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1 ガソリン税などの道路特定財源の暫定税率が期限
切れとなり，ガソリンは 1リットル当たり約25円，
軽油は同約17円の税率上乗せがなくなって，値下
げされた

1 75歳以上の高齢者を対象とする後期高齢者医療制
度がスタートした。高齢者ひとりひとりから徴収
する保険料と税金，現役世代からの支援金で運営
する。高齢者を従来の国民健康保険などから切り
離すことに根強い批判がある

3 神奈川県警は，横須賀市でタクシー運転手を殺害
した容疑で，米軍横須賀基地所属の 1 等水兵を逮
捕した

4 第80回春の選抜高校野球大会決勝で，沖縄尚学は
埼玉の聖望学園を破り， 9 年ぶり 2 回目の優勝を
果たした

7 パリで行われた北京五輪の聖火リレーで，チベッ
ト問題で中国を批判する抗議活動や妨害が続出
し，リレーの途中の行程が短縮されたほか最終盤
は聖火をバス輸送するなど，混乱が生じた

9 日本銀行総裁に白川方明副総裁が任命され，総裁
空席は 3週間ぶりに解消された

17 名古屋高裁は，自衛隊のイラク派遣差し止めなど
を求める集団訴訟の控訴審判決の中で，航空自衛
隊がバグダッドに多国籍軍を空輸していることは
憲法 9条に違反する，との判断を示した

19 パリで北京五輪の聖火リレーへの抗議行動が展開
されたことに対し，青島や武漢などの中国の都市
で，仏系スーパーや仏政府公館を標的にした抗議
デモが行われた

22 広島高裁は，山口県光市の母子殺人事件で殺人と
強姦致死，窃盗の罪に問われた元少年に対する控
訴審判決で，無期懲役とした一審判決を破棄し死
刑とする判決を言い渡した

22 東京地検特捜部は，企業合併・買収の情報を使っ
て株の不正売買にかかわっていたとして，野村證
券の社員とその知人計 3 人をインサイダー取り引
きの疑いで逮捕した

25 ネパールの制憲議会選挙で，10年間の武装闘争を
終え初めて選挙に参加した共産党毛沢東主義派
が，定数601のうち220議席を獲得し，第 1党にな
った

26 北京五輪の聖火リレーの行われた長野市で，中国
人学生やチベットの支援者が詰めかけて市内が騒
然となり，リレーへの妨害活動も相次いだ

27 後期高齢者医療制度や道路政策が問われた衆院山
口 2 区補選で，民主党候補が大差をつけて自民党
候補を破った

30 上野動物園で飼育していたジャイアントパンダの
リンリンが22歳で死んだ。カンカンとランランが
72年に来て以来，上野動物園から36年ぶりにパン
ダがいなくなった

3.31 08年度番組改定スタート。主な新設番組は次のとおり
G－『もうすぐ 8 時　プレマップ』（月～木），『星新一
ショートショート』（月），『ドキュメント挑戦』（火），
{テレ遊びパフォー!』（水），『東京カワイイ★TV』
(木），『スポーツ大陸』（金），『とくせん』（土）
E－『シャキーン』（月～金），『伝える極意』（火），『リ
トル・チャロ』（水），『アニメ　精霊の守り人』（土），
{めざせ!会社の星』（土）
HV－『世界一周!地球に触れる・エコ大紀行　日めくり
版』（月～金），『ふるさとから，あなたへ』（水・木），
{クラシックミステリー　名曲探偵アマデウス』（金），
{ネイチャースペシャル』（日）
BS1－『BSベストスポーツ』（月），『ASIA 7DAYS』

(月），『アジアンスマイル』（日）
BS2－『渋谷らいぶステージ』（月），『にっぽん熱中ク
ラブ』（金），『BSティーンズ倶楽部』（日）
R1－『ラジオビタミン』（月～金），『ふるさとラジオ』

(月～金），『つながるラジオ』（月～金），『私も一
言！夕方ニュース』（月～金），『日曜バラエティー』
(日），『新日曜名作座』（日）
R2－『チャロの英語実力講座』（月～土），『英語ものし
り倶楽部』（土），『くらしで使えるポルトガル語』
(土）
FM－『ふるさとラジオ』（月～金），『クラシックカフ
ェ』（月～木），『オーケストラの夕べ』（日）

4.1 日本放送協会放送受信規約の一部変更について総務大臣
の認可を受け，「訪問集金の廃止」「事業所割引の導入」
[家族割引の拡大」「放送受信章の廃止」を決めた

1 日本放送協会受信料免除基準の一部変更について総務大
臣の認可を受け，障害者の方に対する受信料免除の適用
範囲を拡大することを決めた。10月 1 日から施行する

1 08年度におけるラジオ国際放送およびテレビ国際放送の
実施要請について，要請を応諾する旨を総務大臣に回答
した

1 経営委員会は，改正放送法の施行に伴い，経営委員で構
成する監査委員会を設置した

1 NHKの広範なリスクマネジメントとコンプライアンス
の推進を図るため，総合リスク管理室を設置した

3 08年度のNHKの“約束”を公表した。“約束”の策定に
あたっては，予算・事業計画を前提に新体制の方針を積
極的に導入するとともに，視聴者への説明責任をさらに
果たすための工夫を行った

3 08年12月から開始する「NHKオンデマンド」の概要を
発表した。過去に放送した番組を視聴できる「特選サー
ビス」と 1週間以内に放送されたニュースなどを視聴で
きる「見逃し番組サービス」の 2本立て

4 外国人向けテレビ国際放送を行う子会社「日本国際放
送」を設立した。日本とアジアの最新情報をすべて英語
のコメントで世界に伝えるテレビ国際放送を目指す

13 病気の起源を人類の進化の中に探っていく『NHKスペ
シャル～病の起源』第 1回を放送。 6回シリーズ
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3 日本民間放送連盟と日本新聞協会が，ドキュメンタ
リー映画『靖国YASUKUNI』の映画館での上映が
相次いで中止に追い込まれた事態を受け，言論・表
現の自由の観点から懸念を表明するコメントを発表
した。
この映画については，その後映画館での上映や自主
上映の動きが広がった

4 08年秋から始まる外国人向け映像国際放送に関して，
NHK古森重驪経営委員長が執行部に国益主張を求め
たことに対し，民放連の広瀬道貞会長は「国益めざ
す放送なら国策放送になりかねない，民放は参加し
づらい」と述べた

8 愛知県長久手町で07年 5 月に起きた元暴力団員の発
砲立てこもり事件の初公判で，TBS系列で放送され
た『みのもんたの朝ズバッ！』の事件関連部分が捜
査当局によって録画・再編集されて提出され，証拠
として採用された問題で，日本民間放送連盟が，名
古屋地裁と地検に抗議した

15 放送倫理・番組向上機構（BPO）の「放送倫理検証
委員会」が，99年 4 月に山口県光市で起きた当時18
歳の少年による母子殺害事件の差戻し控訴審に関す
る報道の多くが感情的に制作され，公正性・公平性
の原則を逸脱していたと批判する意見を公表

17 日本民間放送連盟が理事会で，『発掘！あるある大事
典Ⅱ』の「ねつ造」問題で除名した関西テレビの再
加入を認めた。 1 年ぶりの民放連復帰だが，会員活
動の停止は当面継続される。
北京オリンピックの国内での放送権はNHKと民放連
が持っており，再加入が認められたことで，関西テ
レビはフジテレビ系列が放送する種目を近畿圏で放
送できることになった

25 政府は一部変更された「個人情報保護に関する基本
方針」を閣議決定した。必要な情報まで秘匿する
[過剰反応」については，「必要性が認められる場合
は個人情報の公表は可能」と記し，国の機関や地方
公共団体などに法や関連条例の適切な解釈と運用を
求め，情報提供を促すことになった。しかし，日本
新聞協会は，具体的措置がなければ現状が改善され
る見込みがないとして，抜本的見直しを求めた

30 NHKと日本民間放送連盟でつくる「JC・ジャパンコ
ンソーシアム」は，2010年のバンクーバーオリンピ
ック（冬）と12年のロンドンオリンピック（夏）の
放送権について， 2 大会合わせて325億円で，IOC
(国際オリンピック委員会）と合意したと発表した。
テレビ放送のほか，インターネットや携帯電話など
すべてのメディアが含まれる

1 ドイツの公共放送ARDとZDFは，P2P方式によるイ
ンターネットTVプラットフォーム「Zattoo」上で，
計24チャンネルすべての同時再送信を開始した。
Zattooは，現在ヨーロッパ 8 か国で，BBCを含む公
共・商業チャンネルを配信している。Zattooへの登
録と利用は無料だが，ログイン時とチャンネル切り
替え時に広告が挿入される

7 フランスのADSLや携帯電話の大手Orange（France
Télécomの傘下）は 7 日，08年第 4 四半期に新サー
ビス「Orange Cinéma Séries」を開始すると発表し
た。テレビ，パソコン，携帯電話など加入者のあら
ゆる画面で視聴可能なサービスで， 6 チャンネルで
構成され，米WarnerBros，HBO，仏Gaumontなど
と提携して映画やドラマシリーズを提供する。さら
にEutelsatと契約し，ADSLでカバーされない地域向
けに衛星放送も開始する

14 米の大手経営コンサルタント，アクセンチュア社は，
米・英・仏・独など 8 か国で実施したテレビ視聴動
向の調査結果を発表した。PCを通じた番組視聴を週
1 回以上行っている人の割合は，イタリアが最も高
く（41％），フランス，スペインでも35％などとほぼ
3 割以上。またテレビ番組を生で視聴するかオンデ
マンド視聴かはジャンルによる傾向が強く，米の場
合，ニュースやスポーツは46％が生で，ドラマやコ
メディは23％がオンデマンドで視聴すると回答

16 メディア調査会社コムスコア社によると，米では08
年 2 月の 1 か月で延べ 1 億3,500万人が動画視聴し，
番組数は前年同月比66％増の100億本以上となった。
サイト別のシェアでは 1 位がYouTubeを持つGoogle
で35.4％， 2 位はMyspaceを抱えるFoxインタラクテ
ィブメディア（5.8％）， 3位がYahoo!（2.9％）

24 米上院の商務委員会は，09年 2 月のデジタル完全移
行後も，メキシコ国境付近の放送局ではアナログ放
送を継続することを了承した。これは，国境沿いに
住むヒスパニック系住民の多くが，米国内の電波に
加え，メキシコからのアナログ放送を受信しており，
デジタルへの対応が遅れていることに配慮したもの

30 英のケーブルテレビ事業者Virgin Mediaは，BBCと
提携して，350万のケーブル加入世帯向けにBBC
iPlayerのサービスを08年夏から開始すると発表し
た。iPlayerは，BBCが07年12月から本格的に始めた
家庭のインターネット利用者向けオンデマンド・サ
ービス

30 米の民間組織「フリーダムハウス」は，世界195の国
と地域に関して報道の自由度ランキングを発表した。
このうちアジア・大洋州では，パラオの12位をはじ
め大洋州の国が上位なのに対し，アジアでは北朝鮮
が最下位，ミャンマーが194位，イラン185位，中国
が181位など，下位の国が目立つ。最も自由度が高か
ったのは台湾の32位で，日本は35位，香港と韓国は
67位，インドは77位

国　　内 海　　外4月
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1 ガソリン税の暫定税率が 1 か月ぶりに復活した。
与党が， 4月30日の衆院本会議で税制改正関連法
を 3 分の 2 以上の賛成多数で再可決・成立させた
ため。 1リットル当たりの価格を30円以上引き上
げるガソリンスタンドが多かった

1 環境省は，北海道の野付半島で見つかったオオハ
クチョウの死骸から鳥インフルエンザウイルスの
陽性反応を確認した，と発表した

7 中国の胡錦涛国家主席は，中国国家主席としては
10年ぶりに来日し，福田首相と会談した。会談後，
日中共同声明で，戦略的互恵関係を推進すること
を確認した

7 メドベージェフ氏がソ連崩壊後の新生ロシアの第
3 代大統領に就任した。新大統領はプーチン前大
統領を首相に指名した

11 国連人道問題調整事務所は，ミャンマーを直撃し
たサイクロンによる死者は最大10万人，行方不明
者は22万人に上る，との推定を発表した

12 中国四川省で大規模な地震が発生した。震源は四
川省の省都・成都の北西約90キロで，地震の規模
はマグニチュード7.8。温家宝首相が指揮のため
現地に入り，軍の部隊を動員するなど，国を挙げ
ての救援活動に取り組んだ

13 道路特定財源を10年間維持する改正道路整備財源
特例法が，衆院本会議で 3 分の 2 以上の賛成多数
で再可決され，成立した

16 国と建材メーカーがアスベスト対策を怠ったため
に健康被害を受けたとして，建設労働者とその家
族が，国とメーカーに総額66億円の損害賠償を求
める訴訟を東京地裁に起こした

18 プロゴルファーの今田竜二選手が米ツアーで初優
勝を果たした。日本勢の米ツアー優勝は，青木功，
丸山茂樹に次いで 3人目

20 6 大金融・銀行グループの08年 3 月期連結決算が
出揃った。米サブプライム住宅ローン問題や金融
市場の混乱による損失は， 6 グループの合計で
9,825億円。当期利益の合計は，前期より33.9％減
となった

25 大相撲夏場所で，大関琴欧州は，14勝 1 敗で初優
勝を果たした。ヨーロッパ出身力士の優勝は初

28 第 4 回アフリカ開発会議が横浜市で始まった。福
田首相は，基調演説で，アフリカ向け途上国援助
の倍増，最大40億ドルの社会基盤整備などを軸と
する日本の支援策を発表した

28 産地偽装などが相次いで発覚し，経営再建中だっ
た高級料亭「船場吉兆」が，経営再建を断念し廃
業する，と発表した

30 クラスター爆弾の禁止条約作りを目指すオスロ・
プロセスは，アイルランドのダブリンの国際会議
で，一部の最新型爆弾を除いて全面禁止する条約
案を全会一致で採択した。日本も同意した

3 総合テレビで，こどもの日を中心に 3日から 9日まで親
子で楽しんでもらえる番組を特集して放送した。『ダヴ
ィンチの夢～浜田未来科学研究所』（ 5 日），『ひらけ!魔
法の扉～いっしょに歌おう夢のうた』（ 5 日），『熱血！
天才アカデミー～世界をひっくり返した男ダーウィンの
進化論』（ 6日）など

3 まる 1日，ある音楽ジャンルに徹底的にこだわり，長時
間たっぷり楽しんでもらうFM特集番組『今日は一日〇
〇三昧』を 4 日連続で放送した。 3 日「DJサミット三
昧」， 4日「ボサ・ノバ三昧」， 5日「ラ・フォル・ジュ
ルネ三昧～熱狂の日音楽祭」， 6日「ギタリスト三昧」

21 09年 4 月からデジタル教育テレビ放送の一部にワンセグ
放送の独自番組を編成する，と発表した。教育番組など，
5分程度の内容を提供する予定

22 第34回「放送文化基金賞」が発表された。本賞は，テレ
ビドキュメンタリー番組で『NHKスペシャル～夫婦で
挑んだ白夜の大岩壁』，テレビドラマ番組で『NHKスペ
シャル～鬼太郎が見た玉砕～水木しげるの戦争』が受賞
した

22 25日までの 4 日間，放送技術研究所の一般公開を行い，
高精細な次世代テレビ放送システム・スーパーハイビジ
ョンの映像をテレビで見られる技術を公開した。スーパ
ーハイビジョンは現行ハイビジョンの16倍の画素数を持
つシステムで，スクリーンではなくテレビに映像が映し
出されるシステムの公開は世界で初めて

25 26日と 2夜連続で，変わりつつある北極の今を取材した
{NHKスペシャル～北極大変動』を放送した。かつて
の 6割に減ったという北極海の氷の面積，そのことが及
ぼす生態系の危機，資源争奪戦が新たな環境異変を引き
起こしている現実を紹介した

27 NHK“約束”評価委員会は07年度“約束”の評価報告
を発表した。視聴者の番組に対する満足度は着実に向上
し，改革の成果も上がっているが，経営の信頼性は十分
に達成されていない，と指摘している。これを受けて
NHKは，指摘された点についてはスピード感を持って
対処し，期待の高い点についてはさらに充実・強化して
いくとの見解を出した

27 NHK職員によるインサイダー取引問題を調査していた
NHKの第三者委員会が，調査結果を公表した。倫理観
の欠如や組織上の問題点などを厳しく指摘し，10項目の
再発防止策を提言した

27 09年度から11年度までの経営計画の骨子を経営委員会に
提示し，発表した。低所得者や高齢者の受信料割引・免
除，関連会社再編の方針を盛り込んだ。11年以降は衛星
放送を 2波にすることも示している

27 経営委員会の同意を得て，今井環報道局編集主幹を 6月
12日付で理事に任命することにした

28 07年度決算を発表した。事業収入は，受信料収入増など
により前年度比1.9％増の6,557億円で 2 年連続の増収。
支出は，人件費減などにより前年度比0.3％減の6,182億
円

