00～05:20再 

再 
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第 1 回99.4.1／ピアニスト・小原孝の弾き語り

でつづる20分。マンツーマンの語りかけをコンセ

プトとした。リスナーからのお便りやリクエスト

を中心に選曲された名曲をユニークなアレンジで

聴かせた。誰もが参加できるアットホームな双方

向型音楽番組。／DJ・ピアノ：小原孝／委託管

理部，音楽・伝統芸能番組部，NEP

『ビバ！合唱』 新
日　21:00～21:30

第 1 回08.4.6／合唱ファンはもちろん，多くの

音楽ファンに合唱の魅力を伝えるべく，内外の一

流団体による合唱とわかりやすい解説を交えて放

送する30分番組。毎回，作曲家・合唱団体・国や

地域・季節や行事といったバラエティーに富むテ

ーマを立てて放送。また合唱愛好者から懐かしの

合唱曲を聴きたいという要望に応えるべく，年に

4 回の「リクエスト特集」を実施した。／パーソ

ナリティー：松下耕（作曲家・合唱指揮者）／音

楽・伝統芸能番組部

『ベストオブクラシック』
月～金　19:30～21:10

第 1 回91.4.1／室内楽からオーケストラ，声楽

リサイタルからオペラまで，幅広いジャンルにわ

たる国内外の一流の演奏会を，一部生放送を含む

ライブ録音で紹介。08年度は全国で 7回の公開録

音を実施。NHK交響楽団の定期公演もこの時間

を延長して生放送で紹介した。／委託管理部，音

楽・伝統芸能番組部，NEP／⇒p.713

『邦楽ジョッキー』
金　11:00～11:50
土　05:00～05:50

第 1 回85.4.5／若手歌舞伎俳優の尾上松也が新

パーソナリティーとして登場。各界のさまざまな

ゲストをスタジオに迎えてのトークと音楽で構

成。また大阪府堺市では公開収録を行い，幅広い

視聴者層の獲得を図った。／音楽・伝統芸能番組

部／⇒p.713

『邦楽のひととき』
月～木　11:00～11:30
火～金　05:20～05:50

第 1 回85.4 .1／邦楽界の中堅・新人の出演で，

邦楽の比較的ポピュラーな演目を中心に放送。地

唄・筝曲・尺八（月），長唄（火），義太夫・常磐

津・清元・新内・古曲など浄瑠璃系の曲と現代邦

楽（水），小唄・端唄・うた沢・琵琶・吟詠・大

和楽など（木）。／音楽・伝統芸能番組部

『邦楽百番』
土　11:00～11:50
日　05:00～05:50

第 1 回73.4.5／邦楽各種目の名曲を，人間国宝

などの第一人者の演奏で放送。この番組を聴けば，

邦楽の代表的名曲が，一流の演奏で一とおり味わ

えるよう構成。／音楽・伝統芸能番組部

『ミュージックスクエア』
月～金　21:10～22:45

第 1 回90.4.2，最終回09.3.27／月曜から木曜ま

で毎日 1組ずつゲストをスタジオに迎え，日本の

ロック・ポップスの最新ヒット曲を紹介。金曜は

[トップ20カウントダウン」と題し，リクエスト

を集計してリスナーが最も聴きたい曲の上位20曲

を紹介。／DJ：宮原亜矢（月～木），happyだん

ばら（金）／委託管理部，エンターテインメント

番組部，NEP

『ミュージックプラザ』
月～木　16:00～17:15

第 1 回02.4.1／リスナーからのリクエストに応

える形で，幅広い世代のさまざまなジャンルの音

楽ファンが楽しめる番組。生放送らしく，最新情

報を取り入れて制作。／パーソナリティー：つの

だ☆ひろ（月），ルーシー・ケント（火），守乃ブ

ナ（水），矢口清治（木）／委託管理部，音楽・

伝統芸能番組部，NEP

『ミュージックメモリー』
日　08:00～09:00

第 1 回00.4.2，最終回09.3.29／中高年をメイン

ターゲットに，日本歌謡史に一時代を画した作詞

家，作曲家が思い出を語りながら曲を紹介する番

組。08.4.6からは都倉俊一さんが担当。／委託管

理部，音楽・伝統芸能番組部，NEP

『ミュージック・リラクゼーション』
火～土　00:00～00:50
月～金　09:20～10:00

第 1 回07.4.3／就寝前のひととき，心休まる音

楽を集めてお届けする番組。ポップスはもちろん

クラシックの小品もあわせて送る。／語り：富沢

美智恵／委託管理部，音楽・伝統芸能番組部，N

EP

『名曲のたのしみ』
土　21:00～22:00
水　10:00～11:00

第 1 回71.4.1／吉田秀和（音楽評論家）の解説

で，07年度に引き続き，チャイコフスキーの作品

を年代順に聴くシリーズを放送。 8月からは「プ

ーランク　その音楽と生涯」を放送している。毎

再 

再 

再 

再 

再 
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月最終週は「私の試聴室」として，解説者が選ん

だ名盤を紹介した。／音楽・伝統芸能番組部

『名曲リサイタル』
土　19:20～21:00

第 1 回00.3.31／クラシック音楽を中心にしたさ

まざまな名曲を聴くスタジオ公開番組。司会の加

羽沢美濃（作曲家・ピアニスト），伊藤健三アナ

ウンサーによる軽妙洒脱
しゃだつ

なトークで展開する親し

みやすい番組。08年度は大阪局（管内派遣を含

む）で 7本，名古屋局で 3本制作した。／音楽・

伝統芸能番組部，大阪局，名古屋局

『ライブビート』
水　23:00～00:00

第 1 回97.4.3／今，最もビビッドなライブ活動

をしているバンドの熱気溢
あふ

れるスタジオ公開ライ

ブをたっぷりと紹介する番組。毎月最終週はBB

Cなどの海外音源も紹介。／DJ：古閑裕，鈴木慶

一／委託管理部，音楽・伝統芸能番組部，NEP

『ワールドミュージックタイム』
火　23:00～00:00
月　10:00～11:00

第 1 回00.4.2／ロックやポップスなどとの融合

が進み，若者を中心にマーケットが急成長してい

るアジア，アフリカ，ヨーロッパなど，各地の特

色あふれるワールドミュージックを広く紹介。／

DJ：北中正和／委託管理部，音楽・伝統芸能番

組部，NEP

『ワールドロックナウ』
金　23:00～00:00

第 1 回97.4.5／音楽評論家として30年の経歴を

もつ渋谷陽一が，海外・国内の最新のロック＆ポ

ップス，旧譜の中から彼なりの視点でお薦めの曲

を紹介する音楽番組。／DJ：渋谷陽一／委託管

理部，エンターテインメント番組部，NEP

{今日は一日“DJサミット”三昧
ざんまい

』
5.03／07:15～11:50，12:30～18:50

19:20～22:20，22:50～01:00
FMの祝日の超長時間特別番組『今日は一日○

○三昧』。今回は普段は交流のない別番組のDJ同

士が音楽交流をしながら番組を進行。専門的知識

を持つDJ同士交流は，リスナーに大反響であっ

た。／司会：ピーター・バラカン，児山紀芳／ゲ

スト：ゴンチチ，湯浅学，関谷元子，北中正和，

小原孝，杏子，守乃ブナ，黒田恭一，奥田佳道，

矢口清治，ルーシー・ケント，鈴木慶一，古閑裕，

オダイジュンコ／委託管理部，NEP

{今日は一日“ボサ・ノバ”三昧
ざんまい

』
5.04／12:15～18:50，19:20～23:00

今回はブラジル音楽の「ボサ・ノバ」を取り上

