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放送界の動き

09年度は，地上テレビ放送の完全デジタル化が

11年 7 月に迫る中で，円滑な移行に向けた各種施

策が相次いで実施に移された一方で，新時代に対

応した法制度やサービスの検討も本格化した 1年

となった。

Ⅰ．迫る完全デジタル化

1 ．地デジ機器購入が困難な世帯に支援

経済的な理由で，地上デジタル放送対応の受信

機器の購入が難しい世帯に，専用の受信機器（チ

ューナー）を配布することなどを盛り込んだ改正

電波法・放送法が09年 4 月17日の参議院本会議で

可決成立した。

具体的には，NHK受信料の全額免除世帯（生

活保護受給世帯や市町村民税非課税の障害者世帯

など約260万世帯）を対象に，地上デジタル放送

をアナログテレビで受信するための簡易チューナ

ーが配布されるほか，必要に応じて，アンテナの

無償改修が行われることになっている。財源には，

放送事業者や通信事業者が国に納めている電波利

用料が充てられる。

2 ．「衛星セーフティーネット放送」開始

地上デジタル放送の難視対策衛星放送が10年 3

月11日から開始された。地上デジタル放送への移

行に際し，放送基盤が整うまでの間，暫定的に衛

星放送を利用して地上波の放送を送り届けるもの

で，社団法人デジタル放送推進協会（Dpa）によ

って15年 3 月まで実施される予定。

衛星放送の第17チャンネルを使い，東京地区の

7 つの地上デジタル放送（NHK総合・教育，日

本テレビ，テレビ朝日，TBS，テレビ東京，フ

ジテレビ）がサイマル放送される。画質はアナロ

グと同等で，データ放送は字幕放送などが利用で

きる。地デジ難視対策衛星放送対象リスト（ホワ

イトリスト）に掲載された地区の世帯・事業者か

らの申し込みでスクランブルが解除され視聴が可

能となる。衛星放送（BSデジタル放送）の受信

設備がない世帯（事業所は除く）には，チューナ

ーの貸与やアンテナの給付等の支援も行われる。

3 ．石川県珠州市で地デジ移行リハーサル

11年 7 月に予定されている地上テレビ放送の完

全デジタル化に向けた課題を洗い出すため，石川

県の能登半島北端に位置する珠
す

州
ず

市などの約

7,500世帯を対象に，09年 7 月と10年 1 月の 2 回

にわたって，アナログ放送終了リハーサルが行わ

れた。

このうち 2回目のリハーサルでは，48時間にわ

たってアナログ放送が休止されたが，大きなトラ

ブルは無かった。この間，総務省石川県テレビ受

信者支援センター珠州支所には電話で49件の問い

合わせがあり，国が無償で配布する簡易チューナ

ーに関するものが33件と，最も多かった。

一連のリハーサルを受けて，珠州中継局は全国

より 1年先行して，10年 7 月24日にアナログ放送

を完全に停波することを予定している。

4 ．通信・放送法体系の見直し

政府はデジタル化の進展に伴う通信と放送の融

合に対応できるように法体系の見直しを図るとし

て，現在 8つある関連法を 4つの法律に再編する

放送法などの改正案を閣議決定し，10年 3 月 5 日，

通常国会に提出した。通信・放送法体系の抜本的

な見直しは1950年の放送法・電波法の制定以来60

年ぶりとなる。

今回の見直しは，06年以降，総務省が有識者に

よる研究会や情報通信審議会などの場で検討を進

めてきたもので，放送法（コンテンツ規律），電

気通信事業法（伝送サービス規律），電波法，有

線電気通信法（伝送設備規律）の 4つに集約され

る。

具体的には，現在の免許制度で通信や放送とい

った特定の用途に限定されている無線局の利用に

ついて， 1つの無線局の免許で通信と放送の両方

を行えるようにする。また，これまでハード（無

線局の設置・運用）・ソフト（放送の業務）一致

が定められていた地上放送について，分離するこ

とを選べるようにし，ローカル局同士が経営合理

化のために放送設備を共有化することなどが可能

になる。

一方，放送に関する従来の区分が整理され，地

上放送やBS放送などの「基幹放送」と，それ以

外の「一般放送」の 2つに分けられた。前者のう

ち総合編成を行う事業者は，教養・教育・報道・

娯楽といった番組種別ごとに放送時間の公表を義

務付けている。

このほか，NHKの経営委員会のメンバーにNH

K会長を加えることなども盛り込まれた。

5 ．BSデジタル放送の再編

NHKの衛星放送の再編が10年 1 月13日，電波
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監理審議会の答申などを経て決まった。具体的に