社会の動き5月 N H K



放送日誌

55 NHK年鑑’09

7 エフエム九州が臨時株主総会で，投資会社が設立し
た新会社に放送事業を引き継ぐことを決めた。エフ
エム九州は福岡県 2 局目の民放エフエム局として93
年 9 月に開局したが，02年 3 月期から赤字が続き，
自力再建を断念した。新会社は放送局免許を継承す
る予定

8 文化庁は，iPodなどの携帯音楽プレーヤーとテレビ
番組を録画するハードディスク内蔵型レコーダーに
[私的録音録画補償金」を課金する制度改正を文化
審議会に提案した

8 総務省が「地上デジタルテレビ放送に関する浸透度
調査」の結果を発表した。
地上デジタル放送については93％の人が知っていた
が，アナログ放送の停波時期を知っていたのは
64.7％で，昨年比で4.3ポイントしか増えていなかっ
た

8 京都市の大日本スクリーン製造が，大型有機ELパネ
ルを液晶パネルより低コストで製造する装置を米デ
ュポン社と共同開発したと発表した。
有機ELテレビは厚さ 1 センチ以下の薄さが特徴だ
が，これまでは11型が最大だった。新装置は37型ま
で作れるという。同社は32型の量産装置を2010年度
に電機メーカーに納入する計画

14 TBSが，改正放送法で可能となった認定放送持株会
社への移行を当面見送ると発表した。TBSの筆頭株
主で，TBSとの業務提携を求めている「楽天」は持
株会社への移行に反対している。
フジテレビは08年10月に認定放送持株会社へ移行す
る予定で，フジテレビやニッポン放送，系列出版社
など19社が持株会社の傘下に入る

15 民放キー局の08年 3月期の連結決算が出そろった。
売上高では，テレビ朝日を除く 4 局が減収となり，
営業利益は 5 局とも減益となった。番組の前後に流
されるスポットCMの不振と，番組制作費がかさん
だのが原因

15 日本PTA全国協議会が，毎年行っている子どもに見
せたくない番組の調査結果を発表した。トップはテ
レビ朝日系列の『ロンドンハーツ』だった

20 総務省の「公平負担のための受信料体系の現状と課
題に関する研究会」が最終報告案をまとめ公表した。
地上と衛星料金の一本化やスクランブル化には検討
課題が多く，当面は公平負担の確保に，画面に表示
する契約要請案内の拡大が有効であるとしている

4 米通信大手AT&Tは競合するベライゾン・ワイヤレ
スより 1 年遅れて，携帯電話向けテレビサービスを
スタートさせた。 2 大通信事業者による競争が活発
化し，関連サービスや機器の市場も拡大していくと
見られる

6 英BBCと商業テレビのITV社は共同で，デジタル無
料衛星放送Freesatのサービスを正式に開始した。
Freesatは，専用チューナーを購入・設置すれば，有
料契約をせずに80以上のテレビやラジオ，双方向チ
ャンネルやHDサービスを視聴できるが，これまで
専用チューナーが販売されていなかったため，有料
衛星放送BSkyBのチューナーに依存していた。「無
料衛星放送」Freesatは，BBCとITV，家電メーカー
らのパートナーシップで実現した

15 米上院議会は，FCC（米連邦通信委員会）が決定し
たメディア所有規制緩和を覆す法案を可決した。
FCCは07年12月，全米20の主要都市で同一企業が新
聞と放送局を兼営することを32年ぶりに認めていた。
今回の法案を発議した議員の 1 人，民主党の大統領
候補オバマ上院議員は上院での可決を歓迎し，下院
に対しても同様の法案を速やかに可決するよう促し
た。一方，この法案可決に対して，グティエレス商
務長官は，大統領に対して拒否権を発動するよう勧
める意向

27 米ニールセン社は，09年 2 月のアナログ終了／デジ
タル移行に全く対応していない世帯の割合が， 4 月
末現在で9.4％まで減ったと発表した。調査結果によ
ると，ケーブルや衛星放送に加入せず，デジタルチ
ューナー付きのテレビや変換コンバーターなどを一
切持たない世帯の割合が， 1 月調査の10.2％から減
少して，今回は 1 けたの数字になったとしている。
米では，前回の調査後，コンバーター購入補助のた
めのクーポン券の配付を始めた

28 公共放送BBCの監督機関であるBBCトラストは，イ
ングランドやスコットランドなど地域放送局の企画
および当該地における制作番組が全国放送に占める
割合が，現行特許状が満了する16年末までに17％以
上に増大することを発表した。地方の受信許可料支
払い者に対しBBCへの愛着を高め，地方制作の経済
効果にも期待するもの

29 米国勢調査局は『アナログからデジタルテレビへの
転換』と題する報告書を発表，インターネットの普
及を背景にテレビ離れが進んでいるとされる国民の
テレビ視聴時間は，実際には増加傾向にあると指摘
した。報告書は08年の国民（12歳以上）のテレビ視
聴時間は 8 年前より238時間増加して年間1,740時間
( 1 日平均4.7時間）と予測しており， 1 世帯当たり
のテレビ保有台数（80年の1.7台→05年の2.6台），テ
レビ視聴世帯（80年の7,600万世帯→06年の 1 億1,000
万世帯）などのデータを見てもテレビ離れが進んで
いるとは言えないと指摘している

国　　内 海　　外5月
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3 米大統領選の民主党候補者指名レースで，バラ
ク・オバマ上院議員がヒラリー・クリントン上院
議員を破って指名を確定した。共和党のマケイン
氏と大統領選挙で対決する

4 最高裁大法廷は，結婚していない日本人の父とフ
ィリピン人の母から生まれた子ども10人が日本国
籍の確認を国に求めた訴訟で，10人全員に日本国
籍を認めた。両親が結婚していないことを理由に
日本国籍を認めない現在の国籍法は憲法に違反す
る，との判断を示した

6 中央省庁人事の一元管理を目指す国家公務員制度
改革基本法が，参院本会議で可決，成立した。縦
割り行政の弊害をなくし，官邸主導に切り替える
ことを狙っている

8 東京の秋葉原電気街で，男が通行人をトラックで
はねた後ナイフで次々と刺す無差別殺傷事件が起
き， 7 人が犠牲となった。男は，携帯サイトの掲
示板で犯行を予告し，実行までの経過を書き込ん
でいた

11 民主党が社民，国民新両党と共同で参院に提出し
た福田首相の問責決議が，本会議で可決された。
現憲法下で首相問責は初めて

14 岩手県南部を震源とする地震があり，宮城県栗原
市，岩手県奥州市で震度 6 を観測するなど，東北
や関東，北陸の広い範囲で大きなゆれを観測した。
この地震で被害が集中した栗原市，奥州市，一関
市は，局地激甚災害地域に指定された

16 札幌地検は，国土交通省北海道開発局による官製
談合事件を巡り，同省の北海道局長を入札妨害の
疑いで逮捕した

17 法務省は，連続幼女誘拐殺人事件の宮崎勤死刑囚
について死刑を執行した，と発表した

18 日中両政府は，東シナ海のガス田の共同開発で合
意した。この合意を受けて，両国の外交当局は正
式な条約の締結に向けた交渉を始める

18 日本人のブラジル移住100周年を記念する式典が
ブラジルの首都ブラジリアで行われ，公式訪問中
の皇太子さまも出席した

25 売れ残った中国産ウナギを愛知県一色町産と偽っ
て販売したとして，農林水産省は，水産会社 2 社
に対し改善を指示した

25 政府は，国家公務員が公費でタクシーに乗った際
にビールなどの提供を受けていた“居酒屋タクシ
ー”問題の調査結果を発表した。17省庁・機関で
計1,402人に及ぶ

26 北朝鮮が中国に「核計画の申告」を提出したこと
を受け，米政府は，北朝鮮に対するテロ支援国家
の指定を解除することを表明した

27 佐賀地裁は，諫早干拓事業で設置された潮受け堤
防の撤去などを求めた訴訟の判決で， 5 年間，排
水門を常時閉門するよう国に命じた

1 {NHKスペシャル』で，環境問題を考える番組を 2 夜
連続で放送した。 1 日は，CO2の排出を抑制する低酸素
社会の構築が進むヨーロッパの例などを紹介する「“低
酸素社会”に踏み出せるか～問われる日本の進路」， 2
日は，世界遺産第 1号に登録されたガラパゴス島の生態
系が危機に陥っている現状を取材した「ガラパゴス大異
変～生きものの楽園は守れるか」

3 ヒロインが里親となって子どもたちと向き合っている姿
を描いている『連続テレビ小説～瞳』と連動して，里親
制度とは何かを伝えるとともに課題を考える『生活ほっ
とモーニング～“里親”って知っていますか』（G）と，
里親制度について掘り下げて紹介する『福祉ネットワー
ク～もっと知りたい里親制度』（E）を放送した

4 長野放送局の記者が，08年 3 月31日の長野県域のニュー
スで放送した原稿の中で地元新聞の記事を盗用してい
た，と発表した

5 10年の大河ドラマは，『龍馬伝』に決まった。「幕末史の
奇跡」と呼ばれた風雲児・坂本龍馬の33年の生涯を幕末
屈指の経済人・岩崎弥太郎の視線から見るオリジナル作
品。名も無き若者が世界を動かす「龍」へと成長してい
く姿を壮大なスケールで描く。脚本は福田靖さん

9 映像国際放送の強化のため，国際放送「NHKワールド
TV」専用の新スタジオの建設工事を始めた。24時間対
応のニュース専用のメインスタジオと情報系番組用のサ
ブスタジオを作る。映像モニターをすべて省電力の液晶
とするなど，エネルギー使用の低減を目指している

10 子会社22社と関連会社 3社を含む07年度の連結決算を発
表した。経常事業収入は，受信料収入の回復によって前
年度比0.01％増の7,371億円。事業収支差金は，前年度比
133億円増の394億円となった。増収増益となるのは 4年
ぶり

10 カナダの第29回「バンフテレビ祭」で，『ハイビジョン
特集フロンティア』で放送された「神秘の蝶　驚異の大
冒険～北米5000キロを渡る」が，野生・動物番組部門で
最優秀賞にあたる「ロッキー賞」を受賞した。カナダか
らメキシコまでを旅する“渡り蝶”オオカマダラの不思
議な力とそれに魅せられた人々の姿を描いた

11 受信契約の締結を求め，07年 5 月に担当窓口を受信料特
別対策センターに変更した未契約事業所のうち 1件につ
いて，1年にわたり交渉を重ねてきたが進展がないため，
民事手続きの実施を予告し，受信契約に応じない場合，
民事手続きに着手する，と発表した

14 さまざまなテレビ賞を受賞したグランプリ作品をまるご
と放送する『ザ・ベストテレビ“全部”見せますグラン
プリ作品～第 1 部』（BS2）を放送した。全国各地の民
放32社に協力してもらい，NHKと民放の垣根を越えて
放送に取り組んだ。第 2部は 6月22日に放送した

16 職員の株取引問題について第三者委員会の報告を基に
“何があったのか，その原因はどこにあったのか”など
を検証する番組『NHK職員株取引問題～第三者委員会
調査報告を受けて』（G）を放送した

社会の動き6月 N H K



放送日誌

57 NHK年鑑’09

6 テレビ朝日と朝日新聞が，連携を強化するため株式
の相互保有に合意したと発表した。朝日新聞の村山
美知子社主が保有していた株の一部をテレビ朝日が
買い取り，テレビ朝日は朝日新聞の株式の11.88％を
保有することになった

10 {ETV2001 問われる戦時性暴力』（01年 1 月放送）
を巡って，取材を受けた市民団体「戦争と女性への
暴力」日本ネットワークが，事前の説明とは異なる
不本意な放送をされたとして損害賠償等を求めた訴
訟の東京高裁判決のニュース（07年 1 月29日『ニュ
ースウオッチ 9』で放送）に関して，「放送と人権等
権利に関する委員会」（BRC）は，（NHKが）「当該
裁判における一方の当事者であったという特殊性を
考慮すると，本件放送において裁判で対立する相手
方である申立人らの意見に一切触れることなく，自
らの解釈だけを報じたことは，申立人らに対して公
平・公正を欠き，放送倫理違反があったといわざる
を得ない」との「見解」を出した

11 [青少年が安全に安心してインターネットを利用で
きる環境の整備等に関する法律」が成立した。日本
新聞協会や民放連は，有害か否かの定義・判断には
直接，間接を問わず国が関与すべきではない，表現
の自由に国が介入できるおそれがある，など懸念を
表明した

12 最高裁第一小法廷は，NHKの『ETV2001 問われる
戦時性暴力』が放送直前に改編されたとして取材に
協力した市民団体がNHK等に損害賠償等を求めてい
た訴訟で，NHKと下請け会社に損害賠償を命じた 2
審判決を破棄し，市民団体の請求を退けた

12 公正取引委員会はテレビ朝日に対し，番組内容に景
品表示法違反のおそれがあるとして警告した。テレ
ビ朝日は番組内でやせる効果がある商品を紹介して
いたが，公取委は，短期間でやせる効果があると視
聴者に誤解を与えるおそれがあるとした。民放キー
局が同法違反で警告されたのは初めて

23 経営破たんしたエフエム九州の放送免許について，
総務省が新会社CROSS FMへの承継を許可した。エ
フエム九州は，投資会社が設立したCROSS FMに放
送を委ねる決定をしていた。経営破たんに伴う放送
免許の承継は初めてのケース

23 デジタル放送推進協会が， 6 月 2 日から予定されて
いたデジタル放送のコピー制限を現行の 1 回から
[コピー 9 回＋移動 1 回」に緩和する「ダビング
10」の実施を延期すると発表した。対応製品への
[補償金」課金問題を巡って，著作権団体とメーカ
ー側の意見調整がつかなかったためだが，その後の
協議で08年 7 月 4 日から実施することに決定した

24 インターネットを使った高画質テレビ「IPTV」の
規格統一を図るために，NHKと民放キー局，NTT，
松下電器などの家電メーカーが「IPTVフォーラム」
を設立した

9 中国は，各家庭で直接受信するための放送衛星「中
星 9号」の打ち上げに成功した。衛星は使用開始後，
150～200チャンネルのテレビ番組を伝送でき，住民
は直径45～60センチの小型アンテナを設置すれば受
信できる。
これによって数千万世帯がオリンピックの放送を直
接受信できるようになり，中国におけるテレビ放送
のカバー率は98％以上に達する見通しである

10 ドイツの公共放送ARDとZDFは，08年国内インター
ネット利用動向調査の結果を公表した（ 3 ～ 4 月調
べ）。調査によれば，14歳以上の人口の65.8％にあた
る4,270万人がネット接続環境にある。60歳以上のネ
ット利用率は29.2%で，07年に比べ年齢層別で最も大
きく伸びた。またネット上で動画を視聴する利用者
の割合は，07年より10%増え，55%だった。またブ
ロードバンド（DSL）接続環境のある利用者は70%
となった

16 米ニールセン社は，米の08年第 1 四半期の広告費統
計を発表。全米広告費は07年同期とほぼ同水準にと
どまっている一方で，メディアの種別によってその
増減に大きな差が出ていることが明らかになった。
インターネットは14.7％増，ケーブルテレビも12.9％
増，ネットワークラジオは10％増だが，ネットワー
クテレビは3.4％減，ローカル新聞5.4％減，全国紙
6.2％減だった。
同社ではネット広告の急進を受けて，モバイルウェ
ブサイト利用者の行動調査を行う計画を進めている

20 中国の胡錦涛国家主席は，創刊60周年を迎えた中国
共産党の機関紙「人民日報」を訪問し，同紙が運営
するネットサイト「人民網」を通じてネットユーザ
ーと対話した。主席は「いつもネットを利用します
か？」との質問に対し，「毎日とはいきませんが，で
きるだけ見ます。ネットを利用する目的は国内外の
ニュースを見ることのほかに，皆さんがどんな問題
に関心を持ち，どういう考えを持っているのか知る
ことです」と答えた。このネット対話についてメデ
ィア関係者は，政府当局がネットを重要なメディア
の 1つとして認知した表れと話している

25 1 月に公共放送の広告放送廃止を表明したサルコジ
仏大統領が，制度改革の基本方針を発表した。
France Télévisions（FTV）の広告放送は，09年 1
月からは午後 8 時から午前 6 時まで，11年12月から
は終日，廃止される。その広告収入を補うため，電
話会社（固定・携帯）とインターネットプロバイダ
ーの総売り上げに0.9％，商業放送の広告収入に約
3 ％を課税する。またFTVの会長は，国鉄などと同
様に行政府が任命する。こうした措置を盛り込んだ
法案は秋に議会に提出されるが，会長の任命権を規
制機関のCSAから行政府に移すという突然の発表に
ついては，賛否両論が噴出している

国　　内 海　　外6月
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4 大分県警は，大分県の小学校教員採用試験を巡る
汚職事件で，便宜を図った見返りに金券100万円
を受け取ったとして，元県教委教育審議官を逮捕
した