げた。このジャンル最初の楽曲が世に出て50年，

本国ブラジルだけでなく欧米や日本で親しまれて

きた名曲も取り混ぜて多角的にその魅力を紹介し

た。／出演：中原仁，中村善郎，隼人加織，吉田

美穂，山田賢治アナ／エンターテインメント番組

部

{今日は一日“ギタリスト”三昧
ざんまい

』
5.06／13:00～18:50，19:20～22:50，23:00～01:00
今回は日本のギタリストとしての第一人者であ

るチャーをメイン・パーソナリティーとして迎

え，この50年にわたるロック界，歴史上のギタリ

ストたちの華麗なギター・プレーを洋邦楽問わず

に12時間，堪
たん

能
のう

してもらった。／司会：チャー／

ゲスト：山崎まさよし，石田長生／委託管理部，

NEP

{サタデーホットリクエスト　京都スペシャル』
6.21／14:00～18:50

普段は東京NHK505スタから放送しているが，

今回は京都・大谷大学講堂から生放送を行なっ

た。600人余りの聴衆とともに午後のひとときを

送った。／司会：杏子，ヒロシ，アキナ／ゲス

ト：秦基博，清春，サウンド・ホライズン／委託

管理部，NEP

{弾き語りフォーユー　イン　京都』
6.30～07.03／11:30～11:50

通常の東京渋谷のスタジオを離れ，京都・同志

社女子大礼拝堂にて収録。客席との掛け合いやリ

クエストに応えるなど，普段と違った雰囲気で放

送した。／司会：ピアノ・小原孝／委託管理部，

NEP

{海の日ラジオマンジャック！』
7.21／22:00～01:00

「海の日」の夜に，リスナーから募集した夏や

海に関するハッピーなメッセージを紹介しなが

ら，スタジオライブ演奏とサマーソングのリクエ

ストで構成した 3時間の生放送。／進行：赤坂泰

彦，雨蘭咲木子／ゲスト：押尾コータロー，門司

肇／委託管理部，NEP

{The SOUL VIPs セレクション』
8.04～06，08，11～15／18:00～18:50

ソウル・ミュージック史上に確かな足跡を残し

た偉人たちにスポットを当て，それぞれのライフ

ストーリーを，数々のエピソードや代表曲で綴
つづ

る

{ザ・ソウルミュージック』恒例の人気シリーズ

再 
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企画。今回，その中から選
え

りすぐり10本を「セレ

クション」として，若干の修正を加えて再放送し

た。／パーソナリティー：オダイジュンコ（音楽

評論家）／委託管理部，NEP

{ジャパニーズ　ゴールデン　ポップス　Vol.
6』

8.18～22／21:10～22:45
1980年代から90年代前半J－POP黄金時代のヒ

ット曲を聴きながら，それらを作り出したアーテ

ィストをスタジオに招き，当時の思い出やエピソ

ードをたっぷり語ってもらう番組の第 6 弾。／

DJ：山本シュウ／ゲスト：吉川晃司（第 1 夜），

稲垣潤一（第 2夜），根本要（第 3夜），中村あゆ

み（第 4 夜），アスカ（第 5 夜）／エンターテイ

ンメント番組部

{大貫妙子～懐かしい未来』
8.22／23:00～01:00

シンガーソングライター大貫妙子が，「いま，

ほどよいライフスタイル」をキーワードに発信し

たFM特集番組（生放送）。坂本龍一，高城剛を

対談ゲストとして迎え，環境問題についての思い

や，それぞれの取り組みについて語り合った。番

組テーマ曲「懐かしい未来」は，大貫妙子のボー

カルによる新録。／出演：大貫妙子，坂本龍一，

高城剛／エンターテインメント番組部

{懐かしの洋楽ヒット～あの人この人　あのころ
このごろ』

8.25～29／21:10～22:45
ロック，ポップス，ソウルなどなど，60～80年

代に第一線で活躍し，洋楽の楽しさを教えてくれ

たアーティストたちの活躍を振り返りながら，現

在の活動も紹介。団塊世代のための音楽番組。／

パーソナリティー：山本さゆり／委託管理部，N

EP

{サマー・ロックトークセッション』
8.25～29／23:00～00:00

音楽評論家，音楽情報誌発行そしてDJとして

も絶大な信頼を誇る渋谷陽一さんを同志として敬

愛するビッグアーティストを日替わりでスタジオ

に招き，トークバトルを繰り広げ，本音を引き出

す音楽番組。／司会：渋谷陽一／ゲスト：浜田省

吾，佐野元春，坂本龍一，仲井戸麗市，桑田佳

祐／委託管理部，NEP

{プレイバック　東京ジャズ2007 アンコー
ル』

8.28～29／16:00～18:00
07年 9 月， 4日間にわたり東京・丸の内の東京

国際フォーラムで開催された大型ジャズフェステ

ィバル『東京JAZZ2007』。番組は07年12月にFM

で放送した『プレイバック　東京ジャズ2007』

( 4 時間50分× 2本）を再構成した。世界的に注

目を集めるビッグジャズプレーヤーの選
え

りすぐっ

た演奏を紹介するとともに，『東京ジャズ2008』

の見どころ聴きどころを紹介した。／パーソナリ

ティー：児山紀芳／委託管理部，NEP

{今日は一日“東京JAZZ”三昧
ざんまい

』
8.30／13:00～22:00

FMの祝日の超長時間特別番組『今日は一日○

○三昧』。今回は国内最大級の国際的ジャズフェ

スティバル『東京JAZZ2008』の模様を東京国際

フォーラム特設ステージから 9時間生放送。参加

アーティストたちの声も生で伝えた。／パーソナ

リティー：島田奈央子（音楽評論家），濱中博久

アナ／委託管理部，NEP

{ライブビート＠ふれあいホール』
9.03，10／23:00～00:00

8 月15，16日に放送センター周辺で開催した若

者層をターゲットとしたNHK事業センター主催

のイベント「NHK DEEP NIGHT」。その一環

として，15日夜、「NHKみんなの広場ふれあいホ

ール」で収録の『ライブビート＠ふれあいホー

ル』。話題性のあるバンドのライブを 2 週にわた

って放送。／パーソナリティー：古閑裕／ゲス

ト：オレンジペコー，坂本美雨／委託管理部，N

EP

{日本民謡フェスティバル2008』
FM 09.15／09:20～11:50
G 06.21／15:05～16:29
BS2 07.06／13:00～15:29

日本各地で開催されている，権威ある民謡全国

大会のチャンピオンたちが30組，NHKホールに

集結して「民謡日本一」を目指して得意の歌を競

った。／司会：中村仁美，滑川和男アナ／音楽・

伝統芸能番組部

{今日は一日“ミュージカル”三昧
ざんまい

』
9.15／12:15～18:50，19:20～22:45

特定のジャンル・テーマにこだわる丸一日のミ

ュージカル編。懐かしのミュージカル映画からブ

ロードウェーの最新ヒット作まで，豪華なゲスト

のトークとスタジオライブ，リスナーからのリク

エストでお送りした大型FM生放送。／司会：黒

崎めぐみアナ／出演：鹿賀丈史，新妻聖子，笹本

玲奈，湖月わたる，ほか／音楽・伝統芸能番組部，

NEP

{ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団演奏会』
9.23／18:00～21:10
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リッカルド・ムーティ指揮ウィーン・フィル