は，

・現在，標準画質放送の「BS1」と「BS2」，お

よびハイビジョン放送の「HV」の 3 波体制か

ら，いずれもハイビジョンによる「新BS1」と

[新BS2」の 2 波体制に，11年 7 月24日の完全

デジタル移行に先立って再編する

・BSアナログでは完全デジタル移行による廃止

まで，サイマル放送を行う

などとしている。

一方，BSアナログ放送の停波によって空く周

波数帯を利用して新たなBS放送を行う事業者 9

社が決まり，09年 6 月17日に認定書が交付された。

申請した29事業者から，事業の確実性や広告放送

の割合，高画質性などの審査基準で選ばれた。

具体的には，すでに放送を行っている総合編成

のWOWOW（新規 2 チャンネル，計 3 チャンネ

ル），映画専門のスターチャンネル（新規 2 チャ

ンネル，計 3チャンネル）のほか，アニメ専門の

アニマックス，総合編成のBS-FOX，競馬専門の

グリーンチャンネルなどで，放送大学を除き有料

放送で運営される。

新BSの放送は11年10月をめどに開始の予定。

Ⅱ．NHKの経営を巡る動き

1 ．“約束”評価委員会による総括

一連の不祥事を受けて，05年度に設置された第

三者機関であるNHK“約束”評価委員会（委員

長・辻正次兵庫県立大教授）は09年 6 月23日，こ

の 4 年間で，NHKがどのように変わったかにつ

いての調査結果を発表した。

それによると，視聴者から見た 4年間の変化に

ついては，

・「各波接触率」が向上し，より多くの人に視聴

されるようになっている

・支払い拒否・保留の件数がピーク時の128万件

から48.9万件（08年度末）に減少し，NHKに対

する懲罰的な考え方は収まってきている

などと指摘した。

その上で，視聴者層の拡大と受信料制度に対す

る理解促進は，依然として重要な課題として残さ

れていることをあげ，「公共性の概念の再構築」

[公平で納得できる受信料体系の確立」「組織の

縦割り・横割り問題の解消」などへのいっそうの

取り組みを求めた。

一方，NHK経営委員会は10月13日，職員の不

祥事で引責辞任した海老沢勝二元会長，橋本元一

前会長の凍結されていた役員退職金について，会

長在任期間分を100％減額し，会長就任以前の役

員在籍期間分のみを支払うことを議決した。同様

に支払いが凍結されていた元役員 6人の役員退職

金も，職位や職責に応じて最大50％減額すること

を決めた。

2 ．受信契約拒否で提訴

NHKは09年 6 月23日，受信契約の締結を拒否

していた埼玉県内のホテル経営会社に対し，契約

の締結と受信料の支払いを求めて，さいたま地方

裁判所に提訴したと発表した。受信契約の締結を

求める民事訴訟は，1950年の放送法施行後初めて

だったが，会社側が契約締結と受信料支払いに応

じたため，NHKは 7 月 9 日に訴えを取り下げた

と発表した。

今回の提訴は受信料に関する不公平感を解消す

るための取り組みの 1 つで，NHKは「公平負担

の徹底のため，どうしてもやむを得ないと判断し

た場合は，今後も民事訴訟を実施」する方針を示

した。

3 ． 2 年連続の赤字予算

NHKは10年 1 月13日，10年度の収支予算・事

業計画を発表した。事業収入は09年度より87億円

多い6,786億円で，このうち受信料収入は60億円

増の6,550億円と，過去最高を見込んでいる。一

方，事業支出は119億円多い6,847億円で，収支は

61億円の赤字となっている。人件費や国内放送費

は09年度より抑えているが，デジタル化に関する

追加経費が152億円増の252億円に上ることが赤字

の要因となっている。予算段階での赤字は 2年連

続。（09年度の決算は最終的に黒字を確保した）

NHKは現行の 3 か年経営計画で，視聴者に対

し，12年度から受信料を10％還元する方針を打ち

出している。しかし，不況の影響で受信料免除世

帯が増えるなどしたため，受信料収入は計画策定

時の見込みを下回っている。経営委員会は予算の

議決にあたり，NHK全体で増収対策に取り組む

ことや，競争契約を推進してコストを下げること

を求める意見を付した。

44



NHK年鑑’10

放送界の動き

Ⅲ．民放の経営を巡る動き

1 ．民放キー局の決算

民放キー局 5社の10年 3 月期の決算は，景気後

退などによる広告収入の落ち込みが響き，関連会

社の子会社化などによって08年度より増収となっ