4 東京株式市場の日経平均株価の終値が12営業日連
続で下落した。1954年の15営業日連続以来，54年
ぶりの記録

7 北海道洞爺湖サミットが開幕した。主要 8 か国に
加え14か国から首脳が参加し，温室効果ガスの削
減目標や食糧価格高騰への対応などについて話し
合った

11 北朝鮮の金剛山を観光旅行していたソウル在住の
女性が，北朝鮮軍の兵士に銃で撃たれ死亡した。
韓国政府は，事件の調査が終わるまで金剛山観光
を中断する，と表明した

13 米政府は，サブプライムローン危機で経営難に陥
っている政府系住宅金融 2 社に対し，政府が両社
に大規模な資金を供給できるよう，関連法案の改
正を議会に要請した

14 政府は，日韓双方が所有権を主張する竹島につい
て初めて記述した中学校学習指導要領の解説書を
公表した。竹島を「日本固有の領土」とする表現
は避けた

15 燃料高騰に苦しむ全国の漁業者が，一斉に休漁し
た。約20万隻が終日休漁した。東京で集会を開き，
政府に燃油高騰分の補頡

てん

などを要求した
15 第139回芥川賞に，中国人の楊逸さんの「時が滲

にじ

む朝」が選ばれた。日本語を母語としない外国人
が芥川賞を受賞するのは初めて

17 大リーグで活躍する日本人選手の先駆けとなり，
日米通算201勝を挙げた野茂英雄投手が引退を表
明した

21 中国雲南省の昆明市で，路線バス 2 台が相次いで
爆発し， 2人が死亡し14人が負傷した。雲南省公
安庁は，人為的な破壊事件と断定した

21 セルビア大統領府は，ボスニア紛争時のセルビア
人勢力の最高指導者で，国際法廷から集団殺害の
罪で起訴されているカラジッチ被告を拘束した，
と発表した

22 東京八王子市のショッピングセンターで，女性 2
人が刺され， 1 人が死亡， 1 人が負傷した。緊急
逮捕された男は「無差別に人を殺そうと決意し
た」と供述したという

24 東京地検特捜部は，日米の軍需産業と政界を結ぶ
パイプ役とされる日米平和・文化交流協会の秋山
専務理事を所得税法違反の疑いで逮捕した

28 記録的な激しい雨が降った神戸市の都賀川で，川
遊びに来ていた児童たちが急激な増水で流され，
うち 4人が死亡した

29 大リーグのシアトル・マリナーズに所属するイチ
ロー選手が，日米通算3,000安打を達成した

1 7 月 7 日から開かれる北海道洞爺湖サミットを前に，環
境問題を考える特集番組を，総合テレビで 4夜連続で放
送した。1日『地球エコ2008スバイバル号北極海を行く』，
2 日『地球エコ2008フード・マイレージをへらせ!ニッ
ポンの食卓大研究』， 3 日『世界一周!地球に触れるエコ
大紀行』， 4日『洞爺湖～命をつなぐ破壊と再生』。ラジ
オ第 1 では， 7 日から13日までを「ラジオ環境ウイー
ク」と題し，『みんなで話そう!ラジオ環境サミット』な
どを放送した

1 アーカイブスをより身近に感じてもらうために「アーカ
イブス検定」という新しい企画を始めた。NHKの人気
番組を中心に20問出題し，全問正解者にはプレゼントを
贈る

3 [受信契約の締結と受信料の支払いを求める」という通
知を未契約事業所 1件に対して行ったが，相手側から受
信契約の締結に応じる旨の連絡があったため，民事手続
きを実施しないことを明らかにした

6 教育テレビの放送時間を短縮することで地球温暖化防止
の行動に参加した。 5 つの番組を休止し，放送終了を 2
時間35分繰り上げて午後11時とした。電波は 7日の放送
開始まで約 5 時間停まった。これで約240世帯分の 1 日
の平均的電力量に相当する約2,400kWhの電力量を節減
できたという。

11 インサイダー取引の再発防止に向けた取り組みの一環と
して，「インサイダー取引防止規程」を施行した。報道
情報システムの使用を認められている者，および報道
局・海外総支局に所属する職員の株取引を原則禁止とす
ることなどを盛り込んでいる

14 デジタルラジオで動画サービスを開始した。これまで静
止画で送ってきた『おでんくん』『デジタルMANGA』
などを動画版としてリニューアルしたほか，実用番組と
して『きょうからはじまるやさしいヨガ』『くらしを彩
る楽しい折り紙』や，新たな映像表現にチャレンジする
新感覚ドラマなどをサービス

15 民間事業者の創意工夫やノウハウを活用して「営業経費
の削減」と「受信料の公平負担の確保」を図るために，
[放送受信料の契約・収納業務　更改競争入札」につい
て，官報とNHKホームページに入札公告を掲載した

24 3 年後の地上波アナログ停止に向けて，特別番組『備え
あれば映りよし～完全デジタル化まであと 3年』を放送
したほか，24日午前 4時14分50秒から11年のアナログ停
波時まで，アナログ総合テレビとアナログ教育テレビの
画面の右上に「アナログ」ロゴの文字を原則，常時スー
パーすることにした。また，アナログ総合テレビの午前
4 時台に「アナログ停波に関するお断りスポット」の放
送を始めた

26 [本田美奈子・愛のボイスレター展」を埼玉県川口市の
NHKアーカイブスで開催した。病と闘っていた本田さ
んが，恩師の岩谷時子さんを励ますために送った歌と言
葉のメッセージやアカペラの歌数曲が聴ける珍しい音の
展示。 8月31日まで開催した

社会の動き7月 N H K
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1 放送倫理・番組向上機構（BPO）の「放送人権委員
会」は，07年12月12日にエフエム群馬が放送した行
政書士会幹部の傷害事件報道は放送倫理に違反する
との見解を公表した。書類送検された幹部は不起訴
になっており，名誉にかかわる問題であったにもか
かわらず，エフエム群馬はこの幹部に対し，全く取
材しないまま放送した。ラジオ放送で，放送倫理違
反が指摘されたのは初めて

5 洞爺湖サミットに反対する札幌でのデモを取材して
いたロイター通信のカメラマン（東京在住）が，公
務執行妨害で現行犯逮捕された。デモ行進を取材中
に，体を引っ張られ，怒って警察官をけったとされ
た。 7日に処分保留で釈放された

6 海上自衛隊護衛艦の艦内火災を取材するために青森
空港を飛び立った取材ヘリコプターが，青森県沖で
墜落した。青森朝日放送がチャーターした同ヘリに
は，青森朝日放送のアナウンサーと関連会社のカメ
ラマンが乗っており， 2 人は行方不明となった。事
故当時，海上は濃霧だった。操縦士の遺体は発見さ
れたが， 2人は 7月31日現在不明のままである

9 TBSの井上弘社長が記者会見で，08年 7 月から役員
報酬をカットすることを明らかにした。カットされ
るのは井上社長（月額報酬の15％），代表権のある専
務 2 人（同12％）ら子会社を含む常勤役員18人。日
本テレビ，テレビ朝日，テレビ東京も役員の報酬カ
ットや返上を公表した。またフジテレビは役員賞与
を30％カットしたことを明らかにした。いずれも，
広告市況の厳しさに伴う措置

23 [インターネットラジオ推進協議会」などが，TBS
ラジオや文化放送，ニッポン放送など 5 局の共同ポ
ータルサイトを開設した。常時，インターネットを
介してラジオ番組を配信する

24 2011年 7 月24日に予定されている地上デジタル放送
への完全移行まであと 3年となり，「地上デジタル放
送国民運動推進本部」が発足。NHKと民放キー局が
地上波アナログテレビ画面の右上に「アナログ」と
の表示を開始するなど移行に向けての広報・周知活
動が本格化した

25 情報通信審議会が，「通信・放送の総合的な法体系」
の中間論点整理に対する意見を募集。その結果を公
表した。メディア団体，通信団体，経済団体などか
ら80件の意見が寄せられた

29 携帯端末向けの有料デジタル衛星放送をサービスし
ている「モバイル放送」が09年 3 月末を目途に撤退
すると発表した。同社は東芝などが出資して04年10
月からサービスを開始し，150万人の利用を見込んだ
が，「ワンセグ」に押されるなどして10万人にとどま
り，赤字経営が続いていた

12 ニュース専門テレビチャンネルEuroNewsが，これ
までの 7 言語（英・仏・独・伊・露・スペイン・ポ
ルトガル）に加え，アラビア語サービスを開始した。
ターゲットは，中東・アフリカ北部地域，そしてヨ
ーロッパ在住のアラビア語人口である。EuroNews
は，ヨーロッパとアフリカの公共放送や欧州委員会
の資本参加で運営され，ノンスクランブルの衛星放
送を行っている

14 ネパールの代表的な地上商業テレビKTV（Kantipur
TV）の最高幹部は，現在の総合チャンネルとは別
に，ニュースチャンネルとスポーツ・娯楽チャンネ
ルを近くスタートさせることを明らかにした。
KTVはネパール最大のメディア企業グループ
Kantipur Media Groupのテレビ放送部門で，03年 7
月，カトマンズ盆地を放送圏とする地上放送局とし
て開局し， 3 年後の06年 7 月，衛星伝送による全国
放送と海外向け衛星放送を開始した

17 米DVRサービス最大手のTiVo社は，同社のDVRで
YouTubeの動画を直接ダウンロードして再生できる
機能を追加したと発表した。これはTiVoのシリーズ
3 またはHD DVRという機種のユーザーで，ブロー
ドバンドに接続している場合に利用できる機能で，
数週間以内に利用可能になる。利用者はパソコンで
はなくテレビ画面上でYouTubeのサイトを検索した
り，コンテンツを見たりすることができる。同社の
トム・ロジャースCEOはこの機能によって「TiVoの
サービス加入者にとってテレビを利用したコンテン
ツ視聴の選択肢が格段に広がる」としている

21 米のRTNDA（ラジオ・テレビニュースディレクタ
ー連盟）が発表した調査結果によると，ローカル
TV局のニュース部門で働くマイノリティーや女性
の割合が増加している。それによると07年のローカ
ルTV局のマイノリティーの割合は23.6％（06年は
21.5％）で，アジア系，ヒスパニック系，ネイティ
ブ・アメリカンが増加し，アフリカ系は変わってい
ない。女性の割合は40.2％で06年とほぼ同じだが，
女性ニュースディレクターが28.3％と過去最高とな
った。ローカルラジオ局については，マイノリティ
ーは増えているが，女性は減少している

24 09年 2 月17日にデジタル完全移行を予定している米
国で，政府から支給されるクーポン券を使って購入
されたデジタル－アナログ変換コンバーターの数が
630万台に達したことをNTIA（米商務省電気通信情
報局）が明らかにした。
政府は，希望者に 1 枚40ドル相当のクーポン券を 1
世帯当たり 2 枚まで補助している。NTIAでは，ク
ーポンの申請締め切り日を09年 3 月31日とし， 7 月
9 日までにコンバーターに交換するよう呼びかけて
いる。米国内には，ケーブルや衛星に加入せず地上
放送だけを直接受信している世帯が約2,000万あると
見られている

国　　内 海　　外7月
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7 日本とインドネシアとの経済連携協定に基づき，
インドネシア人の看護師・介護福祉士の候補者計
205人が来日した。看護・介護の分野で海外から
労働者を本格的に受け入れるのは初めて

8 第29回オリンピック競技会北京大会が開幕した。
史上最多の204か国・地域から約 1 万6,000人の選
手・役員が集い，28競技302種目で力と技を競い
合う。中国での五輪開催は初めて

8 グルジア軍は，同国からの分離独立を目指す南オ
セチア自治州に進攻し，大規模な攻撃を始めた。
これに対しロシア軍は，グルジア空軍基地を爆撃
するなど報復し，軍事衝突が拡大した

13 内閣府が発表した 4 ～ 6 月期の国内総生産速報に
よれば，実質GDPは前期比0.6％減で， 4 四半期
ぶりのマイナス成長となった。設備投資も 2 四半
期連続のマイナス

14 北京五輪で，北島康介選手は100メートル平泳ぎ
に次いで200メートル平泳ぎでも優勝し，日本の
競泳史上初めて 2大会連続 2冠を達成した

17 北京五輪で，アメリカのフェルプス選手は競泳
400メートルメドレーで優勝し，五輪史上初めて
の 1大会 8冠を達成した

18 警視庁は，大麻成分を含むたばこを所持していた
として，ロシア出身の大相撲幕内力士の若ノ鵬を
逮捕した

21 北京五輪のソフトボールで，日本は初の金メダル
を獲得した。エースの上野由岐子投手は， 2 日間
で 3試合28イニングを 1人で投げきった

21 財務省が発表した 7 月の貿易統計によると，中国
向けの輸出額が 1 兆2,864億円となり，米国向け
を戦後初めて上回った

26 北朝鮮外務省は， 6 か国協議の合意を受けて寧辺
の核施設で進めていた無能力化作業を中断する，
と発表した

26 タイの首都バンコクで，民主主義市民連合が国営
放送局を占拠したほか首相府を包囲し，政府の退
陣を求めた

27 外務省は，アフガニスタン東部で拉致されていた
日本のNPO職員・伊藤和也さんが遺体で発見さ
れた，と発表した

27 米民主党は，党全国大会で代議員による指名投票
を行い，バラク・オバマ上院議員を正式に大統領
候補に指名した。副大統領候補にはバイデン上院
議員が選ばれた

28 東海や関東地方の各地で，記録的な大雨が降った。
愛知県岡崎市では14万世帯に避難勧告が出され，
東京都八王子市では京王線の電車が土砂崩れで脱
線した

29 総務省によると， 7 月の全国消費者物価は前年同
月より2.4％上昇した。伸び率が 2 ％台に乗るの
は92年12月以来のこと

2 大切な女性に会うために旅に出る帽子職人と若い警備員
の姿を通して，人間の生きる誇りとは何かを問いかける
{広島発特集ドラマ　帽子』を放送した。主演は緒形拳

3 北京オリンピック開幕に向けて，『NHKスペシャル』で
2 夜連続で関連番組を放送した。 3 日は女子マラソンの
野口みずき選手， 4日は体操の男子団体を取り上げた

5 {プロフェッショナル仕事の流儀』で，新作映画の構想
から製作の苦しみまで延べ300日にわたって宮崎駿監督
に密着取材した「宮崎駿のすべて～“ポニョ”密着300
日」を放送した

6 北京オリンピックのデータ放送を初めてワンセグでも提
供した。これにより，衛星ハイビジョン，デジタル総合
テレビ，ワンセグ総合，インターネット利用の 4種類の
サービスで，北京の競技場に示される情報とほとんど同
時に，全競技の経過や結果を知ることができる

6 原爆の残留放射線の被害が63年間も見過ごされてきた原
因を探り，被爆者の人生と国のあり方を見つめる『NH
Kスペシャル～見過ごされた被爆』を放送した

7 深夜の時間帯に若者の関心に応える番組を編成している
{EYES』でふだん曜日ごとに横並びになっている
{MUSIC JAPAN』『トップランナー』『テレ遊び パフ
ォー!』『東京カワイイ★TV』を一晩で楽しめる『EYES
スペシャル』を放送した

8 北京オリンピック「開会式」の模様を国家スタジアムか
ら中継で伝えた。NHKの北京オリンピック取材体制は，
NHK単独の取材をするチームが135人，民放連と一緒に
日本向けの放送を作る人が75人，世界中に配信される映
像の制作に協力する人が36人で合わせて246人。NHKが
担当する国際信号の制作は，体操，新体操，トランポリ
ンの 3競技

15 太平洋戦争の一大転換点となったレイテ決戦の過酷な実
態に迫る『NHKスペシャル～果てなき消耗戦　証言記
録レイテ決戦』を放送した

19 金田新専務理事は，経営委員会の同意を得て理事への再
任が決まり，引き続き専務理事に指名された

26 懲戒処分を受けた職員を本体や関連団体で再雇用すると
きのルールを決めた，と発表した。懲戒・諭旨免職を受
けた職員は再雇用せず，処分歴のある元職員については，
新たに設置する再雇用検討委員会で是非を検討する

26 09年度からの 3 か年経営計画案を経営委員会に提示し
た。“いつでも，どこでも，もっと身近にNHK”を経営
方針に， 3年後に，接触者率を80％に，受信料の支払い
率を76％にそれぞれ引き上げることを経営目標に掲げ
た。受信料の引き下げについては具体的に触れず，「確
定版」に向けて引き続き検討するとしている

27 日本で初めて24時間全面英語放送を世界に向けて発信す
る㈱日本国際放送は，新しい取締役として高島肇久氏を
選任した。同氏は 9 月 1 日付で取締役社長に就任する。
NHKは，日本国際放送の財務基盤を強化するために 8
月末に 1 億5,000万円を追加出資することにしており，
同社の資本金は 2億円に増強される