ハーモニー管弦楽団の来日公演を東京・赤坂のサ

ントリーホールから生中継で放送した。曲目はチ

ャイコフスキー作曲：交響曲第 5 番ほか。／解

説：高関健（指揮者）／司会：坪郷佳英子（フリ

ーキャスター）／音楽・伝統芸能番組部

{秋の夜長の偉人たち』
9.29～30，10.01～03／23:00～01:00

各界の著名人が，自分の最も愛する20世紀の音

楽家を独自の視点から紹介する音楽夜話。／立川

志らく「岡晴夫・志らく的ベスト10」（第 1 夜），

松尾潔「マービン・ゲイ。そしてソウルが始まっ

た」（第 2夜），藤あや子「私が燃えるエアロスミ

ス」（第 3夜），小川隆夫「僕だけが知るビル・エ

バンス」（第 4 夜），中村中「ちあきなおみへの

旅」（第 5夜）／委託管理部，NEP

{今日は一日“鉄道”三昧
ざんまい

』
10.13／13:00～18:50，19:20～01:00

特定のジャンル・テーマにこだわる丸 1日の鉄

道編。「鉄道唱歌」の完全全曲紹介や，話題の

[鉄道博物館」からの中継，鉄道好きミュージシ

ャンによるスタジオライブなど鉄道の「音」と

[音楽」にこだわった12時間。／司会：塚原泰介

アナ／出演：大原さやか，ボニージャックス，な

なめ45°，向谷実，西村京太郎ほか／音楽・伝統

芸能番組部

{今日は一日“ジュリー”三昧
ざんまい

』
11.03／12:15～18:50，19:20～22:45，

23:00～01:00 
FM波の企画「○○三昧」シリーズで，初の 1

アーチスト特集として、ジュリー・沢田研二を取

り上げた。08年に還暦を迎えた彼が，ザ・タイガ

ースからソロ，そして現在までを，沢田研二本人

による選曲と語りで，約13時間の生放送を，たっ

た 1人で行なった。／出演：沢田研二／エンター

テインメント番組部

{今日は一日“童謡・唱歌”三昧
ざんまい

』
11.24／09:20～11:50，12:15～18:50

子ども時代に誰もが口ずさんだ童謡，戦前から

戦後にかけて小・中学校の音楽の授業で歌った唱

歌など，秋の夜長にぴったりの心温まる名曲の

数々を約10時間にわたって紹介した。／司会：山

形由美（フルート奏者），稲塚貴一アナ／解説：

長田暁二／出演：合田道人／委託管理部，NEP

{冬休みラジオマンジャック』
12.20／22:00～01:00

夏・冬の恒例となった 3時間生放送番組。この

番組でおなじみの赤坂泰彦と雨蘭咲木子を中心と

したラジオパフォーマンスの数々，ギタリスト・

押尾コータローのスタジオ生演奏を中心にリスナ

ーから募集したメッセージも紹介しながら構成。

今回のテーマは「冬が好き！」。／進行：赤坂泰

彦，雨蘭咲木子／ゲスト：押尾コータロー，門司

肇／委託管理部，NEP

{特集　弾き語りフォーユー』
12.22～25，12.29～30，01.05～08／11:30～11:50
クラシックからポップス，演歌まで，小原孝の

ピアノアレンジが楽しめる『弾き語りフォーユ

ー』の特別番組。過去10年間に演奏された楽曲作

品の中から，「もう一度聞きたい思い出の 1 曲」

をリクエストしてもらう。小原ファンのゲストを

迎え，リスナーからのリクエストとお便りととも

に構成した。／司会：小原孝／ゲスト：落合恵子

(作家），藤本隆宏（俳優）／委託管理部，NEP

{特集・ミュージックプラザ』
12.22，24～26／16:00～18:00

『ミュージックプラザ』が送る 2時間ワイドの

スペシャルプログラム。22日，24～25日は，「ク

リスマス」をテーマに，リスナーからのリクエス

ト，放送日担当DJの選曲による特集に加え，各

曜日のDJ 3 人からのリクエストをメッセージと

ともに紹介。26日はレギュラーDJ 4 人が，リレ

ー形式で08年を振り返る『ミュージックプラザ・

スペシャル』を放送。／司会：つのだ☆ひろ，ル

ーシー・ケント，守乃ブナ，矢口清治／委託管理

部，NEP

{アジアポップスウインド　年末2時間スペシ
ャル』

12.22／23:00～01:00
毎週月曜に放送している『アジアポップスウイ

ンド』の 2 時間ワイドのスペシャルバージョン。

アジアのさまざまなユニークな音楽事情を紹介し

た。／ナビゲーター：関谷元子（音楽評論家）／

委託管理部，NEP

{今日は一日“ソウル”三昧
ざんまい

～クリスマス！ライ
ヴ・ザ・ソウルミュージック』

12.23／16:30～18:30，19:20～00:30
FMの祝日の超長時間特別番組『今日は一日○

○三昧』。今回はクリスマス・イブ前の夜，ベテ

ランから新人まで，音楽性の高いバンドを選
え

りす

ぐったスタジオライブとトークを軸にさまざまな

ソウルミュージックを取り上げた。／出演｠：グ

ッチ裕三，オダイジュンコ／ゲスト｠：｠ツヨシ，

ズーコ，ゴスペラーズ，グッチ裕三＆グッチー

ズ／委託管理部，NEP



FM：特集・特別番組

303 NHK年鑑’09

{バイロイト音楽祭2008』