たフジ・メディア・ホールディングス（フジテレ

ビの持株会社）を除き， 4 社が5.7～11.5％の売り

上げ減となった。その一方で，各社が経費削減に

力を入れた結果，純損益はTBSホールディング

ス（TBSの持株会社）を除く 4 社が11億円から

165億円の黒字を確保した。TBSホールディング

スは視聴率が振るわなかったことなどが影響し

て，前身のTBSが連結決算を始めた01年以降，

初めてとなる23億円の赤字決算となった。

厳しい経営環境が続く中で，テレビ東京も，10

年10月から認定放送持株会社に移行してグループ

経営の効率化を目指すことになった。

2 ．インターネット活用の動き広がる

大手広告代理店の電通は10年 2 月22日，09年の

日本の広告費は，景気後退の影響などによって前

年比で11.5％減少したものの，インターネット広

告費は逆に1.2％の増加だったと発表した。これ

によって，インターネットは，18.6％の大幅減と

なった新聞を追い抜き，テレビ（同10.2％減）に

次ぐ規模の広告媒体に台頭した。

こうした中，インターネットによる動画配信事

業も急成長を続けており，民放キー局の間では連

携を模索する動きが活発にみられた。日本テレビ

とフジテレビは09年 9 月，ネット映像配信会社

[GyaO」の株式の 7 ％をそれぞれ取得すること

を発表した。日本テレビは無料広告モデル，課金

モデル等の協業を検討し，フジテレビはGyaOが

運営する映像配信サイトに，自らの映像配信サイ

ト「フジテレビ　On Demand」を出店した。

また，テレビ朝日とTBSは，インターネット動

画共有サイト「ユーチューブ」にニュース番組な

どの配信を始めた。従来は，ユーチューブに自社

のコンテンツが不法に投稿されて著作権が侵害さ

れていると批判してきたが，ユーチューブが不法

投稿を自動的に排除するシステムを導入したこと

から提携が実現した。

また，在京キー局 5社は，10年 3 月から各局が

インターネットで配信している動画を共通のID

で利用できるサービスを，テレビ情報総合サイト

[テレビドガッチ」上で始めた。広告収入が落ち

込む中で，利用者の利便性の向上を図ることで，

動画配信による収入の拡大を目指している。

3 ．KDDIがCATV最大手に出資

通信と放送の垣根が低くなる中で，大手通信会

社のKDDIは，CATV最大手のジュピターテレコ

ムの株式37.8％を取得した。関連会社化すること

により，自前のブロードバンド回線を持たない地

域でのサービス拡大のため，ケーブル網の活用を

ねらったものであった。しかし，市場外で株を取

得した方法が，金融庁から「不透明な取引」に当

たると指摘されたことや，ジュピターテレコムの

主要株主の住友商事が反発して40％の株式取得を

目指す公開買い付けを実施したことから，6.7％

分の株式を信託銀行に信託譲渡し，議決権ベース

では住友商事より少ない31.1％の株式保有にとど

まることになった。

Ⅳ．その他の動き

1 ．『ETV2001』で意見書

BPO（放送倫理・番組向上機構）の放送倫理

検証委員会は09年 4 月28日，NHKが01年 1 月に

放送した『ETV2001 問われる戦時性暴力』に

関して意見書を発表した。意見書では，番組制作

部門の幹部管理職が行った放送前の政府高官・与

党有力政治家との面談や，それに前後する改編指

示などについて，NHKの自主・自律を危うくし，

視聴者に疑念を抱かせる行為だったと指摘した。

NHKの福地茂雄会長は 5 月14日の記者会見で，

[NHKが自主・自律について視聴者の皆さまに

疑いを抱かせることがあってはならない。制作部

門の担当者が，放送前に個別の番組内容を国会議

員等に説明することは現在行っていないし，今後

もない」と述べた。

2 ．虚偽証言放送で検証番組

BPOの放送倫理検証委員会は09年 7 月30日，

日本テレビが08年11月放送の『真相報道バンキシ

ャ！』で，虚偽の証言に基づき，岐阜県庁の土木

工事にからんで裏金作りが続いていると報じた問

題で，審理結果を公表した。同委員会は，原因と

して短い制作日数や責任体制の不備をあげたうえ

で，企画段階から放送に至るまでの経緯をみずか

ら検証し，そこから得られる教訓を明らかにする

とともに，再発防止のための具体策を盛り込んだ
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検証番組を制作し，系列ネットワークで全国放送

