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2 先進国と新興国など20を超える国や地域の首脳が
集まった金融サミットがロンドンで開かれ，各国
が10年までに総額 5 兆ドル，日本円で500兆円近
い景気刺激策を行い，世界全体の経済成長率を
4％押し上げるとする首脳宣言を発表した

2 センバツ高校野球の決勝で，長崎の清峰高校は岩
手の花巻東高校を破り，長崎県勢としては春夏を
通じて初めて全国優勝した

5 オバマ米大統領は，チェコのプラハで演説を行い
[唯一の核兵器使用国として道義上の責任があ
る」として核兵器廃絶を目指す決意を表明した

5 北朝鮮が人工衛星と称し多段式弾道ミサイルを発
射した。 1 段目は秋田県沖の日本海に， 2 段目以
降は東北地方上空を通過し太平洋に落下した

7 京都府舞鶴市で08年 5 月に府立高校 1年の女子生
徒が殺害された事件で，京都府警は60歳の無職男
性を直接の物証がないまま逮捕した

10 政府は，15兆円を超える過去最大規模の財政出動
を伴う新たな経済対策を決定した。省エネ性能に
優れたエアコンなどの購入価格の 5～10％を「エ
コポイント」として商品などと交換できる制度を
含む

11 タイのパタヤで，反政府団体のデモ隊がASEAN
の会議が開かれる予定だった会場に乱入し，会議
を中止に追い込んだ

16 大リーグ，マリナーズのイチロー選手が日米通算
3,086安打を達成し，日本プロ野球歴代最多安打
記録を更新した

21 住民 4 人が死亡した98年の和歌山毒物カレー事件
で，最高裁は林真須美被告に死刑を言い渡し，動
機解明がされないまま死刑が確定した

23 酒に酔って都内の公園で全裸になって騒いだとし
て警視庁は，人気アイドルグループSMAPの草s
剛容疑者を公然わいせつの疑いで逮捕した

25 金融危機による経済の混乱で政権が崩壊したアイ
スランドで総選挙が行われ，1944年の独立以来初
の中道・左派系政権が誕生した

26 名古屋市長選挙で，無所属新人で前民主党衆院議
員の河村たかしさんが当選した

28 メキシコ，アメリカ，カナダで広がるインフルエ
ンザ感染に対しWHO，世界保健機関が警戒レベ
ルを「フェーズ 4 」に引き上げたのを受け，日本
政府は新型インフルエンザと認定し，対処方針を
決めた。29日，WHOは警戒レベルを「フェーズ
5」に引き上げた

30 米自動車大手クライスラーは，連邦破産法11条の
適用を申請し経営破たんした。イタリアの自動車
大手フィアットと正式に資本提携することで合意
し，米政府などの支援を受けながら再建を図るこ
とになった

3.30 3 か年経営計画の初年度がスタートした。経営 2 目標と
経営 9方針を策定し，具体的な取り組みを開始した

30 09年度番組改定スタート。主な新設番組は次のとおり
G－『世界遺産への招待状』（月），『笑・神・降・臨』

(火），『歴史秘話ヒストリア』（水），『ソクラテスの
人事』（木），『経済ワイドビジョンe』（土），『追跡
AtoZ』（土），『ワンダー×ワンダー』（土）
E－『みいつけた』（月～金），『シャキーン・ザ・ナイ
ト』（水），『青春リアル』（土），『ITホワイトボック
ス』（木），『スタイルアップ』（木），『ニュースで英会
話』（木）
HV－『プレミアム 8 』（月～金），『ハイビジョン　ア
ニメシリーズ』（火～金），『新漢詩紀行』（月～金）
BS1－『＠キャンパス』（日），『CNN Student News』

(月～金），『ニューヨークウエーブ』（日）
BS2－『わんにゃん茶館（カフェ）』（木），『The 女子
力』（木），『どれみふぁワンダーランド』（土）
R1－『こうせつと仲間たち』（隔週火），『亀渕昭信のい
くつになってもロケンロール』（隔週火），『渋マガZ』
(日），『博多屋台こまっちゃん』（年間10回）
R2－『英語 5 分間トレーニング』（月～日），『ワンポイ
ント・ニュースで英会話』（月～金）
FM－『きたやまおさむのレクチャー＆ミュージック』