12.24～30／21:00～02:00ほか

19世紀のドイツの作曲家，リヒャルト・ワーグ

ナーが自らの手で「文化の都」にした街・バイロ

イト。毎年行われているバイロイト音楽祭を放送

した。／演奏：バイロイト祝祭管弦楽団／指揮：

クリスティアン・ティーレマン，セバスティア

ン・ヴァイグレほか／12.24 楽劇「ラインの黄

金」，12.25 楽劇「ワルキューレ」，12.26 楽劇

[ジークフリート」，12.27 楽劇「神々のたそが

れ」，12.28 楽劇「ニュルンベルクのマイスター

ジンガー」，12.29 楽劇「トリスタンとイゾルデ」，

12 . 30 舞台神聖祭典劇「パルシファル」／音

楽・伝統芸能番組部，NEP

{特集　世界の快適音楽セレクション』
12.27／07:15～11:50，12:15～14:00

幅広いリスナーをターゲットにしたノンジャン

ルのイージーリスニング番組の長時間スペシャ

ル。／DJ：ゴンチチ（ゴンザレス三上，チチ松

村）／委託管理部，NEP

{今日は一日“カントリー”三昧
ざんまい

』
12.27／14:00～21:00

08年11月に開催されたアメリカで最大のカント

リー・ミュージックの祭典「第41回CMAアワー

ド2008」の模様を紹介しながら，日本でも大ヒッ

トした昔懐かしいカントリー・ミュージックのス

タンダード・ヒットから最新ヒット曲の数々を放

送した。／司会：ルーシー・ケント，松田武久，

チャーリー永谷／委託管理部，NEP

{今日は一日“人生と，時代と，歌”三昧
ざんまい

』
12.28／12:15～18:50，19:20～20:30

FMが全国放送になったのが，1969年 3 月 1 日。

その 3か月ほど前の68年12月，ラジオから流れ始

めた歌が当時の若者の心を捉
とら

えた。それが「青年

は荒野をめざす」。ザ・フォーク・クルセダーズ

の最後のシングルだ。元「フォークル」メンバー，

作詞家で精神科医のきたやまおさむをメインパー

ソナリティーに迎えて放送した。／司会：きたや

まおさむ，山根元世アナ／ゲスト：高石ともや

(フォークシンガー），田中優子（江戸学者），松

山猛（作詞家・エッセイスト）／委託管理部，N

EP

{プレイバック　東京ジャズ2008』
12.29～30／13:00～18:50

日本で最大級の，そして最高の内容を誇る『東

京ジャズ2008』の 5回のステージを，テレビでは

紹介できなかった演奏も含めて， 2日に分けて紹

介した『東京ジャズ2008』の完全版。／司会：濱

中博久アナ／委託管理部，NEP

{今日は一日“アニソン”三昧
ざんまい

ファイナル』
12.31／09:15～11:50，12:15～18:50，

19:20～00:30
テレビアニメの主題歌（アニソン）を集めて放

送した。07年に続いて 2 度目の放送。また，「N

HKみんなの広場ふれあいホール」で昼夜 2 回に

わたってアニソン・ライブも行った。／司会：水

木一郎，緒方恵美，藤崎弘士アナ／ゲスト：森口

博子，石田燿子，ICHIKO，松澤由美，米倉千

尋／委託管理部，NEP

{雅楽』
1.01／06:00～06:15

正月の朝に，宮内庁式部職楽部の演奏で雅楽

[胡飲酒破」「武徳楽」ほかを放送した。／音

楽・伝統芸能番組部

{初春の調べ』
1.01～03／06:15～06:55

新春の朝， 3日間にわたって正月らしい邦楽作

品を放送した。「八重衣」「手事」「万歳」「近江八

景」「桜川」「尾上の松」ほか。／出演：後藤すみ

子，野坂操壽，萩岡松韻，米川敏子，今井勉，菊

棚月清ほか／音楽･伝統芸能番組部，大阪局，名

古屋局

{新春謡曲狂言』
1.01～03／11:00～11:50

正月に相応
ふさわ

しい能や狂言として，「老松」（観世

流），「八句連歌」（和泉流），「鬼瓦」（大蔵流），

[難波」（金剛流）ほかを， 3 日間にわたって放

送した。／音楽・伝統芸能番組部，大阪局

{新春にっぽん　民謡列島2009』
1.01／12:15～14:00

一年の初め，ふるさとの香りあふれる民謡をた

っぷり楽しんでもらった。／出演：原田直之，斉

藤京子，早坂光枝，成世昌平ほか／司会：山中明

美，滑川和男アナ／音楽・伝統芸能番組部

{2009年クラシック期待のアーティスト』
1.01／14:00～17:00
1.02／12:15～17:00

09年の活躍が期待されるクラシック音楽気鋭の

アーティストたちの鮮やかな演奏を，正月の朝，

ジャンル別にCDで紹介した。第 1 日は「指揮者

編」，第 2日は「演奏者編」。／音楽・伝統芸能番

組部，NEP

{新春邦楽特選』
1.01～03／17:00～18:00

新春の午後， 3 日間にわたって正月らしい長

唄・浄瑠璃・義太夫・古曲を放送した。／ 1日：
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長唄「老松」杵屋喜三郎，「越後獅子」東音宮田