社会の動き8月 N H K
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4 中国の新疆ウイグル自治区カシュガルで現地の武装
警察隊が襲撃された事件を取材しようとした日本テ
レビ記者（中国総局特派員）と東京新聞写真部カメ
ラマンが，殴られるなどの暴行を受け，現地警察に
一時拘束されたことから，両社は同日，遺憾の意を
表明するとともに抗議声明を出した。
ウイグル自治区クチャでも 8 月10日，警察襲撃事件
を取材していた産経新聞記者（中国総局特派員）と
時事通信外信部記者と写真部カメラマンが，一時拘
束された

6 TBSラジオや文化放送，ニッポン放送など関東の民
放ラジオ 6 社が，デジタルラジオ放送への参入に向
けて準備会社「関東デジタルラジオ放送企画LLC合
同会社」を設立すると発表。デジタルラジオは2011
年に地上波アナログ放送の終了に伴って空く周波数
帯域を利用する。近畿圏の朝日放送や毎日放送など
4 社も 8 月11日，「近畿ブロック・デジタルラジオ準
備会」の立ち上げを決めた

8 北京オリンピック（ 8 月 8 ～24日）のテレビ総放送
時間は，閉会式後の総集編を含め，地上放送と衛星
放送合わせてNHKが約654時間，民放が約326時間，
合わせて約980時間だった。ビデオリサーチの調査に
よる関東地区の地上放送の平均視聴率の最高は開会
式の37.3％（NHK総合）だった。
北京オリンピックでは，NHKも民放も初めてインタ
ーネットで動画映像を日本国内に配信し，放送と通
信の融合がオリンピックにおいても始まった

15 衛星通信会社「宇宙通信」（本社・東京品川区）が，
三菱電機が製造した通信衛星「スーパーバードC 2
号機」の打ち上げに成功したと発表した。同衛星は，
フランスのアリアンスペース社のロケットで，仏領
ギアナから打ち上げられた。同衛星は，日本の民間
通信衛星事業者が発注した初めての商用国産衛星で，
08年10月から運用が開始され，CATVや衛星放送向
けの番組配信などを行う

19 電子情報技術産業協会が08年 6 月の移動電話の出荷
実績を発表した。それによると携帯電話の出荷台数
は508万5,000台で， 1 か月の出荷台数が500万台を超
えたのは07年 7 月以来11か月ぶり。この内ワンセグ
対応製品は373万8,000台で，搭載率は73.5％と初めて
70％を超えた

26 松下電器産業が，インターネットの動画投稿サイト
[ユーチューブ」を視聴できる薄型テレビを08年 9
月10日から発売すると発表した。「ユーチューブ」が
視聴できるテレビの販売は国内では初めて

28 総務省が，BSアナログ放送の停止に伴って空く周波
数帯などを使って2011年から開始されるBSデジタル
新チャンネルへの参入希望調査を開始した。
09年 7 月ごろに参入業者が決まる予定で，放送開始
は11年 7 月以降

5 米連邦控訴裁判所は，ケーブルテレビ大手Cable -
visionが計画中のネットワークDVRサービスについ
て，著作権の侵害に当たるとした連邦地裁の判断を
無効とした。これはCablevisonの番組をサーバーに
保存，加入者が好きなときに視聴できるサービスで，
06年 3 月にスタートする計画であったが， 3 大ネッ
トなどが著作権違反として裁判になった。07年 3 月
に連邦地裁はサービスの禁止を命令したが，Cable-
vision側が上訴していた

8 北京市をメイン会場に 8 日から24日まで開かれたオ
リンピックについて，中国のメディアは開会式や各
競技の内容を大々的に報道した。このうち開会式は
中国中央テレビ（CCTV）が 1 ， 3 ， 5 ， 7 の各チ
ャンネルと地上デジタルHDチャンネルで中継した
ほか，中国人民ラジオ，中国国際ラジオそれに一部
の局のネットサイトでも中継した。また，中国独自
の技術方式（CMMB）を使った携帯向け放送も行わ
れ，受信機を購入した人はCCTVを中心に 7 チャン
ネルを視聴できた。競技に関しては，中国選手の活
躍ぶりとともに外国選手の話題も紹介した

11 EUの欧州委員会は，デジタルアーカイブ「ヨーロピ
アーナ」の試行を，08年11月より開始すると発表し
た。「ヨーロピアーナ」は，EUの加盟各国の図書
館・美術館等の収蔵品（書籍，絵画，写本，音源，
映像など）に，個人がインターネットでアクセスで
きるよう，共通のポータルサイトを設ける構想。文
化財のデジタル化を推進する目的で，同委員会は，
09年からの 2 年間で合計 1 億1,900万ユーロを拠出す
る予定

12 CNNは，撮影から編集，原稿作成，リポート，ネッ
トへのアップロードまですべてを 1 人で行うジャー
ナリストを，全米の10の都市に配置すると発表した。
インターネットや携帯電話，デジタルカメラ等の急
速な発達で，取材が簡略化できるようになり，予算
削減にもつながる。
同様の動きは， 4 大ネットワークの海外支局再編に
も現れており，ABCでは07年，ニューデリー，ジャ
カルタ，ドバイなど 7都市に 1人支局を置いた

14 米デジタル衛星放送の 2 社，ディレクTVとエコス
ターがともにHDチャンネルを大幅に増やしている。
ディレクTVは 8 月14日から，Showtime Extreme
HD，Planet Green HD，ABC Family HDなど30の
新たなHDチャンネルを追加，HDチャンネルの数を
130に増やした。ディレクTVはさらに，09年打ち上
げ予定の通信衛星ディレクTV12を使うことで200の
HD全国チャンネル，1,500のHDローカルチャンネル
を提供する計画である。
一方のエコスターは， 7 月31日から17の新HDチャ
ンネルを追加しており，08年末までにHDチャンネ
ルの数を150にまで拡大するとしている

国　　内 海　　外8月
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1 福田首相は緊急に記者会見を開き，辞任の意向を
表明した。安倍前首相の突然の辞任から 1 年足ら
ず， 2代続けての政権放棄になる

6 第13回パラリンピック・北京大会の開会式が行わ
れた。パラリンピック史上最多の147か国・地域
から約4,000人が参加し，20競技472種目で技を競
う

8 日本相撲協会は，大麻使用が確定的になった露鵬
と白露山両力士の解雇処分を決めるとともに，北
の湖理事長の辞任を発表した。後任の理事長には
武蔵川理事が昇格した

9 60回目を迎えた北朝鮮建国記念日に，平壌市内で
閲兵式は実施されたが，正規軍による軍事パレー
ドは行われず，金正日総書記も姿を見せなかった

12 中国衛生省は，中国の大手メーカーが製造した乳
児用の粉ミルクの中にメラミンが混入していた疑
いがあるとして，被害を受けた乳児の全国調査に
乗り出した

15 米証券 4 位のリーマン・ブラザーズは，日本の民
事再生法にあたる米連邦破産法11条の適用を申請
すると発表し，経営破たんした。また，証券 3 位
のメリルリンチは，バンク・オブ・アメリカに身
売りすることで合意した

16 リーマン・ブラザーズの経営破たんに端を発した
金融市場の混乱は世界的に広がり，東京市場では，
日経平均株価の終値が 3月17日の年初来安値を割
り込んだ。東京証券取引所の東証株価指数も年初
来安値を割った

17 大リーグのシアトル・マリナーズのイチロー選手
は， 8 年連続となる200本安打を達成した。大リ
ーグ史上 2人目の最長記録

18 国土交通省が発表した基準地価によると，商業地
の全国平均が 2 年ぶりに下落し，住宅地も下げ幅
を拡大した

23 プロ野球・福岡ソフトバンクホークスの王貞治監
督が辞任を表明した。現役時代は，首位打者 5回，
本塁打王15回，打点王13回。3冠王に 2度輝いた。
[ON時代」は終わりを迎える

24 自民党の麻生太郎総裁は，首相指名投票を経て第
92代首相に選ばれ，自民・公明両党による連立内
閣を発足させた。首相指名投票は，衆院は麻生氏
を，参院は民主党の小沢党首を指名した

25 米原子力空母ジョージワシントンが横須賀港に入
港し，米海軍横須賀基地に配備された。原子力空
母の日本母港化は初めて

25 中国の有人宇宙船「神舟 7号」が打ち上げられた。
宇宙飛行士 3 人が乗り込み，中国初の宇宙遊泳に
挑む

28 中山成彬国土交通相が麻生首相に辞表を提出し，
受理された。在任わずか 5日間での辞任

1 NHKエンタープライズが運営する携帯電話向けサイト
[NHKストリート」が，㈱アクアキャストなどが開発
した圧縮技術を使って，秒速最大30フレームという高画
質の動画配信を始めた。新技術の導入によって，本格的
なドラマやライブの配信のほかビデオオンデマンドも可
能となる

2 9 月のBS1は，「“テロの時代”を見つめます」をテーマ
に，『BS世界のドキュメンタリー』で 2 シリーズを編成
した。 2日～ 6日は，ブッシュ政権の外交の舞台裏を綿
密に分析した「ブッシュの戦争」， 9 日～13日は，94年
のアルジェ空港でのハイジャックと98年にケニアとタン
ザニアで起きた米国大使館の自爆テロの全貌を描く「ジ
ハードの変遷」などを放送した

4 福地茂雄会長は，08年10月以降，金曜から日曜まで教育
テレビの深夜の番組を廃止・移設して放送終了時刻を繰
り上げる，併せて月曜から日曜までの毎日，放送終了後
は「アナログ放送」の電波を停める，と発表した。これ
により，排出するCO2を半年間で約300トン減らせると
している

7 9 月のBSハイビジョンは，“東京”をテーマにした『ハ
イビジョン特集』を集中編成した。 7日は築地市場に密
着した「築地市場大百科 A to Z」，14日は都会ならでは
の屋上の庭園を紹介する「東京空中庭園物語」，27日は
地方発の演劇活動にこだわる劇団員を通して東京への思
いを描く「上京～故郷に背を向けて」

11 既放送番組をインターネットで有料配信するNHKオン
デマンドについての新しい実施基準案を発表した。サー
ビスは，「見逃し番組」と「特選ライブラリー」の 2 本
立て。料金は民間事業者の平均的な水準に比して不当に
低くならないよう設定する。これらについての意見を視
聴者から募集し，さらなる検討の参考にする。変更後の
実施基準は，総務大臣の認可後，速やかに公表する

12 オランダのアムステルダムで開催された国際放送機器展
で，NHKがイギリスBBC，イタリアRAI，欧州放送連
合，欧州衛星通信機構などと共同で実施したスーパーハ
イビジョンの国際伝送実験が特別賞を受賞した。スーパ
ーハイビジョンの国際伝送実験は初めて

17 NHKオンデマンドで配信する予定のラインナップが固
まった。「見逃しサービス」では『NHKスペシャル』や
{天地人』など 1日10～15番組を放送の翌日から 1週間
程度配信。ニュースは放送終了後 2 時間程度で配信。
[特選ライブラリー」は125番組，1,344本をラインナッ
プする予定

17 09年度の全国展開を目標に，「NHK朗読ひろば」を実施
する，と発表した。NHKのアナウンサーが小学校に出
向いて，高学年児童を対象に教科書や絵本の作品を朗読
し，映像と音による演出を加えたステージを展開する

29 {連続テレビ小説～だんだん』が始まった。数奇な運命
を背負いながらも，姉妹 2人で歌手を目指し，たくまし
く生きる双子の成長物語を通じて，ともに生きていくこ
との尊さを伝える。主演は三倉茉奈さんと三倉佳奈さん　

社会の動き9月 N H K
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4 NHKは，09年 2 月に開始予定の外国人向けテレビ国
際放送を行う㈱日本国際放送（NHKの子会社）に，
テレビ東京を除く在京キー局 4 社，米マイクロソフ
ト社やNTTコミュニケーションズなど15社が新たに
出資することが決まったと発表した

4 08年 4 月に施行された改正放送法による規制緩和に
よって，放送会社の持株会社化が可能となった。そ
のトップを切って， 9 月 4 日に総務省の認定を受け
たフジテレビの持株会社「フジ・メディア・ホール
ディングス」が10月 1 日発足した。
フジテレビグループは放送事業を中核としながら，
放送周辺事業も傘下に置く“メディア・コングロマ
リット”を目指しており，08年 5 月に持株会社への
移行方針を決めていた。フジテレビの放送免許は傘
下となる「株式会社フジテレビジョン」が承継。こ
のほか放送関係では，100％子会社のニッポン放送と，
110度CSのサテライト・サービスの 2 社が傘下に入
ったが，BSフジは持株会社の株式保有率が半分以下
の44.5％であるため，関連会社の位置づけとなった。
また 9 月11日には，TBSも認定放送持株会社へ移行
する方針を取締役会で決めた。東京放送が持株会社
になり，TBSテレビが新会社として傘下に入り，放
送免許を継承する計画で，08年12月に開催する臨時
株主総会に特別議案として提案し，承認を求める予
定。しかし20％弱の株を保有する最大株主である楽
天が，これまで持株会社への移行に反対の意向を表
明しており，今後の動向が注目される

12 山口県光市の母子殺害事件の差戻し控訴審にかかわ
る一連の放送について，「放送倫理検証委員会」が，
4 月15日，「多くの番組が被害者遺族を前面に出しす
ぎるなど公平な裁判報道ではなかった」などと指摘
したことに関して，放送局側の反論が公表された。
放送局側は，おおむね同委員会の意見を踏まえ，今
後は放送倫理の向上に努めるとしているが，同委員
会が33本の番組をまとめて意見を述べたことに対し
ては，番組ごとに問題点を指摘すべきだったと批判
した。
同委員会と放送局がそれぞれに意見を出し合うとい
う試みは初めて

25 放送，新聞，出版関係者などで作る「マスコミ倫理
懇談会」の全国大会が熊本市で 2 日間の日程で開催
された。
裁判員制度と報道，匿名社会と報道の自由，ネット
社会とメディアの倫理など，今日的な課題をテーマ
に討論が行われ，より高い倫理観と責任感を持って
マスコミ倫理の向上に努めることを申し合わせた

11月に行われる米大統領選に向けた，民主・共和両
党の党大会の中継番組が，それぞれ史上最高の視聴
者数を獲得した。ニールセン社によると， 8 月25～
28日に開催された民主党大会では平均視聴者数が 4
年前に比べ48%増の3,020万人， 9 月 1 ～ 4 日の共和
党大会は同52%増の3,450万人で過去最高であった。
ジョン・マケイン，バラク・オバマ両候補の指名受
諾演説も視聴者数ではほぼ互角で，マケイン候補
4,160万人，オバマ候補4,190万人であった。両候補は
インターネット上のHPを通じた広報活動でも互いに
競い合っている

4 ネパールで衛星テレビの新チャンネルABC TVが本
放送を開始した。使用衛星はThaicom5で，世界75の
国で視聴可能とされている。 4 日の開局記念式典に
は，反王政の武装闘争を指揮し王政廃止後の共和制
政府で首相に就任したネパール共産党（マオイス
ト）の最高指導者プシュパ・カマル・ダハル（プラ
チャンダ）氏が出席し，新たな「連邦民主共和国」
の建設にメディアが果たす役割の重要性を強調した。
ABCは，Accuracy，Balance，Credibilityの頭文字

5 全米で死亡原因 2 位のがんに関する研究支援を行う
ためのテレソンが， 3 大ネットワークで同時刻に放
送され， 1億ドル（約105億円）の寄付を集めた。
[がんに立ち向かおう」プロジェクトがスポンサー
となった 1 時間番組は，米で年間55万人が亡くなる
がんの研究を支援しようと，プライムタイムにコマ
ーシャル抜きで同時放送された。番組ではABC，C
BS，NBCの看板キャスターをはじめとする出演者が，
がん研究の最新状況について議論したほか，音楽や
スポーツ，映画界の著名人も多数参加してがん研究
への支援を呼びかけ，世界170か国以上に配信された

25 英の放送と通信を規制監督するOfcomは，第 2 回公
共サービス放送（PSB）レビューの中間報告書を発
表し，2012年の完全デジタル移行後を想定した「公
共サービス放送の未来」について 3 つのモデルを示
し，国民の意見を募集した。第 1 のモデルは，BBC
と商業放送との二元体制による現行PSBモデルの強
化，第 2 は，商業テレビのうちITVとFiveをPSBか
ら除き，BBCとチャンネル 4 によるPSBモデルの再
定義。第 3 は，公共サービス基金を設置し，公共サ
ービス・コンテンツ提供者が入札制で資金を獲得し，
サービスを提供するモデルの 3 つで，どのモデルを
選択しても，PSBを維持するためには追加の公的財
源が必要とされる

30 米国際放送VOAは，ラジオでのヒンディー語，ボス
ニア語，セルビア語，マケドニア語の放送を終了し，
テレビやインターネットによるサービスを提供する
ことにした。インターネットでの音声配信は継続す
るため，サービス言語の数も要員も変化はないとし
ている。VOAはまた毎週30分間放送していたロシア
語のテレビ放送も中止することにしている