(月），『にっぽんのうた　世界の歌』（月～金）
4.1 08年11月から09年 2 月まで379回放送した「振り込め詐

欺防止」の公共キャンペーンに出演したあき竹城さんと
萩本欽一さんが警察庁から感謝状を受けた。

1 IT統制の責任体制の明確化，決定事項の迅速・確実な
遂行を実現するための意思決定機関「IT統制委員会」
を設置した

1 日本の課題や地球規模の課題を横断的，多面的に報道す
るため記者やディレクターがテーマごとに参集する報道
ビッグプロジェクト「あすの日本」が発足した

2 会長の諮問機関，「視聴者視点によるNHK評価委員会」
を設置すると発表した。“約束”評価委員会の役割の一
部を引き継ぐ

2 教育テレビの放送終了を 1日当たり約 4分早め， 1週間
当たりで約30分短縮すると発表した。年間，電力量換算
で約112.8万kW，CO2換算で約630トンの削減となる

5 {NHKスペシャル～シリーズJAPANデビュー　第 1 回
アジアの“一等国”』を放送した。日本の台湾植民地政
策の取り上げ方などを巡り 4 月だけで3,000件近い反響
があった

6 ワンセグ独自のコンテンツ編成，「NHKワンセグ 2 」の
放送が始まった。平日の昼休みと深夜，土曜の午後を中
心に 5～10分間のショートサイズの生活情報番組を放送

17 高画質の次世代テレビ，スーパーハイビジョン（SHV）
映像をリアルタイムでハイビジョン映像に変換する「小
型SHVダウンコンバーター」を開発したと発表した
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1 TBSが認定放送持株会社へ移行し，「東京放送ホー
ルディングス」がスタート，放送事業は傘下の㈱
TBSが承継した。移行に反対していた最大株主の
[楽天」は，所有株の買取りをTBS側に請求したが
価格交渉が難航し，決定は裁判所に委ねられた

2 番組を無断で海外に送信するサービスは著作権法違
反だとして放送局側が訴えていた「まねきTV」と
[ロクラク」事件で，知財高裁が相次いで放送局側
の訴えを退けた問題で，民放連が会長名でコメント
を発表した。放送局側は最高裁に上告し，「このよう
なサービスが容認されると，著作物の秩序ある利用
を妨げ，現在進められているコンテンツに係る著作
権者等の利益が損なわれる」として，著作権法の精
神にふさわしい結論を出すよう要請している

6 総務省が，11年 7 月に終了予定のアナログ放送に関
して，問題点を抽出し，対策するためのリハーサル
を石川県珠洲市で09年度中に実施すると発表

7 USENが，無料動画配信事業「GyaO」の株式の51％
をヤフーに譲渡すると発表した。「G y a O」と
[Yahoo！動画」の合併で日本最大級の動画配信プ
ラットフォームが構築される

14 東京地裁が，TBSの『朝ズバッ！』の生中継番組で，
承諾なしに撮影された人の訴えを認め，プライバシ
ー侵害としてTBSに120万円の支払いを命じた。放
送は07年 1 月に行われ，東京都渋谷区の殺人事件現
場からの中継で，近くにいたゴミ収集車の運転手を
承諾なしに撮影し，そのまま放送した

17 地上デジタルテレビ放送への移行を円滑に実施し，
デジタル化によって空く周波数帯を利用した放送の
早期実現を図るための電波法・放送法の一部改正案
が，参議院本会議で可決・成立した。このうち，受
信機の支援についてはNHK受信料の全額免除世帯が
対象で，地デジ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付されるほか，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
源については，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あてられることになっており，
電波法改正で，電波使用料の使用目的に受信機器の
支援が追加された

28 BPOの放送倫理検証委員会は，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，
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とそれに前後する改編
指示，および国会担当局長による制作現場責任者へ
の改編指示という一連の行動について，NHKの自
主・自律を危うくし，視聴者に疑念を抱かせる行為
であった，などと指摘した

28 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）が発足した。
会員企業にアンケート調査を行い，月 1 回評価を発
表する

2 15年にわたり米NBCで放送された医療ドラマ『ER』
が，終了した。最終回は 2 時間のスペシャル版で，
NBCは1,620万人が番組を見たと発表した。ここ数回
の番組には，ジョージ・クルーニーなど番組から巣
立った多くのレギュラー陣も出演した。94年 9 月に
始まった『ER』は，緊迫感あふれる救急救命現場の
描写とテンポある人間ドラマの作りが人気を呼び，
最盛期には3,200万人が視聴。医療を題材にした新し
いドラマ分野を開拓し，22のエミー賞を受賞，世界
195か国に輸出された