哲夫ほか／ 2日：常磐津「寿松の名所」常磐津一

巴太夫ほか／ 3 日：河東節「松竹梅」山彦節子，

清元「神田祭」清元梅寿太夫，義太夫「碁太平記

白石噺」豊竹咲大夫ほか／音楽・伝統芸能番組部，

大阪局

{新春吟詠』
1.02～03／06:00～06:15

正月にちなんだ清
すが

々
すが

しい詩吟「和歌・春たて

ば」「春日家に還る」「春日偶成」などを放送し

た。／音楽・伝統芸能番組部

{新春スクリーン・クラシック』
1.02／19:20～22:30

「ゴッドファーザー」から「おくりびと」まで，

話題の映画に数多く登場するクラシック音楽の

数々を，BS2の『衛星映画劇場』の渡辺俊雄支配

人が軽妙なトークで，使用されている映画の話題

とともに紹介した音楽番組。／司会：渡辺俊雄，

小野文惠アナ／音楽・伝統芸能番組部

{真冬の夜の偉人たち』
1.02～04／23:00～01:00

好評を博した「偉人たちシリーズ」の第 4 弾。

各界の著名人が，自分の最も愛する20世紀の音楽

家を独自の視点から紹介する音楽夜話。／水谷八

重子「私とオネエマ・越路吹雪の横顔」（第 1夜），

犬塚弘「レイ・ブラウンと私の思い出」（第 2夜），

村松友視「見果てぬ夢・裕次郎とプレスリー」

(第 3夜）／委託管理部，NEP

{ウイークエンドサンシャインスペシャル』
1.03／07:15～11:00，12:15～17:00

放送開始以来10年目を迎えたFMの人気番組

{ウィークエンドサンシャイン』の特別番組。音

楽のジャンルや国境を飛び越えて，ピーター・バ

ラカンがゲストとともに世界中からよりすぐりの

音楽を届けた。／司会：ピーター・バラカン／ゲ

スト：北中正和，ケペル木村（音楽ライター），

若山ゆりこ（イラストレーター），児山紀芳，湯

浅学／委託管理部，NEP

{特集オーディオドラマ～女歌夢の道行』
1.03／21:00～22:20

亡き母への思慕と，自殺を思い留まらせてくれ

た“身代わり女性”への感謝と憧
あこが

れを，生涯にわ

たり繰り返し書き続けた泉鏡花。彼の作品をモチ

ーフに怪奇と幻想の物語世界を瞽
こ

女
ぜ

が語る「人魚

伝説」と重ねあわせる和風ミュージカル・オーデ

ィオドラマ。／作：大久保昌一良／音楽：樋口康

雄／出演：石川さゆり，近藤正臣ほか／ドラマ番

組部

{第62回全日本学生音楽コンクール全国大会』
1.04／14:00～18:00

毎日新聞社主催，NHK後援の「全日本学生音

楽コンクール」は，次代を担う若い演奏家の発掘

の場として，戦後まもなく始まった。以来，数多

くの演奏家を生み出すと同時に，クラシック音楽

の普及，底辺の拡大に大きな役割を果たしてきた。

部門は，ピアノ，バイオリン，声楽，フルートの

4 部門。小学校から中学，高校，大学・一般（声

楽のみ）まで各部門，各地域別に選ばれた 1人ず

つが一堂に会して演奏する全国大会（横浜みなと

みらいホール）の模様を収録し，放送した。／音

楽・伝統芸能番組部

{特集　クロスオーバー・クラシックvsジャズ』
1.04／19:20～22:00

本放送開始以来40年を迎えるFMの，コア・コ

ンテンツとして常に中心的な存在であり続けてい

るクラシックとジャズ。08年の 5月に，17時間に

わたって生放送し好評を博した『今日は一日“D

Jサミット”三昧』の成果を取り入れ，『クロスオ

ーバー・クラシックvsジャズ』と題して年末年

始の特集番組とした。／司会：黒田恭一，児山紀

芳／委託管理部，NEP

{日本民謡大観～民謡の源流をたずねて』
2.28／05:05～06:55

NHKが昭和16年から半世紀以上にわたり調査

した「日本民謡大観」。貴重な録音と，未発表音

源を紹介した。／出演：小島美子（国立歴史民俗

博物館名誉教授），小沢千月（民謡歌手）／司

会：加治章（元NHKアナ）／音楽・伝統芸能番

組部

{高度成長時代のN響』
2.28／07:15～11:50

N響演奏会の膨大なライブラリーの中から，40

年前の1969年前後の名演奏を紹介し，当時のN響

の指揮者たちが残した功績を振り返った。／司

会：山田美也子／ゲスト：外山雄三／音楽・伝統

芸能番組部

{坂本龍一アーカイブス・スペシャル』
2.28／22:15～00:00

FM40周年記念の『FM40ラジオデー』内の特

番。世界的に活躍する音楽家・坂本龍一さんが，

かつて影響を受けたNHKのFMアーカイブスを紹

介した。当時の時代背景なども盛り込みつつ，彼

ならではの視点でFM文化を掘り下げた。／出

演：坂本龍一／エンターテインメント番組部
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{アラフォー　あの日聞こえてきた音楽は…今も
輝いている』

3.01／00:00～05:00