国　　内 海　　外9月
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1 大阪市内の雑居ビル内の個室ビデオ店から出火し，
16人が死亡した。大阪地検は，容疑者の男を殺人
と現住建造物等放火の罪で大阪地裁に起訴した

1 欧州連合の停戦監視団は，グルジア領内に駐留し
たままのロシア部隊の完全撤収に向けての活動を
本格化させた　

7 スウェーデン王立科学アカデミーは，今年のノー
ベル物理学賞を南部陽一郎さん，小林誠さん，益
川敏英さんの 3人に贈る，と発表した

8 今年のノーベル化学賞は，下村脩さんと米国の研
究者 2 人の計 3 人に贈られることが発表された。
下村さんは，オワンクラゲの発光の仕組みを解明
する過程で，緑色蛍光たんぱくを分離し，その構
造を解明した

10 主要 7 か国財務相・中央銀行総裁会議は，金融危
機に対応するため，各国の主要金融機関に対する
公的資金を使った資本注入などを盛り込んだ行動
計画を発表した

10 プロ野球セリーグで，巨人が 2年連続32回目の優
勝を果たした。 7月には首位を走る阪神に13ゲー
ム差をつけられたが， 9月に12連勝するなど阪神
をとらえた

10 米ロサンゼルス銃撃事件に関与したとして 2 月に
サイパンで逮捕された三浦和義元社長が，ロサン
ゼルス市警本部の留置場で自殺した

11 米国務省は，北朝鮮に対するテロ支援国家指定を
解除した，と発表した

17 国連総会は，安全保障委員会の非常任理事国10か
国のうち任期満了となる 5 か国の改選を行い，日
本は10回目の当選を果たした。任期は09年 1 月か
ら 2年間

22 出産間近で脳内出血の症状が見られた女性が 7 つ
の病院から受け入れを断られ，出産後に死亡した
ことがわかった

24 石油輸出国機構は緊急会議を開き，原油生産目標
を11月から日量150万バレル減らすことを決めた。
生産量の 5％にあたる大幅な減量

25 ハム・ソーセージ大手の伊藤ハムは，東京工場で
使っている地下水から基準値を超えるシアン化合
物が検出された，と発表した。同工場で製造した
ウインナーとピザ計194万個を自主回収する

28 東京株式市場の日経平均株価は，前日の米国市場
が下落した流れを受けて，一時，82年10月以来約
26年ぶりに7,000円台を割り込んだ

28 女子マラソンのシドニー五輪金メダリストの高橋
尚子選手が，現役引退を発表した。体力の限界を
感じたことが理由だという

30 麻生首相は，財政支出 5兆円，総事業規模27兆円
に及ぶ新総合経済対策を発表した。同時に，景気
回復や行政改革を前提に， 3 年後に消費税を引き
上げる考えを表明した

1 教育テレビで『テレビでアラビア語』がスタートした。
カタールとモロッコで撮影したスキットを教材に，生き
たアラビア語とアラブ世界の今を学習する番組を目指
す。アルジャジーラ子どもチャンネルとの共同制作

5 総合テレビで『カンゴロンゴ』がスタートした。“なぞ
の人生相談おじさん”に扮した平幹二朗さんが，中国で
育まれた古典の知恵を武器に現代人の悩みに答えていく

6 衛星ハイビジョンで， 6 日から10日まで，創立125周年
を迎えたニューヨークのメトロポリタン歌劇場の舞台
を， 5夜連続で放送した

9 [インターネット実施基準」の変更案に関する意見募集
の結果を発表した。寄せられた37件のご意見を踏まえて
基準案を修正し，総務大臣に認可申請を行った。修正さ
れた「基準」は11月20日から適用される

13 この日を『ラジオデー～いのちを考える～聴いて，伝え
たい，この大切なもの』とし，ラジオ第 1では， 3部構
成で聴取者と“いのち”について考え，その大切さを伝
えていく 1日とした

14 09年度から 3 か年のNHK中期経営計画が発表された。
この計画については，12年度以降の受信料値下げを巡っ
て経営委員会と執行部が対立していたが，経営委員会が
12年度から受信料を10％還元するとの修正動議を出して
議決した

14 地上放送のデジタル化のメリットを生かして，完全デジ
タル化への移行をめどに，群馬県と栃木県の県域サービ
スを開始する方向で検討することを明らかにした

15 NHKのガバナンス強化などを盛り込んだ改正放送法の
施行や，記者によるインサイダー取引問題を受け，「N
HK倫理・行動憲章」を改定した

21 受信料の契約・収納業務の初めての公開競争入札で， 3
地区 3 業者の落札が決まった，と発表した。落札した 3
業者は，入札価格が最低でないところもあったが，対象
地区の全世帯を点検する体制の整備や，受信者宅を訪問
して対策を講じるなどの施策を提案するとともに，コン
プライアンスに関する管理体制が確立されていることが
評価された

28 経営委員会の諮問機関「第 2 次コンプライアンス委員
会」は，NHKのコンプライアンスや内部統制を巡る問
題点と提言を盛り込んだ最終答申を経営委員会に提出し
た。NHKグループ全体の経営方針にも触れ，本体と関
連団体との役割分担の明確化や，関連団体の役員にNH
KのOB以外を積極的に登用することなどを求めた

28 世界の教育番組を対象にした国際コンクール「第35回日
本賞」に59の国と地域から293作品が参加し，グランプ
リに『課外授業 ようこそ先輩～みんな生きていればい
い』が選ばれた。08年から審査の対象は「教育番組」か
ら「音と映像を用いた教育コンテンツ」に広がった

30 NHKのデジタル放送の電波が届かない山間部などの共
同受信施設を改修する際の経費の一部助成について，総
務相に許可申請した，と発表した。161億円の支出を見
込んでいる

社会の動き10月 N H K
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1 2011年 7 月に予定されているテレビの地上デジタル
放送への完全移行を円滑に進めようと「テレビ受信
者支援センター」が東京都など11都道府県で業務を
開始した。同センターは地デジ放送に関する視聴者
からの相談を受ける施設で，09年 3 月までに全都道
府県に設置される予定

7 TBSは，アメリカABCの番組『Wipeout』が，かつ
て同局が放送した『風雲！たけし城』などに番組コ
ンセプトや演出方法が酷似しており，著作権侵害に
あたるとして，番組の放送差し止めと損害賠償を求
めて，カリフォルニア連邦地裁に提訴したと発表し
た

17 総務省は，2011年以降にチャンネル枠が増えるBSデ
ジタル放送への参入希望調査の結果を公表した。N
HKや放送大学，WOWOW，FOXインターナショナ
ルズ，ウォルト・ディズニー・ジャパン，三井物産，
三菱商事，伊藤忠，ソニー，日本映画衛星放送会社
など，53の事業者が参入を希望した

17 放送番組等のコンテンツをIP配信するための規格や
サービス等について検討していたIPTVフォーラム
が初めて技術仕様を公開し，IP放送や地デジ再送信
仕様について説明会を開催した

20 日本テレビは同社が運営する動画サイト「第 2 日本
テレビ」を，これまでの会員制サービスから，登録
不要の無料動画サイトに転換した。新たな動画検索
機能を導入し，キーワードを入力して見たい動画を
検索できる

21 関東デジタルラジオ放送企画LLC合同会社と近畿ブ
ロック準備会が「デジタルラジオ全国連絡協議会」
を設立した。同協議会は，アナログテレビが廃止さ
れたあとの電波帯をデジタルラジオ用に確保するこ
とや事業計画の検討などを行う

27 民放連が，関西テレビの会員資格停止措置を解除し
た。関西テレビは『発掘！あるある大事典Ⅱ』の
[ねつ造」問題で07年 4 月に民放連を除名された。
08年 4 月に再加入が認められたが，会議への出席や
役員への就任など会員活動の停止措置は継続されて
いた

28 世界の優れた教育番組を表彰する国際コンクール
[日本賞」のグランプリ作品に，NHKの『課外授業
ようこそ先輩～みんな生きていればいい』が選ばれ
た。59の国・地域から293作品が参加

29 政府の知的財産戦略本部のデジタル・ネット時代に
おける知財制度専門調査会が，著作権侵害の例外を
幅広く認める日本版フェアユース規定の導入を求め
るなどの報告書案を公表した。コンテンツの流通促
進のため権利団体が主導して権利の集中管理を進め，
権利処理しやすくすることが必要で，放送事業者に
は，制作段階でその後の利用も含めた契約を求めて
いる

7 米双方向広告協会（IAB）は，米ネット広告市場の
統計を発表し，08年上半期のネット広告売り上げは，
07年同期比15.2%増の115億ドルを記録したものの，
伸び率が大幅に減少していることが明らかになった。
IABによると，07年上半期は06年上半期に比べ27%
増，06年同期は05年上半期に比べ36%増だった。広
告業界全体で見ればインターネット広告はまだ堅調
であるが，今後の経済状況によっては，さらに伸び
率が縮小する可能性もある

10 金融危機と経済低迷の影響で，米の放送・新聞各社
は広告収入の減少など厳しい経営状況に置かれてい
る。
バイアコムとCBSは10日， 7－9 月期の業績を発表し
広告収入が 3 %減少したことを明らかにするととも
に，08年の利益予想を下方修正した。17日にはNBC
ユニバーサル社も，09年に 5 億ドルの経費削減を行
うと発表。またTNSメディア・インテリジェンス社
によると，08年上半期の地方放送局の広告収入が
4.4%減少したという。
一方，新聞業界でも， 9 月にタブロイド紙大手のニ
ューヨーク・サンが廃刊になったほか，ニューヨー
クタイムズは， 7－9 月期の純利益が51.4%減少した
と発表するなど各社ともに厳しい状況に立たされて
いる

14 ハワイ州では，全米で09年 2 月に予定されているア
ナログ放送終了・デジタル移行を 1か月繰り上げて，
1 月15日に行う。HAB（ハワイ放送事業者連盟）が
明らかにしたもので， 2 月に実施した場合，アナロ
グ施設の取り壊し工事が海鳥の巣作りと繁殖に影響
を与えるため，前倒しを決めた。FCC（米連邦通信
委員会）では，厳寒期の移行を避けるなどの理由が
あれば，視聴者に事前告知することを条件に， 2 月
17日の90日前からの移行を認めている

15 全米の960万世帯が，09年 2 月のデジタル移行に備え
をしていないことが，ニールセン社の調査で明らか
になった。それとは別に，1,260万世帯で衛星やケー
ブルに接続されていないテレビを 1 台以上所有して
いることもわかった。全米の 5 軒に 1 軒は，移行へ
の対応が必要になる。最も準備が遅れているヒュー
ストンでは，未対策世帯が15.8％に上る。報告書に
よると，低学歴，低所得，ブルーカラーの世帯で未
対応が多かった。また，高齢の白人世帯は，ヒスパ
ニック系，アフリカ系，アジア系に比べるとデジタ
ル移行への準備が進んでいることがわかった

30 フランスの地上デジタル放送でMPEG- 4 によるHDT
Vの本放送が開始された。衛星，ケーブルなどでは
既に放送されているが，地上デジタルで本格的なH
DTV放送が開始されるのはヨーロッパでは初めて。
チャンネルはTF1 HD，France2 HD，ARTE HD，
M6 HDおよびCanalPlus HD（有料，北京オリンピ
ックに合わせて 8月に放送開始）の計 5チャンネル

国　　内 海　　外10月
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1 政府は，「日本が侵略国家だったというのはぬれ
ぎぬ」と主張する論文を民間の懸賞論文に応募し
ていた航空自衛隊のトップ・田母神俊雄航空幕僚
長の更迭を決めた

4 アメリカ大統領選挙で，民主党のバラク・オバマ
氏が共和党のマケイン氏を大差で破り，当選を決
めた。獲得した選挙人数は，オバマ氏が365，マ
ケイン氏が173だった

6 トヨタ自動車が発表した09年 3 月期連結決算の業
績予想は，当初予想よりも営業利益が73％減とな
った。トヨタ以外の大手メーカーの業績も急速に
悪化している

7 警視庁は，和牛のオーナーになれば高配当が得ら
れるとうたう「和牛商法」で多額の現金をだまし
とったとして，「ふるさと牧場」の社長と幹部ら
6人を逮捕した

9 プロ野球日本シリーズで，埼玉西武ライオンズは
読売ジャイアンツに逆転勝ちして 4 勝 3 敗とし，
4年ぶり13度目の日本一に輝いた

12 国連人口基金は，「08年世界人口白書」を発表し
た。それによると，世界人口は67億4,970万人で，
前年よりも 1億3,380万人， 5年前よりも 4億4,820
万人増えている

15 先進国に新興国も加わり20の国と地域の首脳が集
まって，世界的金融危機への対応を話し合った
[金融サミット」が終わり，すべての金融機関と
金融市場，金融商品を規制・監督することで，危
機の再発を防ぐことで合意した

18 さいたま市で，元厚生事務次官とその妻が殺害さ
れていることがわかった。また，東京都中野区で
元社会保険庁長官の妻が刺された。犯人を名乗る
男が，22日，警視庁に出頭した

22 ペルー・リマで開かれたAPEC首脳会議は，「世
界経済に関する特別声明」を発表した。自由貿易
を進めて世界の経済成長を押し上げるため，各国
が一致して強い意志を示した

23 経営難に陥っている米金融大手シティグループ
は，米政府から追加支援を受けることで合意した，
と発表した。公的資金200億ドルを追加資本注入
するという

25 タイの反政府団体が，ソムチャイ首相の退陣を求
めて新バンコク国際空港を占拠した。航空機の運
行が全面停止に追い込まれ，約 1 万人の旅客が空
港内に足止めされた

26 インド・ムンバイで，中心部にある高級ホテルや
鉄道駅など10か所で武装集団による同時多発テロ
事件があった。死者は195人，負傷者は約300人に
及んだ

28 裁判員制度に向け，候補者に選ばれたことを知ら
せる通知を約29万5,000人に発送する作業が始ま
った

1 振り込め詐欺の手口や被害の状況をより徹底して伝える
ことで，その被害を減らすためのキャンペーンを始めた。
キャンペーンの柱はスポット放送。萩本欽一さんとあき
竹城さんにイメージキャスターになってもらい，実際の
被害のケースなどを基に被害防止を訴える

3 9 月30日に亡くなった吉田直哉さんの足跡を振り返る
{テレビの可能性　吉田直哉が残したもの』（G）を放
送した。吉田さんの作ったいくつかの番組を紹介しなが
ら，改めてドキュメンタリー，テレビについて考えた。
併せて，吉田さんが演出した緒形拳さん主演の大河ドラ
マ『太閤記』を10月25日の『NHKアーカイブス』で放
送した

4 アメリカ大統領選挙について，BS1では『きょうの世界
アメリカ大統領選挙特集』で 4日から 7日まで市瀬卓キ
ャスターがワシントンのスタジオから伝えた。総合テレ
ビでは『NHKスペシャル～　激戦オバマvsマケイン～
米大統領選　有権者の選択』を放送した

5 総合テレビで，人と人の絆をテーマにした『秋・つなが
る心』を 3夜連続で放送した。5日「60歳のラブレター」，
6 日「見えないことは不幸じゃない～全盲夫婦の夢と子
育て」， 7 日「輝け!命のリレー～ 1 万人の祈り　24時間
ウォーク」

6 10年の大河ドラマ『龍馬伝』の主役・坂本龍馬役は福山
雅治さんに決まった。福山さんは69年，長崎市生まれ。
90年，シンガーソング・ライターとしてデビュー。俳優，
音楽プロデューサー，写真家とさまざまなジャンルで活
躍するアーティスト

12 電波監理審議会は，NHKによるインターネットを利用
したオンデマンドの有料映像配信サービスとネット業
務，および地上デジタル放送の電波が届かない地域で自
主共聴施設の整備に要する経費の一部をNHKが助成す
る義務について，適当であると答申した

12 電波監理審議会の答申を受けて，「NHKオンデマンド」
の利用料金を発表した。『見逃し番組』の基本料金は315
円だが，『連続テレビ小説』などは105円，『きょうの料
理』などの実用番組は210円，パック料金は 1 か月1,470
円。『特選ライブラリー』の料金は105円から315円だが，
まとめて割引価格で提供するパックも用意している

22 衛星ハイビジョンでは，11月のテーマを“京都”として，
京都御所から生放送で送る『すべて見せます　錦秋の京
都御苑』（22日）や『京都　秋を染める「嵐山」』（24
日）などの特集番組を放送した

24 ABU加盟の放送機関が制作したテレビ・ラジオ番組の
中で優れた作品に贈られるABU賞に，100分の 1 秒を競
う熾烈な戦いをCGによるバーチャルラインでわかりや
すく紹介した『競泳　北京オリンピック代表決定戦～第
84回日本水泳選手権』と，“孤独死”の裏側で苦悩する
男たちの再出発の人生を描いた『FMシアター～残置物
処理班』が選ばれた