するよう勧告した。

これを受けて，日本テレビは 8月24日午前 0時

50分から40分間，CMを抜いて検証番組を放送し

た。また，23日の『真相報道バンキシャ！』でも，

ほぼ同じ内容の検証特集を放送した。

一方，BPOの放送倫理検証委員会の川端和治

委員長は 7 月17日，TBSの番組『情報7Days ニ

ュースキャスター』が事実と異なる映像を放送し

た問題で，第三者機関である同委員会が討議中に

もかかわらず，総務省が先んじて 6月 5日に厳重

注意の行政処分を行ったことは，表現の自由の萎
い

縮につながりかねないとして懸念を表明した。

番組制作のあり方が問われる中で，産業界の視

点からテレビ番組を評価する「優良放送番組推進

会議」（委員長・有馬朗人氏）が 4 月28日に発足

した。会員の大手企業の社員を対象に月 1回アン

ケート調査を行い，報道やバラエティーなど分野

ごとの優良番組を発表する活動を始めた。

3 ．放送番組の制作委託でガイドライン

放送番組の制作委託，いわゆる外注番組の契約

は，かねてから放送局側の圧倒的優位のもとで行

われてきたが，放送局の経営環境が厳しくなる中，

[下請けいじめ」ともいえる実態が顕在化してき

た。このため総務省は09年 7 月10日，放送コンテ

ンツの取引の適正化に関するガイドライン(第 2

版）を公表した。

ガイドライン主旨は以下のとおり：

・放送局は製作委託費等を記載した発注書や契約

書を交付する必要がある。

・製作委託費は納入後60日以内に支払う必要があ

り，放送局側が，不当に低い金額で一方的に決

定してはならない。

・放送局が著作権譲渡を求める場合は，その対価

を支払わなければならない。

・レギュラー番組の制作費を一方的に減額すると

通告し，下請け会社側が異議を申し出ると取引

停止を示唆するのは，下請法が禁止する「買い

たたき」に該当する。

4 ．テレビ通販で景品表示法違反

公正取引委員会は09年 5 月20日，テレビ通販大

手の「ジュピターショップチャンネル」が，抗菌

効果がない食品用保存容器を抗菌性に優れると番

組で紹介して販売し，景品表示法に違反したとし

て，同社に対し，今後，同様の表示を行わないこ

となどを命じる排除命令を出した。

テレビのショッピング番組は，BS放送が始ま

ってから急激に増え，これに伴い視聴者の苦情も

多くなっており，公取委は08年にも，テレビ朝日

が放送した乗馬型運動機器の体重減少効果の表示

が誇大だと警告している。

こうした状況を受けて，日本民間放送連盟は

[放送基準」を改定して，「ショッピング番組に

関する留意事項」を設け，09年 4 月から適用を開

始した。この中で，表示については過度に安価と

誤認される表示は避けることや，トラブルが起き

た場合には取引関係の見直しを含め対処すること

などを求めている。

09年は教育テレビ50年，衛星放送20年，FM放

送40年とそれぞれ放送開始から節目の年が重なっ

た。NHKは，記念番組の放送やイベントを展開

して，視聴者とともに振り返る一方，今後の進む

べき道を探った。

1 ．教育テレビ（1959年 1 月10日開局）

①ETV50
01.03 『クイズ　学ぶ冒険～ETV50プロローグ』

G

01.04 『いま　学ぶ冒険へ！～山の分校・2009』

01.05 『ETV50 もう一度見たい教育テレビ～

青春のテレビ～若者番組』

01.05 『ETV50 教育テレビが見つめた　くら

しまるごと半世紀』

01.06 『ETV50 もう一度見たい教育テレビ～

初めて出会うテレビ～子ども番組』

01.06 『ETV50～教育テレビの逆襲～よみがえ

る巨匠のコトバ』

01.07 『ETV50 もう一度見たい教育テレビ～

教室で見たテレビ～学校放送』

01.07 『ETV50 こどものきもち24じ』

01.08 『ETV50 もう一度見たい教育テレビ・

人生を豊かにするテレビ～教養番組』

01.08 『ETV50 青春集合！アラハタのすべて』

01.09 『子どもサポートネット　親と子の現場

から』G

01.09 『ETV50～もう一度見たい教育テレビ～

くらしに役立つテレビ～趣味・実用番

組』

01.09 『ETV50 クラシック・アーカイブ～和

洋名演名舞台・第 1部，第 2部』
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01.10 『あつまれ！キッズソング50～スプー・