FM放送誕生から40年。FM放送とともに成長

してきた「アラフォー世代」をターゲットに，F

Mが発信し続けてきた音楽，その中に込められた

メッセージ，思い出を40代DJの山本シュウとと

もに深夜 0時から 5時までリスナー参加を含めて

生放送。／DJ：山本シュウ／エンターテインメ

ント番組部

{邦楽アーカイブ～懐かしの至芸』
3.01／05:00～06:55

FM本放送開始40年記念ラジオデーの一環とし

て，FM黎
れい

明期の邦楽の貴重なアーカイブ音源を

紹介した。スタジオにはFM開始当初から出演し

ている邦楽実演家の巨匠と当時を知るNHKのOB

が出演し，ステレオ初期の収録の様子やその意義

なども含めてトークを展開した。／出演：山勢松

韻，今藤政太郎，山岡知博／司会：水谷彰宏ア

ナ／音楽・伝統芸能番組部

{FM40 クラシック・スペシャル　第1部』
3.01／07:15～10:00

FMのクラシック音楽番組草創期以来の出演

者，関係者の証言や，その時代を代表する名演奏

家の音源を紹介しながら，FMが果たしてきた役

割を振り返った。／司会：諸石幸生／ゲスト：吉

田秀和，皆川達夫ほか／音楽・伝統芸能番組部

{気ままにクラシックスペシャル』
3.01／10:00～11:50

クラシック界の未来を担う子どもたちをスタジ

オに迎え，彼らの演奏や，『気ままにクラシッ

ク』の司会者との楽しいおしゃべりを紹介した。

／司会：笑福亭笑瓶，幸田浩子／音楽・伝統芸能

番組部

{わが青春のFMリクエストアワー』
3.01／15:00～18:00

FM開局40周年記念特集番組。昭和50年代から

平成になる前まで，土曜の午後は，『FMリクエ

ストアワー（Fリク）』と題し，各放送局で生放

送番組が行われ，意気盛んな若手アナウンサーが

さまざまな趣向を凝らしてリスナーとともに過ご

す時間帯であった。今回の番組は，そんな「Fリ

ク」に熱い思い出を持つアナウンサーが集い語る

とともに， 2月に松山局が主催したイベント「帰

ってきたFリク」の模様を織り混ぜながら放送し

た。／司会：梅津正樹・山本哲也・芳野潔アナ／

委託管理部，音楽・伝統芸能番組部，NEP

{FM40 クラシック・スペシャル　第2部』
3.01／19:20～21:00

現在のFMのクラシック音楽番組にかかわりの

深い演奏家，作曲家をスタジオに招き，生放送で

彼らの演奏や，司会者とのトークを紹介した。／

司会：諸石幸生／ゲスト：中村紘子，吉松隆，鈴

木大介／音楽・伝統芸能番組部

{サウンドストリート21・スペシャル』
3.01／22:00～23:00

FM40周年の記念の『FM40ラジオデー』内の

特番。レギュラー番組である『サウンドストリー

ト21』のスペシャル版。結成20周年を迎える

DREAMS COME TUREの中村正人が，FM

の40年とドリカムの20年をリンクさせながら，F

Mと音楽についてたっぷりと語った。／出演：

DREAMS COME TURE（中村正人）／エンタ

ーテインメント番組部

{インディーズファイル　スペシャル』
FM 03.01／23:00～00:30
BS2 03.01／23:00～23:45

FMで毎月最終日曜に放送している『インディ

ーズファイル』のスペシャル版。FM40ラジオデ

ー関連の特集企画として放送した。インディーズ

ミュージシャンを多数輩出してきた東京・下北沢

のライブハウスから生中継。ゲストのスペシャル

ライブとともに全国各地のシーンで活躍するアー

ティストやこれまで番組で紹介した楽曲の紹介な

ど，バラエティー豊かな内容で展開した。／出

演：森若香織，曽我部恵一，向井秀徳ほか／エン

ターテインメント番組部

{クロスオーバー・ジャズ&ワールドミュージッ
ク・トゥデイ』

3.02／00:30～05:00
08年の 5月に17時間にわたって生放送し，好評

を博した『今日は一日“DJサミット”三昧』の

成果を取り入れたクロスオーバーシリーズ。今回

はジャズ評論家・児山紀芳と，音楽評論家・北中

正和が，ジャズとワールドミュージックとの出会

いから，相互に影響しあい発展して，現在に至る

様子を， 2 人の選曲を聞き比べながら，解析し

た。／司会：児山紀芳，北中正和／委託管理部，

音楽・伝統芸能番組部，NEP

{特集　にっぽんのうた　世界の歌』
3.02～06，09～13／09:20～10:00

09年度FMの新番組『にっぽんのうた　世界の

歌』（月～金　9:20～10:00）の先行特集番組。か

つては教科書にも取り上げられ，各家庭でも歌わ

れることが多かった小学唱歌やわらべ歌，日本歌
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曲，また世界それぞれの国で大事に伝えられてき