25 ABUの新しい会長に，NHKの今井義典副会長が選ばれ
た
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1 総務省は，NHK，民放局など放送事業者に再免許を
付与した。免許の期間は 5 年間。しかし，アナログ
テレビ局に対しては，アナログ放送が終了する2011
年 7 月24日まで。付与にあたって総務省は，民放局
に対して，デジタル化への積極的な取り組み，番組
基準の順守などを要請した

1 [地方の時代」映像祭2008が， 1 日から 4 日間，大
阪府吹田市の関西大学で開催された。地方制作のテ
レビドキュメンタリーを顕彰する部門には115作品が
参加し，グランプリには毎日放送制作の『夫はなぜ，
死んだのか～過労死認定の厚い壁』が選ばれた

7 岡山県教育委員会が報道機関から取材を受けた際，
取材内容を県会議員に報告していた問題で，新聞や
放送など18社が参加している岡山県報道責任者会が，
報道の自由を侵すとし，今後一切行わないように県
教育長に文書で申し入れた。岡山県教委は11月12日
に，今後情報提供は行わないと回答した

13 在京民放テレビ 5 社の08年 9 月の中間決算が出そろ
った。「スポット」収入の落ち込みなどで，各社とも
前年同期比で減益となり， 2社は赤字となった

14 朝日新聞のイスラマバード支局の四倉幹木支局長と
現地雇用のスタッフがパキスタン北西部のペシャワ
ルで銃撃され重傷を負った，と朝日新聞が発表した。
タリバン取材のため現地入りした際，取材車が銃撃
された

21 08年12月に任期満了となるNHK経営委員 4 氏の後任
人事を政府が提示した。衆議院では 4 氏全員が承認
されたが，野党が多数を占める参議院では 4 氏のう
ち 3 氏が承認されず不同意となった。NHK経営委員
人事が国会で不同意となったのは初めて

26 電子情報技術産業協会が，08年10月のデジタル機器
の国内出荷実績を発表した。出荷額は前年同期比
9.2％の減で，17か月ぶりに前年同期を下回った。景
気の後退を受けて，薄型テレビなど映像機器の出荷
額が減少した

29 総務省は，2011年以降に開始される予定の新たなBS
デジタル放送にかかわる委託放送業務の認定に関す
る参入基準案を作り，意見募集を開始した。総務省
は同案で，①集中排除原則との関連で 1 社のトラン
スポンダ数を原則 4 以内とする，②全体として高精
細度テレビジョン放送を中心とし，デジタル技術を
活用した高画質化を目指す，③ 1 週間当たりの広告
放送の割合が 3 割を超える場合は，周波数に余裕が
あるときしか認定しない，④放送大学には周波数を
割り当てる，などを示している。
意見募集期限は09年 1 月 5 日

6 民主党のオバマ氏が勝利した大統領選挙の開票速報
を，全米で大統領選史上最も多い7,000万人余りが見
たと11月 6 日，ニールセン社が明らかにした。
最も多かったのはABCで，1,313万人が視聴した。次
がケーブル局CNNの1,230万人で，NBCやCBSなどの
ネットワークを上回り，同社の28年の歴史の中で最
も多い視聴者数となった。これまで各テレビ局とも
東部地域の開票状況や出口調査を基に早々と「当
確」を報じる傾向にあったが，過去の大統領選で誤
報があったり，投票が済んでいない有権者に影響を
与えるおそれがあると指摘されたため，今回は多く
の放送局が慎重にオバマ氏の「当確」を報じた

20 米国上院は，09年 2 月17日の「全国一斉アナログ終
了・デジタル移行」の後も， 1 か月間に限り，緊急
事態に関する報道やデジタル移行情報については，
各放送局の判断でアナログ放送を継続できるという
法案を全会一致で可決した。民主党のロックフェラ
ー上院議員が提案したもので，高齢者や障害者，移
民などの“社会的弱者”が， 2 月17日以後も，重要
な情報を得ることができるようにする目的がある。
FCC（連邦通信委員会）や政府も支持しており，下
院でも承認される見込みである

21 英BBCの監督機関であるBBCトラストは，執行部に
よる「ローカルビデオ」サービス案を却下したと発
表した。これは，全国60地域のBBCローカルウェブ
サイトを充実させ，ローカル・ニュースのオンライ
ン配信サービスを行うというもので，受信端末は固
定・携帯の両方を対象とする。このサービスには400
人の追加人員および開始から 4 年間で6,800万ポンド
の経費が見込まれた。執行部提案を受けたBBCトラ
ストは，ローカルビデオの公共的価値の審査を行っ
た結果，ローカル紙を含むローカル商業メディアの
利益を損なうこと，視聴者はBBCの現行ローカルテ
レビサービスの質的向上を期待していることを挙げ，
提案を却下した。なお，この判断について意見の募
集を行い， 2月25日までに最終決定が発表される

24 米ニールセン社によると07～08年シーズンのアメリ
カ人のテレビ視聴時間は，世帯ベースで 1 日平均 8
時間18分と，同社が50年代に調査を開始して以来，
最長となった。24日に発表された報告書によると，
アメリカ人のテレビ，パソコン，携帯電話の各端末
の利用時間はこれまでで最も長く，特にテレビは08
年第 3 四半期の月間の視聴時間が，前年同期と比べ
約 5 時間長くなっているという。ニールセンでは
[ 3 スクリーンズ」がアメリカ人の日常生活に定着
してきている点などを挙げている

25 ドイツでは11月25日，バイエルン州北部でアナログ
放送を終了し，全国で地上テレビ放送を完全にデジ
タル化した。地上デジタルテレビ放送は，02年11月
にベルリン首都圏で導入されたのが最初で，アナロ
グ放送の終了は地域ごとに進められた

国　　内 海　　外11月
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2 タイの憲法裁判所は，最大与党の国民の力党を含
む連立与党 3 党に解党を命じた。ソムチャイ首相
ら 3 党の幹部109人は 5 年間，公民権が停止され
る。これを受け，空港を占拠していた反政府団体
は，空港から立ち退く方針を表明した

3 クラスター爆弾の使用や製造を全面的に禁止する
条約の署名式が，ノルウェーのオスロで行われた。
締約国は，保有爆弾を条約発効から 8 年以内に廃
棄しなければならない

5 結婚していない日本人の父親と外国人の母親との
間に生まれ，生後に認知された婚外子にも日本国
籍を認める改正国籍法が，参院本会議で可決，成
立した

9 大手電機メーカーのソニーは，業績が悪化してい
るエレクトロニクス事業で国内外合わせて 1 万
6,000人の従業員を09年度末までに削減する，と
発表した

11 国際エネルギー機関（IEA）は，08年の原油需要
が83年の第 2次石油ショック以来25年ぶりに前年
を割り込む，との見通しを明らかにした

13 麻生首相，温家宝首相，李明博大統領による初の
日中韓サミットが，福岡県太宰府市で開かれた。
世界的な金融危機に共同で対処することや北朝鮮
の核問題で連携していくことで一致した

15 日本銀行が発表した12月の企業短期経済観測調査
によると，業況判断指数（DI）のうち大企業製
造業のDIは， 5 四半期連続で下がってマイナス
24になった。前回の 9月調査から21ポイント悪化
しており，国内景気が急激に後退している状況を
裏付けた

16 米連邦準備制度理事会は，政策金利を年1.00％か
ら過去最低の0.00～0.25％に引き下げる，と発表
した。初のゼロ金利で，日本の政策金利を下回り，
16年ぶりの日米逆転となった

19 日本銀行は，景気悪化と円高進行を受けて，政策
金利の誘導目標を年0.3％から0.1％に利下げする，
と発表した

24 政府は，09年度政府予算案を閣議決定した。一般
会計総額は過去最大の88.5兆円に上る。社会保障
費を過去最大とする一方，公共事業費を実質的に
削減している。予備費は異例の 1兆円

26 厚生労働省は，雇い止めや契約解除による解雇な
どで08年10月から09年 3 月までに職を失う非正社
員が全国で 8 万5,000人に上る見込みだ，と発表
した。前回の11月集計の2.8倍に膨れた

27 イスラエル軍は，パレスチナ自治区ガザでイスラ
ム過激派ハマスの複数の拠点を空爆した。死者は
195人を超えるといわれ，軍の攻撃による 1 日の
死者としては67年の第 3 次中東戦争後，最大。ハ
マスは，報復のためイスラエル領内にロケット弾
を撃ち込んだ

1 NHKが放送した番組をブロードバンド回線を利用して
パソコンや高機能テレビで見られる有料サービス「NH
Kオンデマンド」が始まった。『見逃し番組』は開始時
に56番組を配信。配信開始時刻は翌日の午後 2時または
6 時。『特選ライブラリー』は開始時に130タイトル，
1,266本を配信し，毎週20本程度追加していく

6 {NHKスペシャル』と『日本の，これから』が連動し
て，09年 5 月から始まる裁判員制度について，その意義
やあり方，課題などを多角的に考える番組「裁判員制度
が始まる　今夜とことん考えます」を放送した

6 教育テレビで『ETVワイド～こんな福祉番組が見たい
ねん』を放送した。イギリスやアメリカでの福祉への取
り組みを紹介するほか，障害のある人に加え，メディア
研究者，ドキュメンタリー制作者にも参加してもらい，
これからの福祉番組を考える 2時間の生放送

8 {ラジオ名人寄席』が他局で放送した音源を無断で使用
していたケースは，再放送も含め合わせて205件あった，
と公表した。無断使用は番組が開始された12年前から行
われていたという。番組制作を担当したNHKエンター
プライズは 7社に使用料を支払うが，音源を選択した司
会者の玉置宏氏から全額負担すると申し出があった

11 [アジア・テレビ賞」のドキュメンタリー部門で，『N
HKスペシャル～夫婦で挑んだ白夜の大岩壁』が最優秀
賞を受賞した。グリーンランドにある高さ1,300メート
ルの未踏の大岩壁に挑戦した山野井康史・妙子夫妻の姿
を記録したドキュメンタリー

14 この日放送された大河ドラマ『篤姫』最終回の視聴率は
24.5％だった。『篤姫』の視聴率は，50回すべて20％を
超えた

18 出張の際の宿泊料約60万円を着服していた職員に対し，
懲戒免職の処分を決めた

22 経営委員会委員に㈱玉の湯代表取締役社長の桑野和泉氏
が任命された。保ゆかり委員は任期満了により，古森重
驪委員長，篠崎悦子委員，多賀谷一照委員は本人の申し
出により退任した

22 経営委員会は，古森重驪委員長の後任に，福山通運社長
の小丸成洋氏を互選した

24 衛星ハイビジョンでは，12月の月間テーマ‘中国’に絡
み，中国人の監督が取材した『ハイビジョン特集～シリ
ーズ新的中国人Ⅱ』（24日，25日）や『北京輪タク哀
歌』（26日）を放送した

24 裁判員制度に向け，事件報道の指針となる「裁判員制度
開始にあたっての取材・放送ガイドライン」を公表した。
情報の出所をできる限り明示し，被疑者側の主張をでき
る限り取材・放送するとしている

29 この日は，教育テレビの放送時間を午後 0 時30分から 9
時30分までの 9時間に短縮した。放送休止中は，アナロ
グ放送の全国約3,100か所の送信所で電波を停めること
で，約 1万7,000kWhの節電となった

31 {第59回NHK紅白歌合戦』の視聴率は，第 1部が35.7％，
第 2部が42.1％だった

社会の動き12月 N H K
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1 総務省や，テレビ局などで作る「地上デジタル推進
全国会議」が，地上テレビ放送のデジタル化を進め
るための第 9 次行動計画を公表した。アナログ放送
の停波まで残り1,000日を切った現在の状況につい
て，「当初の予定通りに終了させるには更に厳しい道
のりが待っているといわざるを得ない」とし，厳し
い認識を初めて示した

1 大阪の民放準キー局の 9 月中間決算が08年11月中に
明らかになった。スポットCMなどの落ち込みで，
毎日放送，朝日放送，関西テレビ，読売テレビの 4
局が赤字となった

2 総務省が，有線テレビジョン放送事業者や日本ケー
ブルテレビ連盟に対し，「地上デジタル放送のみの再
送信サービス」の早期導入を検討するよう要請した。
08年 9 月末で，同サービスを提供している事業者は
535社のうち262社で，全体の49％にとどまっている

3 放送人権委員会（BRC）が，放送局のホームページ
での配信は，動画・音声を伴うものについては放送
と同視するとの判断を示した。苦情審理を受け付け
るのは，通常の方法によってアクセスできた期間か
ら 1 年以内で，放送局が削除したあと，特殊な方法
でアクセスできても，苦情申し立て期間内とは認め
ない，とした

16 TBSの臨時株主総会が開かれ，認定放送持株会社へ
の移行を賛成多数で承認した。09年 4 月からスター
トする予定。グループで19％の株を所有し，業務提
携を提案していた筆頭株主の「楽天」は反対したが，
少数にとどまった。認定持株会社に移行すれば， 1
株主当たりの議決権が33％以下に制限され，「楽天」
は今後株を買い増してもTBS経営への影響力は事実
上行使できなくなる。
認定放送持株会社の目的の 1 つは，地上デジタル放
送への設備投資で経営が苦しくなる地域放送局を支
援することにあるが，先にスタートしたフジテレビ
もTBSも地域局を傘下に入れていない

24 09年度政府予算案が閣議決定された。地上デジタル
放送への完全移行に向けての総合対策費として09年
度分として600億円が計上された。
これにより全国51か所のテレビ受信者支援センター
の活動が本格化し，受信機器購入等の支援，高齢
者・障害者へのサポート，辺地共聴施設の改修など
が行われる。ただし，全額国費での運営が計画され
ていた暫定的な衛星利用による難視聴対策や，完全
デジタル化のリハーサルの要求額が減額されるなど，
国策として行われるアナログ終了のための放送事業
者の負担が増える方向となっている

2 ヨーロッパ放送連合（EBU）は，2014年にソチ（ロ
シア）で開催される冬季五輪と，16年の夏季五輪の
放送権に関し，国際オリンピック委員会（IOC）と
金額で折り合えず，獲得できなかったことを発表し
た

8 米メディア大手トリビューン社が，連邦破産法11条
の適用を連邦破産裁判所に申請した。同社はシカ
ゴ・トリビューンやロサンゼルスタイムズ，ボルチ
モア・サンなどの有力紙10数紙を所有しているほか，
ABC系列（ 1 局），Fox系列（ 7 局），CW系列（13
局）など23のテレビ局も所有しているため放送業界
への影響が懸念される。負債額は130億ドルに上る

10 NPR（全米公共ラジオ）は，厳しい経済情勢で収入
が減っていることを理由に，64人の職員を解雇し，
2 つの番組を打ち切ると発表した。解雇されるのは
全職員889人の 7％にあたり，過去最大規模の人員削
減となる。制作中止になるのは，若者を対象にした
{ディ・トゥー・ディ』と，アフリカ系アメリカ人
向けの『ニュース＆ノート』で，09年 3 月いっぱい
で打ち切られる

16 英の放送通信分野の規制監督機関Ofcomの発表によ
ると，08年 9 月末現在，デジタルテレビは全世帯の
88.2％に普及し，家庭内のメインテレビ以外のテレ
ビの60％がデジタル化されている。プラットフォー
ム別の割合は，有料衛星放送34％，ケーブル12.4％，
ADSL0 . 3％，有料地上放送1.3％，無料地上放送
36.7％，無料衛星放送3.3％

18 11月26日にインドのムンバイで発生した同時多発テ
ロ事件の報道で，ニュース専門の商業衛星テレビの
一部に「行き過ぎ」があったと厳しい批判を受けた
ことから，自主監督組織NBA（News Broadcasters
Association）は，加盟のテレビ局に対し非常事態発
生時の生放送に制限を設けるガイドラインを発表し
た。要旨としてテロリスト集団に見解表明の機会を
与える生中継の禁止や人質の状況に関する詳細報道
の禁止，被害者・保安要員・犯人側との直接接触の
自粛などが含まれている。NBAは，放送内容に対す
る苦情にはこうした自主規制で対処するとしている
が，批判を強めている政府の姿勢が和らぐかは予断
を許さない。インドでは近年ニュース専門チャンネ
ルが急増し，報道の専門性を欠くチャンネルもある
と指摘されている

23 フランスのフィヨン首相はデジタル移行全国計画と
周波数再利用計画を23日付け官報で政令により公布
した。移行計画では，2011年11月まで段階的に進め
られるデジタル移行を地域ごとに定めている。また
再利用計画では，マルチプレックスをテレビ放送用
に11，携帯機器向け放送用に 2 つ確保，さらに携帯
電話のブロードバンド用に周波数の一部を割り当て，
現在テレビ放送で使用されているVHF帯をすべてデ
ジタルラジオに割り当てた

国　　内 海　　外12月



放送日誌

NHK年鑑’09 70

1 ロシアの天然ガス独占企業ガスプロムは，ウクラ
イナとのガス価格を巡る交渉が決裂したとして同
国向けガス供給を停止した。ウクライナ経由のガ
ス供給が止まった東・南欧の 7 つの国では，多く
の人々が暖房の無い生活を強いられた