3 英の放送通信分野規制監督機関Ofcomは，08年10月
にBBCラジオ 2 で放送された『ラッセル・ブランド
ショー』について，「プライバシーの侵害」および
[不快・害悪」の番組コード違反と判断し，BBCに
罰金15万ポンドを命じた

15 ドイツ公共放送連盟に加盟する北ドイツ放送協会
(NDR）が計画していた番組配信サービス「NDRメ
ディアテーク」が，同局の内部監査機関である放送
評議会に承認され，提供が始まった。インターネッ
ト上で番組を無料配信するもので，原則として放送
後 7 日間の提供だが，時事動向の解説番組は 6 か月
間，重要なドキュメンタリー番組は無期限で提供さ
れる

16 米グーグル傘下の動画配信サイトユーチューブは16
日，映画スタジオ各社やテレビコンテンツ事業者と
契約を結び，米国内で映画やテレビ番組の全編を提
供するサービスを始めた。提携先はBBCワールドワ
イドやソニー・ピクチャーズエンターテインメント，
CBSパラマウントなどで，ディズニーやワーナー・
ブラザーズなどとは交渉中。米ではすでにニュー
ズ・コープ社とNBCユニバーサルが共同で運営する
サイト・Huluが同様のサービスを展開しており，両
者の競争となる

23 ニールセン社発表によると，09年 1 月から 3 月まで
の間に米国内の新聞社のウェブサイトを閲覧した人
は，月平均7,330万人。08年同時期より10％以上多く，
04年以降で最高を記録した。紙媒体としての新聞の
ちょう落傾向が続く中，新聞社のHPへのアクセス数
は逆に増えていることについて，NAA（米国新聞協
会）では「米国民が，新聞を信頼できるニュースソ
ース・情報源と見ている証拠で，新聞の将来につい
て前向きの材料」としている

23 NPR（全米公共ラジオ）は，厳しい経済情勢で収入
が減少していることを理由に，13人の人員削減を行
うことを明らかにした。NPRでは08年12月に64人を
削減し， 2 つの番組打ち切りを決めたばかり。その
一方で，看板ニュース番組の『All Things
Considered』や『Morning Edition』など番組の聴取
率は好調で，08年秋の週間聴取者数は2,750万人と前
年より7％多くなり，過去最高となった

国　　内 海　　外4月
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2 ロックバンド「RCサクセション」で活躍した歌
手の忌野清志郎さんが死去，58歳

8 栃木県で90年に女児が殺害された「足利事件」で，
無期懲役が確定していた菅家利和さんの再審請求
に対し，東京高裁が行った再鑑定で女児の服に付
いていた体液と菅家さんのDNAの型が一致しな
いとする結果が出たことが明らかになった

8 棋聖戦 6 連覇を果たして名誉棋聖の称号を受けた
囲碁の藤沢秀行さんが死去，83歳

9 カナダから米国経由で帰国した大阪府立高校の生
徒ら 3 人が新型インフルエンザに感染しているこ
とが確認された。感染確認は国内初

11 民主党の小沢一郎代表は，西松建設の政治献金問
題で公設秘書が起訴され，辞任を求める声が高ま
ったことを受け，代表を辞任する意向を表明した

13 欧州委員会は半導体大手の米インテル社に対し，
自社製品の使用をパソコンメーカーに違法に働き
かけたとして日本円で約1,400億円の制裁金支払
いを命じた。 1企業への制裁金としては過去最高