た童謡，わらべ歌や歌曲などにより構成された音

楽番組。／司会：富沢美智恵／ゲスト：アグネ

ス・チャン，茂森あゆみ，塚田佳男（ピアニス

ト）／委託管理部，音楽・伝統芸能番組部，NE

P

{サウンドストリート・アーカイブス』
3.04～28／00:00～01:00

今なお支持を受ける伝説的FM番組『サウンド

ストリート』のアーカイブスを，WEBサイトの

[青春ラジカセ」と連動して 4週にわたり20本放

送。佐野元春，坂本龍一，甲斐よしひろ，渋谷陽

一などの名DJのアーカイブスを，リスナーが保

有していたカセットテープを募集して放送した。

40代を中心に，多くの反響が寄せられた。／ナビ

ゲーター：萩原健太／エンターテインメント番組

部

{サタデーホットリクエスト　イン　沖縄』
3.21／14:00～18:50

沖縄県那覇市・てんぶすNAHAから生放送。

通常は東京渋谷のNHK放送センターの505スタジ

オから生放送しているFM『サタデーホットリク

エスト』。FM開局40周年を記念して，東京から

最も離れた沖縄からのスペシャル番組。／司会：

杏子，アキナ，中野淳アナ／ゲスト：大城美佐子，

しゃかり，トリプル－P，書浪人善隆，グリンピ

ース／委託管理部，音楽・伝統芸能番組部，NE

P

{現代邦楽への招待』
3.28／11:00～11:50

国立劇場で行われた「第54回NHK邦楽技能者

育成会卒業演奏会」から，ゲスト演奏家の演奏を

収録し放送した。／出演：宮下秀冽，川村泰山，

三橋貴風，吉村七重，沢井忠夫合奏団ほか／音

楽･伝統芸能番組部

補 完 放 送

Ⅰ．データ放送
2000年12月 1 日のBSデジタル放送の開始とと

もに，デジタル放送ならではの新しいサービスと

してスタートしたNHKのデータ放送は，「生活を

より便利で豊かにするサービス」「緊急時に役立

つサービス」を基本に放送を行っている。

03年12月 1 日に東京・大阪・名古屋で開始され

た地上波データ放送は，06年12月 1 日までに全国

の都道府県庁所在地とその周辺で放送がスタート

した。07年10月 1 日の北海道内の 6放送局が開始

したことにより，NHKの全放送局が独自のデー

タ放送を送出するようになった。

データ放送には，映像・音声による通常の番組

(本線番組）とは連動せず独立した内容を放送す

る「独立型」と，本線番組と関連した内容をその

番組が放送されている間だけ放送する「番組連動

型」に分けられる。さらに，予定に従って長期間

定時的に編成される「定時」と，一定期間編成さ

れる「特集」，随時編成される「随時」に分類さ

れる。また，リモコンなどを使ってアンケートや

クイズに参加できる「双方向型」がある。

1 ．地上デジタル・データ放送

デジタル総合テレビでは，データ放送を地域サ

ービスの柱としており，独立型データ放送で地域

の『ニュース』『気象情報』とともに暮らしや防

災に役立つ地域情報や生活情報を放送，また，全

国向け情報として『ニュース』『気象情報』『地

震・津波情報』などを放送した。また，『第59回

NHK紅白歌合戦』などの生放送番組と連動する

データ放送も実施した。さらに，防災や生活に役

立つ情報として『台風情報』『大雨情報』『地震・

津波情報』を随時放送した。また，北京オリンピ

ックに際しては，競技をよりいっそう楽しむため

の関連情報を提供したほか，経過・結果をリアル

タイムで提供した。

デジタル教育テレビのデータ放送は，全国放送

として「暮らし」「健康」「福祉」の各ジャンルの

番組と子どもが楽しみながら学ぶことのできる独

立型のサービスを提供した。
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〔定時番組の概要〕
（1）デジタル総合テレビジョン
○独立型
・『ニュース』（地域および全国）