5 派遣切りなどで仕事と住まいを失った人たちに年
末から食事と寝場所を提供してきた日比谷公園の
[年越し派遣村」が撤収された。入村登録をした
人は約500人。その多くは都内の公共施設 4 か所
に移動した

5 日本自動車販売協会連合会の発表によると，08年
の国内の新車販売台数は前年比6.5％減の321万台
だった。 5年連続の減少で，74年以来34年ぶりの
低水準

7 エチオピア東部で08年 9 月に誘拐され，その後ソ
マリアに連れ去られた「世界の医療団」の日本人
女性医師とオランダ人男性看護師が， 3 か月半ぶ
りに解放された

14 中国国家統計局は，07年の国内総生産の名目総額
を約336兆円に上方修正した。初めてドイツを上
回り，米国，日本に次ぐ世界 3 位の経済大国に浮
上した

20 東京地検特捜部は，海外から裏金を不正に日本に
持ち込んでいたことに関与していたとして，準大
手ゼネコン西松建設の前社長を逮捕した

20 米民主党のバラク・オバマ前上院議員は，米史上
初のアフリカ系として第44代大統領に就任した。
就任演説で，オバマ氏は，悪化した世界との関係
の再構築を目指す考えを表明した。就任式の行わ
れた首都ワシントンには，過去最大の約200万人
の国民が集結した

21 イスラエル軍は，パレスチナ自治区ガザから地上
部隊の撤退を完了した。年末以来の一連の攻撃で，
ガザでの死者は1,300人を超えた

21 文部科学省は，全国の小学 5 年と中学 2 年を対象
に初めて実施した「全国体力・運動能力・運動習
慣調査」の結果を発表した。85年当時の抽出調査
の成績と比べると，ほとんどの項目で下回った

23 温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」を搭載した
国産ロケット「H2A」が種子島宇宙センターか
ら打ち上げられ，目的の軌道に入った

25 山形知事選で，新人の吉村美栄子さんが，再選を
目指す現職候補を破って当選した。東北地方では
初の女性知事となる

27 総額 2 兆円の定額給付金を盛り込んだ08年度第 2
次補正予算が， 2 日間にわたる両院協議会を経て
成立した

30 厚生労働省は，08年10月から09年 3 月までに職を
失う非正社員が全国で12万4,800人に上る見込み
だ，と発表した。前年末調査の1.5倍

1 元日の特集番組として，『NHKスペシャル～激論2009～
世界はどこへ　そして日本は』を放送した。マネー資本
主義が崩壊し，多極化する世界に日本はどう向き合えば
いいのか。世界の知性の提言，日本の論客による討論で，
世界のパラダイムシフトの行方を探った

6 3 回シリーズの『ハイビジョン特集シリーズ～東京モダ
ン』（HV）の第 1 回を放送した。世界の第 1 線で活躍
するドキュメンタリー監督に，日本人と日本文化を 4年
にわたって撮影してもらった，ユニークな国際共同制作
のドキュメンタリー

7 盛岡放送局が制作した『ワンダフル東北～魂こめて　冬
のまつり』（G）の一部で，NHKと日本民間放送連盟が
定めた「アニメーション等の映像手法に関するガイドラ
イン」の基準を超える映像があった，と発表した。 1月
に同じ番組をHVで放送する段階でこの事実が判明した
ため，HVでは放送前に修正した

7 NHKとフジテレビジョンは，若者をテーマに番組を共
同で企画し， 3 月にそれぞれの地上波などで放送する，
と発表した。まず教育テレビで，スタジオに集まった視
聴者による討論番組を放送。その内容についてフジテレ
ビのバラエティー番組でゲストや視聴者に問いかける。
その後， 2番組の内容を基にした番組をそれぞれの局が
生放送する

8 09年度後期の『連続テレビ小説』は「ウェルかめ」に決
まった。ウミガメが上陸する徳島県美波町と徳島市を舞
台に，青春模様を明るくコミカルに描く

10 教育テレビで，新番組『出社が楽しい経済学』が始まっ
た。若い人をターゲットに，ドラマを通じて経済学の基
礎知識をわかりやすく楽しく伝える

11 3 回シリーズの『NHKスペシャル～女と男　最新科学
が読み解く性』の第 1回を放送した。シリーズは，最新
科学の成果を基に，「女と男はなぜ惹かれあうのか」「女
と男はどこが違うのか」「男をつくる染色体が滅びつつ
ある」ということをミニドラマを交えて解き明かした

12 {小さな旅』が放送25周年を迎えたのを記念して，90分
サイズの特別番組『小さな旅25周年特集　故郷のまなざ
し若者たち』（G）を全国向けに放送した

14 09年度の事業計画・予算案を鳩山総務相に提出した。事
業収入は過去最高となる6,699億円だが，事業支出は
6,728億円で，29億円の赤字予算。地上デジタル放送へ
の完全移行に向けた費用がかさむためで，96年度以来の
13年ぶりの赤字予算となった

21 BS1では，第44代アメリカ大統領に就任するオバマ新大
統領の就任式の模様を宣誓から就任演説まで生中継で伝
えた。視聴率は5.9％で，深夜時間帯の硬派ニュースと
しては非常に高い数字となった

25 {NHKスペシャル～激流中国～病人大行列』が，FIPA
国際テレビ映像祭で，最高賞にあたる金賞を受賞した。
かつて医療サービスは無料だったが，今は利用者負担と
なった中国の医療現場の現実を，患者家族と病院の双方
に密着取材したルポルタージュ
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13 日本音楽事業者協会が，経済産業省の委託を受けて
インターネット向けドラマを海外にネット配信する
実証実験を開始した。ドラマに 5 か国語の字幕を付
け，動画共有サイトのユーチューブを通じて配信。
日本のコンテンツに対する海外の反響を調査し，海
外向けの新たな事業モデルを探る

15 民放連の広瀬道貞会長が記者会見で，08年 9 月の中
間決算で，民放連に加盟する地上波テレビ・ラジオ
局194社のうち92社（47.4％）が赤字だったことを明
らかにした。赤字の主な原因は不況に伴う広告収入
の減少と，地上デジタル化への設備投資。広瀬会長
は「下期は，さらに悪化するとみられる」と語った

15 民放連は，裁判員制度下の取材にあたっては，法廷
内の映像や音声の取材が幅広く認められるべき，裁
判員による記者会見も柔軟に検討されるべきなど，
取材の基本スタンス骨子をまとめ，最高裁などに理
解を求めていくことを決めた

22 ライブドアのニッポン放送株の買占め事件に関連し
て，ライブドア株の第三者割当増資を引き受けたフ
ジテレビが，ライブドアの証券取引法違反事件で株
価が急落したとして賠償を求めていた訴訟で，ライ
ブドアがフジに約310億円を支払うことで和解した

23 日本音楽著作権協会など17団体で構成する創作者団
体協議会が，著作権情報などを検索するためのポー
タルサイトの運用を開始した。著作権保護期間を死
後70年に延長する権利者側の要望に対して，延長さ
れれば権利処理がさらに困難になるという反対意見
があるところから，ポータルサイトの利用で権利処
理の簡便化を訴えるのが狙い

27 日本音楽著作権協会など音楽関係の 7 団体が私的録
音・録画の実態調査結果を発表した。録音の主メデ
ィアがパソコンである人が60.2％，パソコン等ハー
ドディスクに300曲以上の音楽コピーをしている人が
42.6％，などの結果が出た。 7 団体では調査の結果，
録音されている楽曲数は30代までの年齢層でパソコ
ンへの複製に限定しても239億曲を超えていると推計
した

27 テレビ局の経営悪化に伴って番組制作費の削減が進
んでいるなか，プロダクションが加盟する全日本テ
レビ番組製作社連盟が，プロダクションの資金繰り
のために，契約段階で着手金を支払うことなど 6 項
目を在京キー局と在阪準キー局に要望すると発表し
た

28 民放連研究所が，加盟テレビ局の2009年度の営業収
入見通しを発表した。それによると地上波テレビは
3 年連続でマイナスとなり，09年度は前年比6.2％減
で，過去最大の落ち込みになる見通し

1 イタリアの公共放送RAIの受信料が1.5ユーロ値上げ
し，107.5ユーロとなった。値上げ幅はインフレ率を
考慮し，09年収入は約2,400万ユーロ（約31億円）増
の見込み。また，受信料の不払いは全国平均で約25
～27％と，欧州平均（約10％）を大きく上回った。
不払い率は特に南部で高く，45％に上る州もある。
所管の経済開発省は，「徴収方法の抜本的な見直しを
検討し，将来的には，国民全員が支払うことを前提
に，思い切った値下げもあり得る」と述べた。見直
し案として，フランスの住居税とともに徴収する方
式や，ギリシャの電気料金とともに徴収する方式が
候補に挙がっている

5 中国の国家ラジオ映画テレビ総局（SARFT）や公
安省，文化省など 7 つの部署は共同で， 1 月 5 日か
ら 1 か月間，ネット上の低俗なコンテンツの取締り
強化を実施した。「グーグル」「百度」「新浪」「捜
狐」「網易」「MSN」といった主要なネットがやり玉
に挙げられ，各事業者は謝罪と関連コンテンツの削
除に追われた。28日の段階で当局はポルノサイト
1,507を閉鎖，少なくとも41人を拘束した

15 ハワイ州では，米本土に先駆け 1 月15日に地上デジ
タル放送へ移行した。これは， 2月に実施した場合，
アナログ施設の取り壊し工事が海鳥の巣作りと繁殖
に影響を与えることが懸念されたため，前倒しで行
われたもの。15日正午にアナログ放送が一斉に終了
し，FCCや地元放送局がコールセンターを設置して
問い合わせに答えたが大きな混乱はなかった。ハワ
イでは 2 万世帯余りが地上放送をアンテナで直接受
信していると見られており，デジタル対応していな
いテレビでは，しばらくの間，コンバーターボック
スを接続するなどの対応を促す告知が流される

21 20日に行われたバラク・オバマ新大統領の就任式の
模様を全米で3,780万人がテレビで見たと，ニールセ
ン社が発表した。米国内の主要都市で 3 世帯に 1 世
帯が生中継や録画を試聴したことになる。これは81
年のレーガン大統領就任式の4,180万人に次いで多
い。しかし，この数字は自宅視聴のみで，職場など
で見た人は含まれていない。また，多くのメディア
がインターネットでストリーミング配信をしたこと
から，オバマ新大統領誕生の瞬間を視聴した人は過
去最多と見られる

30 経済状況悪化の影響で，米のメディア複合企業が相
次いで人員削減している。ウォルト・ディズニー社
傘下のABCテレビジョン・グループは要員の 5 %に
相当する約400人を削減すると発表。削減される部門
は地上波のABCネットワーク，ケーブルテレビのデ
ィズニー・チャンネルなど放送全部門にわたる。ま
た，映画製作大手のワーナー・ブラザーズは 1 月20
日，全従業員の10%にあたる800人を整理する方針を
明らかにした。

国　　内 海　　外1月
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5 警視庁と宮城・福島県警の特別捜査本部は，「円
天」と称する疑似通貨で多額の現金をだまし取っ
たとして，健康商品販売会社「エル・アンド・ジ
ー」の会長と幹部ら22人を逮捕した

7 オーストラリア南東部の40か所以上で，山火事が
相次いで発生した。大規模な山火事による死者は
200人に及んだ。同地では年明けから記録的な猛
暑が続き，メルボルンでは観測史上最高の46.4度
を観測した

9 文部科学省は，巨額の利益計上や不透明な取り引
きが指摘されている財団法人「日本漢字能力検定
協会」の立ち入り検査に入った

15 イスラエルの文学賞エルサレム賞が，作家の村上
春樹さんに贈られた。授賞式の記念講演で，村上
さんは，イスラエルのガザ攻撃に触れ，軍事力に
訴えるやり方を批判した

16 内閣府が発表した08年10～12月期の国内総生産速
報によると，実質GDPは前期比3.3％減，年率換
算では12.7％減と，急激に落ち込んだ。年率換算
で 2ケタのマイナスは戦後 2度目

16 就任後初の訪問先に日本を選んだアメリカのクリ
ントン国務長官が日本を訪れた。中曽根外相と会
談し，麻生首相と夕食を共にしたほか，民主党の
小沢代表や北朝鮮による拉致被害者家族とも会っ
た

17 中川昭一財務相は，主要 7 か国財務相・中央銀行
総裁会議後の記者会見にもうろうとした状態で臨
んだことの責任をとり，麻生首相に辞表を提出し
た

17 カンボジアで自国民の大量虐殺に関与したポル・
ポト政権の元幹部らを裁く特別法廷が，首都プノ
ンペン郊外で開廷した

17 アメリカのオバマ大統領は，総額約72兆円の景気
対策法案に署名し，成立させた。減税や公共事業，
失業保険と生活補助の増額が柱となっている

19 香川県立中央病院で，対外受精をした不妊治療中
の女性に，誤って別の患者の受精卵を移植した可
能性があるため，人工妊娠中絶をしていたことが
明らかになった

22 第81回米アカデミー賞の発表・授賞式があり，滝
田洋二郎監督の「おくりびと」が外国語映画賞を，
加藤久仁生監督の「つみきのいえ」が短編アニメ
ーション賞を獲得した

24 麻生首相とオバマ米大統領との初の首脳会談が，
ホワイトハウスで行われた。両首脳は，金融・経
済危機をはじめ国際社会の課題に協力して対処す
ることを確認した

27 09年度予算案と関連法案が，衆院本会議で与党の
賛成多数で可決され，参院に送られた。これによ
り予算の年度内成立が確定した

2 NHKの新しいテレビ国際放送がスタートした。ニュー
スを大幅に強化し， 1日24時間毎正時に英語ニュースを
放送する。アジアの情報はNHKからというブランドの
確立を目指す。海外ではほとんどの番組を24時間インタ
ーネットを通じてリアルタイムで見ることができ，国内
でもニュースはほぼ24時間，放送と同時のストリーミン
グで見ることができる

2 携帯向けに本格的なニュース配信を開始した。携帯電話
からNHKのサイトにアクセスすれば要約したニュース
を無料で見ることができる。詳細な記事は，NHK情報
ネットワークの有料総合情報サイトで動画を含めて見る
ことができる

2 {BSドキュメンタリー　アジアに生きる子どもたち～
友達と遊びたい　フィリピン　農地改革にゆれる島で』
が，ニューヨーク・フェスティバルで地域社会部門銅賞
を受賞した。土地の分配を巡る親同士の対立に巻き込ま
れながらも友情を守ろうとする少女の姿を描いた

6 NHKで土日に放送されている番組のうち，NHKオンデ
マンドの「見逃しサービス」の対象番組を 1週間見放題
できる「見逃し体験パック」を 2月 6日から 3月19日ま
での期間限定で提供した。料金は525円

7 2 月は，厳しい状況に直面している日本の雇用問題の現
状と課題について集中的に取り上げた。主な関連番組は
以下のとおり。『NHKスペシャル～緊急報告　製造業派
遣は何をもたらしたか』（ 7 日　G），『日本の，これか
ら～雇用危機』（ 7 日　G），『特集　雇用不安時代～あ
なたはどう生き抜きますか』（11日　R1），『生活ほっと
モーニング～シリーズ雇用不安』（17・18日　G）

8 {手塚治虫のすべて』（BS2）を放送した。09年は，漫
画家・手塚治虫の生誕80年，没後20年にあたる。そこで
BS2では， 2 月から 8 月にかけて，代表作を楽しみなが
ら手塚治虫の魅力に迫る。その第 1弾

22 福岡放送局の玄関で爆発があった。けが人はなかった。
爆発したのは何者かが仕掛けたカセットコンロのガスボ
ンベ。その後24日までに，東京，福岡，札幌，長野の 4
局に銃弾が郵送された

23 NHKの新経営委員が国会で同意された。産業技術大学
院の石島辰太郎学長，日本国際交流センターの勝又英子
常務理事，日本国際文化センターの安田喜憲教授の 3氏。
NHK経営委員は国会の同意人事で，08年秋に国会に提
案されたが，野党の同意が得られず欠員となっていた

23 {NHKスペシャル　雨の物語～大台ケ原　日本一の大
雨を撮る』が第50回科学技術映像祭で文部科学大臣賞を
受賞した。最新技術を駆使した映像で，神秘的な雨粒の
形や生きものとの不思議なかかわりを記録した

28 3 月 1 日にNHK－FMが本放送開始40年を迎えるため，
28日と 3 月 1 日の 2 日間にわたり，特別番組『FM40ラ
ジオデー』（FM）を放送した。初日のテーマは「NHK
－FM この40年のあゆみ」， 2 日目は「これからのN
HK－FM」

社会の動き2月 N H K
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20 朝日新聞がテレビ朝日の株の一部を国内の 2 社に譲
渡したと発表した。朝日新聞のテレ朝株保有率が
25%以下になった結果，テレ朝は朝日新聞の株主総
会で議決権を行使できるようになった