ワンワン　宇宙の旅』

01.10 『ETV50 子どもサポートネット～親と

子を支えるために』

05.02 『ETV50 子どもサポートネット～親の

悩み“どうすればよい？”編』

▽『ETV50 もう一度見たい教育テレビ～こど

もスペシャル』05.04～05.08

05.04 「おかあさんといっしょ」

05.05 「たんけんぼくのまち」

05.05 「今よみがえる！たんけんぼくのまち

2009｣

05.06 「おーい！はに丸」

05.06 「ひとりでできるもん！」

05.07 「はたらくおじさん」

05.07 「ふえはうたう」

05.08 「ハッチポッチステーション」

05.08 「できるかな」

08.02 『ETV50 青春プレイバック～もう一度

見たい教育テレビ　第 3弾』

08.03 『ETV50 もう一度見たい教育テレビ～

若い広場 矢沢栄吉からのメッセージ』

08.04 『ETV50 もう一度見たい教育テレビ～

若い広場～オフコースの世界』

08.05 『ETV50 もう一度見たい教育テレビ～

YOU～第 1回』

08.06 『ETV50 もう一度見たい教育テレビ～

YOU～YMOの音楽講座』

08.07 『ETV50 もう一度見たい教育テレビ～

YOU～RCふたたび』

08.08 『ETV50 子どもサポートネット～“き

ずな”求めて』

09.21 『ETV50 キャラクター大集合　とど

け！みんなの元気パワー～輝け！こど

も番組元気だ！大賞』

09.22 『ETV50 天才てれびくんMAX～

09.22 Dreaming～時空をこえる希望の歌』

10.25 『ETV50 学ぶ冒険～もう一度見たい教

育テレビ　第 4弾』

10.26 『ETV50 もう一度見たい教育テレビ～

教養番組アンコール～ビッグ対談「舞

台は人生 人生は舞台　杉村春子・森繁

久彌』

10.27 『ETV50 もう一度見たい教育テレビ～

教養番組アンコール～ETV特集「フジ

コ～あるピアニストの軌跡」』

10.28 『ETV50 もう一度見たい教育テレビ教

養番組アンコール～ETV 8 「司馬骰太

郎 雑談　“昭和”への道」』

10.29 『ETV50 もう一度見たい教育テレビ～

教養番組アンコール～ETV 8 「世界の

児童文学者に聞く ミヒャエル・エン

デ」』

10.30 『ETV50 もう一度見たい教育テレビ～

教養番組アンコール～ビッグ対談「幸

福のありか・知のゆくえ 瀬戸内寂聴・

久野収」』

10.30 『ETV50 美の贈り物～美術番組ベスト

セレクション』

10.31 『ETV50 子どもサポートネット～世界

の“子ども支援”～日本はどうする？』

10.31 『生放送！ETV50学ぶ冒険～NHK教育フ

ェア2009』

12.31 『ETV50 子もう一度見たい教育テレビ

フィナーレ』

12.31 『ETV50 リクエスト第 1位』

02.27 『ETV50 子どもサポートネット』

②定時番組での記念番組放送
09.01.10～12.26 アニメ　獣の奏者エリン

10.12～10.05.28 『新・三銃士』

04.26～10.01.31『ETV特集～日本と朝鮮半島2000

年』

09.04.02～『カラフル！世界のこどもたち』

2 ．衛星放送（1989年 6 月 1 日　本放送
開始）

①BS1
○『BS世界のドキュメンタリー』BS20周年

▽シリーズ　1989年

03.31 「ベルリンの壁崩壊　東ドイツ最後の 1

年　前編～通貨統合の波紋」

04.01 「ベルリンの壁崩壊　東ドイツ最後の 1

年　後編～突きつけられた現実」

04.02 「暴かれた環境汚染～東ドイツ市民の告

発」

04.03 「ルーマニア革命は仕組まれたのか～チ

ャウセスク打倒の裏で」

04.04 「チェコ 学生たちの闘い～ビロード革命

の内幕」

▽シリーズ　1989年以後の世界

04.09 「ポーランド　民主化交渉の舞台裏」

04.10 「ロシアの新興財閥　繁栄と没落の軌

跡」（前編）

04.11 「ロシアの新興財閥　繁栄と没落の軌

跡」（後編）