各地域の地域向けニュースと全国ニュース

・『気象情報』

3 時間ごとの天気，週間天気，気象の現況を伝

える気象情報，任意の予報地点を 8か所まで登

録できる「あちこち天気」，雨の降り出しを伝

える「お知らせ雨です」など。

・『地域情報』

各地域放送局が，地域情報，防災情報，生活情

報等を提供する，きめ細かな地域向けサービス。

・『道路交通情報』

高速道路，主要幹線道路の渋滞情報など。

・『デジタルステーション』

大河ドラマ，『ためしてガッテン』など，おす

すめ番組の関連情報。

○連動型
・『ためしてガッテン』，大河ドラマ

（2）デジタル教育テレビジョン
○独立型
・『暮らしQ＆A』

『きょうの料理』『おしゃれ工房』などの番組

から，生活情報や問い合わせに対する答えなど

を紹介。

・『健康Q＆A』

{きょうの健康』への問い合わせに答える形で，

健康情報の要点を紹介。

・『福祉Q＆A』

『福祉ネットワーク』から，介護の方法や介護

保険に関するQ＆Aなど介護関連情報を提供。

・『わくわくワールド』

学校放送番組に関連した，楽しみながら学び，

知ることができるクイズやゲーム。

（3）ワンセグサービス
・06年 4 月から，地上デジタル放送でワンセグ

サービスを開始すると同時に全国向けのデー

タ放送を提供，08年 4 月からは，地域データ

放送が全国の放送局で開始された。データ放

送は，総合テレビでは『ニュース』『気象予

報』『MLB』『Jリーグ』のほか，携帯電話の

通信機能を生かした番組関連情報として『た

めしてガッテン』，大河ドラマなどを放送し

ている。また，随時の『番組変更情報』，緊

急時の『地震・津波情報』などを放送した。

・教育テレビのワンセグ・データ放送では，通

信連携サービスとして，「特選・きょうの料

理」「健康」「福祉」についてのサービスを提

供した。

2 ．デジタル衛星ハイビジョン・データ放
送

デジタル衛星波データ放送は，主として衛星ハ

イビジョン放送で実施している。独立型サービス

では，『ニュース』『気象情報』『スポーツ情報』

などの定時サービスを実施しているほか，防災や

生活に役立つ情報として『台風情報』『大雨情

報』『地震・津波情報』を随時放送した。また，

北京オリンピックに際しては，競技をよりいっそ

う楽しめる関連情報を提供したほか，経過・結果

をリアルタイムで提供した。さらに，きめ細かな

番組関連情報を提供する『hiステーション』を放

送した。

また，大河ドラマ『篤姫』で番組の視聴・理解

に役立つ情報を提供する番組連動型サービスを実

施した。

視聴者参加型の双方向番組については，特集編

成で『第59回NHK紅白歌合戦』などを放送した。

〔定時番組の概要〕
○独立型
・『ニュース』（地域および全国）

24時間いつでも見ることのできる最新の全国

ニュース。

・『気象情報』

「市区町村別の天気」「週間予報」「沿岸海域

の予報」など，日常生活や防災に役立つ気象

情報。

・『スポーツ情報』

プロ野球，大相撲，サッカーJリーグなどの

途中経過・結果速報など。

・『円と株～経済情報』

株価と為替を中心とした経済動向の速報サー

ビス。

・『福祉とくらし』

介護保険関連情報，福祉の催し物情報，NH

Kの字幕放送案内など福祉関連情報。

・『医療と健康』

医療や健康に関する情報や知識などをわかり

やすく紹介。

・『hiステーション』

デジタルハイビジョン番組の関連情報を24時

間見ることのできるサービス。
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○連動型

・『ためしてガッテン』，大河ドラマ『篤姫』

○双方向型

・『第59回NHK紅白歌合戦』

（このほかのデータ放送番組名は資料編⇒p.733）

Ⅱ．文字放送・字幕放送

文字放送は，08年度から福祉関連情報 2番組を

新たに加えて実施している。なお，NHKの放送

設備を使用して文字放送を行っていた日本文字放

送（テレモ日本）の事業は，07年度末で終了した。

字幕放送は，07年秋に総務省が策定した「視聴

覚障害者向け放送普及行政の指針」（08年度～17

年度・以下“新指針”）の趣旨を踏まえ，NHK独

自の「字幕拡充計画」を基に，計画的かつ段階的

に取り組んでいる。新指針は一口で言うと，生字

幕放送（字幕付きの生放送）の拡充である。公共

放送の重要な役割として，今後も誰もが放送を通

じて情報を得ることができるよう，積極的に取り

組んでいくことにしている。

1 ．テレビ文字放送

08年度の文字放送は，目次，ニュース，番組情

報を含め17番組と，『新潟県中越沖地震義援金の

受付』『ミャンマーサイクロン災害救援金の受

付』『中国大地震救援金の受付』『NHK歳末・海

外たすけあい』などの特別番組を放送した。

2 ．字幕放送

08年度は総合，教育，デジタル衛星ハイビジョ

ン，衛星第 2合わせて，232番組・週221時間57分

(定時番組・ 4月改定期）に字幕を付与した。

各波の週平均の放送時間（対07年度増加時間）

は以下のとおり。

総合 81時間06分（＋ 5時間11分）

教育 47時間58分（＋ 6時間12分）

DHV 43時間25分（＋　　 6分）

BS2 49時間28分（＋ 3時間16分）

完プロ（収録）番組では，定時番組以外では夏，

冬の特集編成，教育フェア，ETV50年関連，祝

日編成を中心に字幕放送を実施した。

また，生字幕放送では，定時番組『きょうの料

理プラス』『趣味の園芸プラス』（総合，月～金・

午前9:30）を開始したほか，08年度のビックイベ

ントである『北京オリンピック』『北京パラリン

ピック』に積極的に取り組んだ。夏季五輪の生字

幕放送は今大会が 2度目である。五輪の総放送時

間は59時間余り（前回アテネ大会＋約10時間）で，

今大会で初めて「競泳」「シンクロ」の競技に生

字幕を付与した。総合・午前10時台の『北京パラ

リンピック』でも字幕放送を実施し，「開会式・

閉会式」は生字幕，それ以外は放送前に作成した

完プロ字幕で行った。総放送時間は13時間13分

(前回＋ 1時間13分）である。

定時番組の生字幕は，『NHK歌謡コンサート』

{大相撲中継』『プロ野球』（一部）『MLBアメリ

カ大リーグ』（一部）をはじめ，恒例の『NHK紅

白歌合戦』『わが心の大阪メロディー』『NHK杯

国際フィギュア』『びわ湖毎日マラソン』，そして，

長時間の福祉番組『ETVワイド　ともに生きる』

(12.6）に付与した。

また特集・特別番組では，北京五輪の開会前で

ある 4 月に『競泳日本選手権』『全日本女子柔道

選手権』『全日本柔道選手権』で， 5 月に『シン

クロナイズドスイミング日本選手権』で生字幕放

送を実施した。さらに，『NHKスペシャル～追

跡！“国産食品”偽装』（12.14），『ためしてガッ

テン～緊急生放送！インフルエンザ最新対策』

(2.4），『特集　ドキュメント　にっぽんの現場

寝台特急　ラストラン～人生を運び続けた半世

紀』（3.14）の 3本に生字幕を付けて放送した。

（文字放送・字幕放送の番組名は資料編⇒p.734）

Ⅲ．その他の補完放送

このほかの補完放送には，音声多重を使った

[ステレオ放送」「 2か国語放送」「解説放送」が

ある。「解説放送」は主に目の不自由な方のため

のサービスである。

「 2か国語放送」は総合，教育，デジタル衛星

ハイビジョン，衛星第 1 ，衛星第 2 で，また，

[解説放送」は総合，教育，デジタル衛星ハイビ

ジョン，衛星第 2で実施している。