23 電通が「08年日本の広告費」調査を発表した。それ
によると，総広告費は金融・経済危機が深刻化した
08年秋以降急激に落ち込み，07年比4.7％減の 6 兆
6,926億円で， 5年ぶりにマイナスとなった。
マスコミ 4 媒体の中で最も減少幅が大きいのが新聞
広告費で12.5％減。次いでラジオ広告費の7.3％減，
テレビ広告費の4.4％減と続く。また，04年から増え
続けてきた屋外・交通・折り込みなどの「プロモー
ションメディア広告費」が今回，5.8％減となった。
一方，衛星メディア関連広告費は，デジタルテレビ
の視聴可能世帯の増加などで，12.1％増。インター
ネット広告費は，16.3％増の6,983億円，そのうち特
に伸びが顕著なモバイル広告は，47％の増加となっ
た

25 総務省の「放送コンテンツの製作取引の適正化の促
進に関する検討会」（座長・舟田正之立教大学教授）
が，「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイ
ドライン」をまとめ，公表した。放送番組の制作委
託は，放送局が圧倒的に有利な立場にあり，契約書
が交わされない，制作費支払いが番組納入日起算で
はなく放送日起算であるなど，下請法に違反しかね
ない実態がかねてから指摘されてきた。検討会では
現状を検証して，契約書で制作費を明示する，制作
費は双方が協議して決める，支払いは，納入日起算
とし，制作費の一部前払いの努力をすることなど，
適正化のガイドラインを示した

26 日本新聞協会が，09年 5 月21日から施行される裁判
員制度に関して，裁判員を務めた人へ裁判終了後に
記者会見に応じてほしいとの呼びかけを行った。新
聞協会は，裁判員経験者が経験を語ることは，制度
の理念を定着させるうえで極めて重要だとしており，
最高裁判所の協力が得られることになったため，ア
ピールを公表した

27 テレビ番組制作業務が，経済産業省の緊急保証制度
の適用業種に指定された。
プロダクションの資金繰りが悪化しているためで，
指定によって金融機関から融資を受ける際に，信用
保証協会から最大 2億円の保証が受けられる

27 公正取引委員会は，日本音楽著作権協会（JASRA
C）が放送事業者と結んでいる楽曲の放送等使用料
の包括契約は他業者を排除しており，私的独占の禁
止を定めた独占禁止法に違反するとして排除措置命
令を出した。JASRACは承服できないとして，審判
請求する方針

4 フランス議会は，放送とテレビにおける新しい公共
サービスに関する法律を議決。法律は，既にFrance
Télévisions（FTV）が 1 月 5 日から自主的に実施し
ている広告放送の段階的廃止，およびその補償財源
について定めている。持ち株会社FTVは放送会社に
改組され，傘下のF2，F3，F4，RFOのチャンネル
とVODを編集する。「受信料」という名称の税金は
[公共放送税」と改称，2010年 1 月 1 日からは年額
120ユーロとなる。また議会は 5日，各公共放送機関
の会長を政府が任命する法律も議決。野党議員団に
よる違憲審査の求めに対し，憲法評議会は 3月 3日，
これらの法律は一部を除いて合憲と決定した

9 中国中央テレビ新社屋に付設する44階建てのホテル
で 9 日夜，花火の火が燃え広がって大火となり，消
防隊員 1 人が死亡， 5 時間半後に消し止められた。
北京市消防局の調べによると，花火はCCTVの関係
者が警察の制止を振り切り，数百発をビルの空き地
から打ち上げ，12人が身柄を拘束された。この火事
はネット上では写真つきで速報されたが，CCTVは
後刻，映像なしで伝えた。中国で唯一の国家レベル
のテレビ局として，独占的な広告収益を上げている
CCTVは，市の中心部に豪華なビルを建設し，政府
の意向に沿って自粛的な報道をしていることから，
インターネットは，「CCTVに天罰が下った」などと
いう声であふれた

13 ドイツの国際放送ドイチェ・ベレは，世界60か国で
8,600万人が，少なくとも週に 1 回はラジオ，テレビ
またはインターネットにより同局のサービスを利用
していると発表した。特にアフリカ向けのサービス
がよく利用されており，エチオピアでは成人の10%
以上，タンザニアでは43%が同局のスワヒリ語の番
組を聞いている。またナイジェリアでは，週間約
1,000万人の聴取者がおり，ハウサ語の番組が人気だ
とした。またヨーロッパでは国際テレビ放送DW-T
Vが，ラテンアメリカではインターネットサービス
がよく利用されている。 3 月には， 2 つ目のアジア
向けチャンネル「DW-TV ASIA+」が始まる予定

17 米ではデジタル移行の期日がオバマ政権の要請で 6
月12日に延期されたが，FCC（連邦通信委員会）の
承認を受けた421の放送局が当初の日程どおり 2月17
日にアナログ放送を終了した。これらの放送局の地
元では，最低 1 局がアナログ放送を継続することが
条件で，デジタル対応をしていない家庭が不利益を
被らないよう配慮されており，移行は大きな混乱も
なく行われた。17日以前に移行を済ませた220局を含
め合計641局がアナログ放送を終了し，全米約1,800
の放送局の 3分の 1が完全デジタル化した

22 米映画界最大のイベントである「第81回アカデミー
賞」の授賞式が開催され，ABCの中継番組の平均視
聴者は3,630万人と，74年以来の最悪を記録した07年
の3,209万人をおよそ400万人上回った
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3 東京地検特捜部は，準大手ゼネコン西松建設の政
治献金にからみ，小沢一郎民主党代表の公設第 1
秘書を政治資金規正法違反の疑いで逮捕し，同代
表の資金管理団体など関係先を捜索した

4 定額給付金や高速道路料金引き下げの財源を確保
する08年度第 2 次補正予算関連法が，参院本会議
で野党の反対多数で否決された後，衆院本会議で
3分の 2以上の賛成で可決・成立した

9 財務省が発表した 1 月の国際収支速報によると，
経常収支は1,728億円の赤字に転落した。経常赤
字は96年 1 月以来13年ぶり

11 北朝鮮に拉致された田口八重子さんの兄と長男
が，田口さんから日本語を学んだ金賢姫元死刑囚
と韓国のプサンで面会した

14 アフリカのソマリア沖の海賊対策のため，自衛隊
法に基づく海上警備行動での派遣命令を受けた海
上自衛隊の護衛艦 2 隻が，海上自衛隊呉基地から
出航し，現地に向かった

15 米航空宇宙局は，若田光一飛行士ら 7 人が乗り込
むスペースシャトル・ディスカバリーを打ち上げ
た。若田さんは， 3 か月に及ぶ，日本人初の宇宙
長期滞在に挑む

16 オバマ米大統領は，巨額の政府支援で破綻を免れ
ながら，経営難の原因となった部門の幹部に高額
のボーナスを支払った米保険大手AIGを強く非難
し，ボーナス支給の撤回を求めた

19 群馬県渋川市の老人ホームで火災が発生し，10人
が死亡した。親族に連絡を取れない人も多く，遺
体が誰なのかを確認する作業が難航した

23 成田空港で，米航空貨物大手フェデックスの中
国・広州発の貨物機が着陸時にバランスを崩して
横転し，炎上した。機長と副操縦士が死亡した。
成田空港で航空機事故による死者が出たのは，78
年の開港以来初めて

24 第 2 回ワールド・ベースボール・クラシック決勝
で，日本は，延長戦の末韓国を破り 2 連覇を果た
した

27 09年度予算と関連法が成立した。予算案と関連法
案はいずれも参院本会議で否決されたが，予算は
衆院の優先を定めた憲法の規定により成立。関連
法は，衆院で与党の 3 分の 2 以上の賛成で再可決
され成立した

28 ETCを取り付けた普通車について，土日・祝日
に限り全国の地方部で上限を1,000円とする高速
道路料金の値下げが始まった

27 インドネシアの首都ジャカルタの近郊で，ダムの
堤防が突然決壊して洪水となり，91人が死亡した

31 厚生労働省によると，08年10月から09年 6 月まで
に職を失う非正社員の数は19万2,061人に上る。
また， 2 月の有効求人倍率は0.59倍で，03年 2 月
以来の低い水準となった

1 ロシアの今を 4 回シリーズで伝える『NHKスペシャル
～揺れる大国　プーチンのロシア』の第 1回「プーチン
のリスト～強まる国家資本主義」を放送した。第 2回は
[失われし人々の祈り～膨張するロシア正教」（ 2 日），
第 3回は「離反か従属か～グルジアの苦悩」（22日），第
4 回は「プーチンの子どもたち～復活する“軍事大
国”」（23日）

5 第60回日本放送協会放送文化賞の受賞者が以下の10人に
決まった。敬称略。伊賀健一（東京工業大学学長），石
坂浩二（俳優），井上ひさし（作家，劇作家），内橋克人
(経済評論家），緒形拳（俳優・故人），澄川喜一（彫刻
家，東京藝術大学名誉教授），田辺聖子（小説家），田部
井淳子（登山家），松坂慶子（俳優），皆川達夫（立教大
学名誉教授）。贈呈式は， 3 月19日の放送記念日の式典
の中で行われた

5 経営計画に基づく，報道・ジャーナリズム部門強化の柱
として，ドバイとシンガポールに支局を新設する，と発
表した。ともにその地域における経済の中心地で，周辺
国への足場もよいことから選ばれた

5 新大学生や新社会人の新生活を応援するキャンペーン
“がんばれルーキー”を始めた。09年度前期『連続テレ
ビ小説～つばさ』のヒロイン・田部未華子さんをキャラ
クターにして， 6月30日まで展開する

6 Jリーグ公式戦の全試合経過や順位表などをHVデータ放
送・各地域局データ放送・各地域ワンセグコンテンツで
速報する制度がスタートした

7 7 日と 8 日，東京・渋谷で「ふるさとの食にっぽんの食
全国フェスティバル」が開かれた。日本の食文化の大切
さ，地産地消をテーマに，35の都道府県が参加して，郷
土料理をチャリティーの100円で味わってもらった

11 放送文化研究所は，11日と12日の 2 日間，“変容の時代
～メディアの可能性を探る”をテーマに，「春の研究発
表」を開催し，急速に変貌する社会の中で，放送がどの
ような位置を占め，どのような役割を果たしていくべき
かを考えた

20 NHK－FM放送開始40周年を記念して特別番組『FMに
愛を込めて』（G）を放送した。北海道富良野のコミュ
ニティFM局や東京のミニFM局を紹介するとともに，
THE ALFEEやジョン・カビラたちがFMに対する熱
い思いを語った。

21 放送記念日前夜の特集番組として『日本の，これから～
テレビの，これから』を放送した。民放各局の人気番組
のプロデューサーやディレクターがスタジオに集い，論
客や視聴者とともに，テレビの現在と未来について 3時
間近くにわたり徹底討論した

31 89年 6 月 1 日に本放送を始めたNHK－BSの20周年を記
念して『BS世界のドキュメンタリー』（BS1）が取り上
げる「シリーズ　1989年以降の世界」の第 1回「ベルリ
ンの壁崩壊～東ドイツ最後の 1年」を放送した。89年11
月 9 日のベルリンの壁崩壊後，旧東ドイツ国民が経験し
た激動の日々を描いた

社会の動き3月 N H K
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1 日本テレビが08年11月23日の『真相報道バンキシ
ャ！』で「岐阜県がいまでも裏金づくりを続けてい
る」と報道した問題について， 1 日の同番組で，告
発証言が虚偽だったことを明らかにして謝罪した。
この問題では， 3 月16日に久保伸太郎社長が引責辞
任し，足立久男報道局長が役職罷免された

6 日本音楽著作権協会（JASRAC）などが，インター
ネットで配信される楽曲の著作権処理を一元的に処
理する非営利法人「著作権集中処理機構」を設立し
たと発表した。著作物等の適正で円滑な利用の促進
を目的に同機構がコンテンツ配信事業者の利用楽曲
を特定し，権利者側へ提供する。本格運用は10年 4
月からの予定

10 著作権法の改正案が国会に提出された。改正案の柱
は，テレビ番組のインターネット配信などコンテン
ツを利用しやすくする，海賊版など違法コンテンツ
の流通を防ぐ，障害者が利用しやすくするなど。成
立すれば10年 1 月から施行される

12 電波監理審議会が，TBSの認定放送持株会社への移
行を承認すると総務大臣に答申した。株式会社「東
京放送ホールディングス」のスタートは09年 4 月 1
日。放送事業は㈱TBSテレビが承継する

18 民放連が 5 年ごとに見直す「放送基準」に，新たに
ショッピング番組関連の留意事項を盛り込んだ。公
正取引委員会からの警告や，消費者からの苦情が出
ているためで，「表現手法について視聴者の誤解を招
かないよう」「使用者の感想や体験談に関して誤認さ
れないよう」「返品などの特約事項を適正に表示す
る」などのチェックポイントを示した

18 総務省が08年12月末現在のブロードバンドサービス
の契約数を発表した。それによると総計は3,010万
7,327件で，初めて3,000万件を超えた。内訳はFTTH
が48%，DSLが39%，CATVが14%

20 ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の第
2 次予選，日本対韓国戦のテレビ中継の平均視聴率
は40.1%（ビデオリサーチ調べ，関東地区）と08年北
京オリンピックの開会式（37.3%）を上回った。日本
が優勝した24日の決勝戦は36.4%

23 総務省が，新たなBSデジタル放送の申請受付を締め
切った。申請したのは28社と放送大学の合わせて29
団体だった。委託放送事業者の認定は09年 6 月から
7月の予定

30 放送倫理・番組向上機構の放送人権委員会（BRO）
は，テレビ朝日の『報道ステーション』が08年 7 月
に放送した徳島県の土地改良区横領事件に関し，国
の補助金問題を取り上げた報道で，キャスター発言
が裏づけ調査の範囲を超えるなど，重大な放送倫理
違反があったと認定し，再発防止策を講じるようテ
レビ朝日に「勧告」した

4 ドイツ連邦政府は 4 日，地上アナログテレビ終了後
の周波数再編成とブロードバンド網整備の一環で，
UHF帯の一部（790～862MHz）をテレビ放送用から
除外し，広帯域移動無線アクセスサービスに割り当
てる規則を制定した。連邦政府が 2 月に発表したブ
ロードバンド戦略によれば，この周波数帯域は到達
面積が広く室内受信にも優れるため，高周波を使用
するWiMAXや第三世代携帯電話よりも辺地のブロ
ードバンド整備に適している

5 アメリカの経済ニュース業界が，ニュース映像のネ
ット配信を強化している。スタート 1 年で業界トッ
プに立ったタイムワーナー系の金融ニュースサイト
CNNMoney.comは 5 日，経済情報番組「ヘルプ・デ
スク」など新たに 8つのネット向け番組を発表した。
経済情報をネットで見る視聴者のニーズに応えよう
と，コンテンツ制作コストの約25%を動画に充てて
いる同サイトの動画視聴は，月間約2,100万回と， 2
位のヤフーファイナンスの約 5倍となっている

9 英政府は，BBCの主要財源である受信許可料の値上
げを発表した。 4 月から年額でカラーテレビは前年
から 3 ポンド値上げされ142.5ポンド，白黒は 1 ポン
ドの値上げで48ポンドになった。政府は，デジタル
完全移行期間の受信許可料の値上げスキームを決め，
07年 4 月から実施しており 3 年目にあたる09年は
2 ％の値上げとなった。未曽有の経済恐慌の下で行
われる値上げに対し，野党保守党のデヴィッド・キ
ャメロン党首は，値上げ凍結を求めていた

17 チェコ電気通信庁は，09年 1 月現在，国内のデジタ
ルテレビ普及率が，前年同期の28.6％から52％に向
上したことを明らかにした。これは，05年開始した
地上デジタルテレビの受信の伸びによるところが大
きく，チェコでは， 4 月には首都プラハで地上アナ
ログ放送が終了し，11年11月に全土で終了する予定

17 デジタル移行日を 6月に延期した米では，既に600局
余りが移行を完了しているが，残る1,100局余りのう
ち927局が 6 月12日に，158局がそれ以前に移行を希
望していることをFCC（米連邦通信委員会）が明ら
かにした。アナログ放送を続けるための電気代，人
件費などの負担や，電波塔の契約が切れることなど
が，早期移行を希望する理由と見られる。158局の半
分は公共放送PBSの系列局

26 米の成人はテレビやパソコン，携帯電話，ビデオゲ
ーム，カーナビのGPSなどの「画面」に 1 日平均8.5
時間向かっていることが，ニールセン社が出資する
研究団体の調査で明らかになった。どの年層（10代
は対象外）も画面に向かう時間はほぼ同じで，45～
54歳の年齢層のみ9.5時間と，ほかより 1 時間長かっ
た。全年層を通じてテレビが強く，オンエア中の番
組を見る時間は 5 時間 9 分，録画番組を見るのは15
分。パソコンでWebを見る時間が49分，メール利用
は37分などの結果であった
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