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▽シリーズ　この世界で大人になった

05.04 「瓦と砂金～働く子供たちの13年後」

05.05 「さすらう18歳～中国・黄土高原に生ま

れて」

05.06 「僕たちの居場所～コロンビア・平和の

戦士たちは今」

▽シリーズ　内戦と子どもたち

06.02 「チェチェン紛争・子供たちの情景」（前

編）

06.03 「チェチェン紛争・子供たちの情景」（後

編）

06.04 「忘れられた内戦　ソマリア・明日を探

す子どもたち」

06.06 「チャイルド・ソルジャー」

▽シリーズ　内戦の傷あと

06.09 「ガザに死す～英国人カメラマン　最後

の映像」

06.10 「引き裂かれたイレブン～旧ユーゴのサ

ッカー選手たち」

06.11 「裁かれる戦争犯罪～旧ユーゴ国際戦犯

法廷」

06.12 「元PKO部隊司令官が語る　ルワンダ虐

殺」

06.13 「潜入ルポ　ダルフール　隠された真実」

▽シリーズ　1989からの出発

06.13 「ポーランド　大国からの脱出」

06.20 「ルーマニア　民主国家への苦難」

06.27 「チェコとスロバキア　ふたつの道～ビ

ロード革命より20年」

07.04 「旧・東ドイツ“英雄都市”の試練～壁

崩壊より20年」

▽6.14～20 シリーズ　ユーゴスラビアの崩壊

▽シリーズ　20世紀　負の遺産を越えて

06.23 「セミパラチンスク　18年後の現実」

06.24 「ポル・ポト政権　大量虐殺の真相」（前

編）

06.25 「ポル・ポト政権　大量虐殺の真相」（後

編）

06.26 「アンゴラからの手紙～内戦終結から 3

年」

06.27 「民主主義　アフリカ　リベリア“女の

内閣”」

○その他

06.07 『地球アゴラで世界一周　10HOURS』

②BS2
○あなたが選ぶ　BS20歳の名作集

05.04 「最終発表！あなたが選ぶBS20歳の名作

集」

05.06 「列島縦断　鉄道12000kmの旅」

05.06 「関口知宏の中国鉄道大紀行・春編　武

夷山」

05.26 「喜びは創り出すもの～ターシャ・テュ

ーダー四季の庭」

05.31 「吉田拓郎＆かぐや姫inつま恋2006 総

集編」（前編・後編）

○BS20周年べストセレクション

06.13 「詩のボクシング～鳴り渡れ言葉，一億

三千万の胸の奥に」

06.20 「青春法廷～生命を問いかける学生たち」

07.04 「日曜スペシャル～金髪のヨハネス～ナ

チにさらわれた子どもたち」

07.18 「素晴らしき地球の旅～台湾万葉集～命

のかぎり詠みゆかむ」

07.25 「世界わが心の旅～エルサレム　混沌の

音」

08.07 「ハイビジョン特集～証言記録　マニラ

市街戦～死者12万　焦土への 1か月」

08.07 「世界わが心の旅～中国　ありがとう屋

根裏の日々」

08.15 「食は文学にあり～荷風と谷崎・終戦前

夜の晩餐」

08.15 「ハイビジョン特集～あの夏　60年目の

恋文」

09.05 「ハイビジョンスペシャル～世紀を刻ん

だ歌～花はどこへ行った」

09.19 「ハイビジョンスペシャル～ピースフ

ル・トゥモローズ」

09.26 「世界わが心の旅～祖父の幻のオリンピ

ック韓国」

10.03 「ハイビジョンスペシャル～世紀を刻ん

だ歌～ヘイ・ジュード」

10.17 「BSドキュメンタリー～アジアに生きる

子どもたち」

10.23 「ウィークエンドスペシャル～立花隆

謎のキャンパスを行く～先端研探検」

10.24 「日曜スペシャル～僕たちはあきらめな

い～混迷のハイチと子供たち」

11.06 「朗読紀行　にっぽんの名作～吉本ばな

な作“とかげ”」

11.14 「金曜特集～没後20年　向田邦子が秘め

たもの」

11.20 「ハイビジョンスペシャル～麦客
まいか

～中

国・激突する銃と鎌」

12.04 「ウィークエンドシャッフル～ドキュメ

ント日本のうた100年～明治・歌の文明

開化」
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12.11 「ハイビジョンスペシャル～江戸開府四

百年シリーズ　大江戸繁盛記」

12.18 「20世紀・家族の歳月～もやいの海～水

俣・杉本家の40年」

12.19 「BSカルチャードキュメント　地球に好

奇心～ロシア・ロマノフ王朝　流転の

秘宝を追う」

12.26 「ハイビジョン特集～イナサ～風と向き

合う　集落の四季」

01.09 「ハイビジョンスペシャル～世紀を刻ん

だ歌 2 ボヘミアン・ラプソディ殺人

事件」

01.16 「BS10周年スペシャル～地球密着　クイ

ズメーカー神戸」

01.23 「ハイビジョンスペシャル～さまよえる

戦争画～従軍画家と遺族たちの証言」

01.29 「ハイビジョンスペシャル～氷上のふた

り～ロシア・フィギュア・愛と挑戦の

物語」

02.05 「日曜スペシャル～マンホールチルドレ

ン～混迷するモンゴルからの報告」

02.05 「BSドキュメンタリー～マンホールで大

人になった　再訪・厳寒のモンゴル」

02.06 「ハイビジョンスペシャル～北京映画学

院物語～美少女たちのサバイバルレー

ス」

02.12 「BSドキュメンタリー～証言でつづる現

代史～ダッカ・ハイジャック事件」

02.26 「ハイビジョン特集～闘う三味線　人間

国宝に挑む　文楽　一期一会の舞台」

03.05 「あの日 昭和20年の記憶 選」

03.19 「ハイビジョン特集～“留用”された日

本人～日中・知られざる戦後史」

03.26 「ハイビジョンスペシャル～延安の娘」

○手韶治虫2009

没後20年となる漫画家・手韶治虫を通して現代

を考える企画。

02.08 『手韶治虫のすべて』

02.09 『手韶治虫・現代への問いかけ　第 1 夜

～ラストにこめられたメッセージ』

02.10 『手韶治虫・現代への問いかけ　第 2 夜

～夢と未来～アトムからのメッセージ』

02.11 『手韶治虫・現代への問いかけ　第 3 夜

～いのちとヒーロー～ブラック・ジャ

ックからのメッセージ』

02.12 『手韶治虫・現代への問いかけ　第 4 夜

～生と死をかけて～火の鳥からのメッ

セージ』

04.10～10.16『週刊　手韶治虫』

08.08 『BS20周年～手韶治虫戦争館』

11.03 『特集　わたしの手韶治虫～心に残る名

シーン・名セリフ』

12.22 『BS冬休みアニメ特選～西遊記』

○その他

05.09 『日めくりタイムトラベル～昭和64年／

平成元年！』

③HV
03.20 『BShiはこんなに面白い　ハイビジョン

超特急！』

04.13～16『バレエ特集』

04.27～29『ロックの学園2009』

04.30

05.03～06『歌舞伎名舞台』

05.07～07.09『連続ドキュメンタリーEXIT アメ

リカ更生学校の10週間』

06.01 『ガリレオもびっくり！ハイビジョン宇

宙館』

06.01～04『世界が注目する男性歌手特集』

06.19 『HIP KOREA』

08.07 『あべ一座旗揚げ公演～あべ上がりの夜

空に』

3 ．FM（1969年 3 月 1 日　本放送開始）

02.28 『FM40ラジオデー～NHK－FM この40

年のあゆみ』

03.01 『FM40ラジオデー～これからのNHK－

FM』

03.14 『音の風景スペシャル～耳をすませば未

来が聞こえる』

03.03.～28『サウンドストリート・アーカイブス』

03.20 『プレミアム10～FM40年記念番組　FM

に愛を込めて』G

08.03～06『FM40クラシック・スペシャル～N響

特選アーカイブス（ 1）～（ 4）』
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