15 福岡市で06年に 3 児が死亡した飲酒運転事故で，
福岡高裁は元福岡市職員の男性に危険運転致死傷
罪を適用し懲役20年の実刑判決を言い渡した

15 省エネ家電の普及や消費回復を促す「エコポイン
ト」がスタートした。交換できる商品や交換方法
などが未定で，戸惑いの声も多く聞かれた

16 民主党は代表選挙を行い，新代表に鳩山由紀夫氏
を選出した。翌日，挙党態勢を確立するためとし
て小沢前代表を選挙担当の代表代行に起用した

16 元経済同友会代表幹事で日銀総裁就任時にはゼロ
金利政策や量的緩和政策を導入した速水優さんが
死去，84歳

19 日本漢字能力検定協会の運営を巡り辞任した前の
理事長と副理事長の親子が，実態のない取引で協
会に損害を与えたとして京都地検に逮捕された

19 大手コンビニエンスストアのローソンは，エーエ
ム・ピーエム・ジャパンの買収を断念したと発
表，買収後のブランドを巡る調整がつかなかった

21 一般人が刑事裁判に参加する裁判員制度の法律が
施行された

23 韓国のノ・ムヒョン（盧武鉉）前大統領が自宅裏
山で飛び降り自殺した。29日，ソウルで国民葬が
行われた

25 北朝鮮が地下核実験を成功させたと発表した。北
朝鮮の核実験は06年10月に続き 2度目

29 海外の邦人向けに日本のテレビ番組を無断でネッ
ト配信していたとして警視庁は著作権法違反の疑
いで配信会社の経営者ら 2人を逮捕した

29 村上春樹さんの 5 年ぶりの新作長編小説「1Q8
4」が発売された。発売後 2週間で全 2巻，計100
万部を突破した

1 世界的な感染拡大を続ける新型インフルエンザについ
て，『NHKスペシャル～緊急報告　新型インフルエン
ザ』を放送した。ジュネーブなどからの中継や専門家の
インタビューを交え多角的に伝えた

2 “まるごと体感！もっと身近にNHK”をテーマに「渋谷
DEどーも’09」が 5 日まで放送センターで開かれた。N
HKが開発したデジタル技術を体験できるコーナーやこ
れまで放送された番組を見ることができるNHKオンデ
マンドを体験できるコーナーなどが人気を呼んだ

2 {ETV50～子どもサポートネット　親の悩みどうした
らよい？』を放送した。ETV開局50周年を機会に開始
した公共放送キャンペーンの一環で，掲示板に寄せられ
た親の声や励ます提案を基に 2時間の番組を生放送した

6 [あすの日本プロジェクト」の一つとして『NHKスペ
シャル～“35歳”を救え　あすの日本　未来からの提
言』を放送した。社会の中核を担う35歳 1 万人に行った
アンケート結果を基に日本社会が抱える不安や課題を浮
き彫りにし，「モノ」から「ヒト」への転換を提言した

6 R1で『ラジオデー～広げようラジオの魅力～』を15時
間にわたって放送した

10 GTVで特別番組『愛し合ってるかい？～キング・オ
ブ・ロック　忌野清志郎』など 5月 2日に亡くなった日
本のロックミュージックの第一人者，忌野清志郎さんの
追悼関連番組を 3本放送した

11 ニュースの字幕放送で，字幕がニュース内容を表すテロ
ップと重なり見にくいという視聴者の意見を受け，字幕
を 2行分上にずらして表示し，字幕の背後の黒い帯を半
透明に変える措置をした

13 総務省はNHKが創作用映像素材をインターネットで一
般に提供する業務を認可した。09年10月に業務開始

14 福地会長は記者会見で「自主・自律について視聴者に疑
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

19 ETVで『あしたをつかめ～平成若者仕事図鑑　命の水
を届けたい　水浄化システム開発』（大津局制作）を放
送した。化学メーカーの女性技術者が汚泥に含まれる微
生物を使って浄化システムの開発に取り組む毎日を追
い，若い人の仕事にかける強い意気込みを伝えた

21 “テレビの進化は止まらない”をテーマに放送技術研究
所の一般公開が24日まで行われた。世界初となるスーパ
ーハイビジョンの多チャンネル生中継伝送の公開実験や
特殊な眼鏡をかけなくても自然な立体像を表示できる
[インテグラル立体テレビ」などを展示した

29 優れた番組や放送文化と技術の向上に功績があった故人
やグループを表彰する「放送文化基金賞」が発表された。
テレビドキュメンタリー部門の「本賞」は『NHKスペ
シャル～解かれた封印～米軍カメラマンが見た
NAGASAKI』，テレビドラマ部門の「本賞」は，フジ
テレビの『風のガーデン』が受賞した

社会の動き5月 N H K
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7 総務省は，08年度末の地上デジタルテレビ放送受信
機の世帯普及率を発表した。それによると，普及率
は60.7％に達したが，目標の62％より1.3ポイント低
かった。初めて集計した都道府県別普及率は，福井
県が68 . 6％でトップ，一番低かったのは沖縄県で
37.1％だった

11 大手広告代理店「電通」が発表した09年 3 月期の連
結決算は，当期純損失（赤字）が204.5億円となった。
不況による広告費の落ち込み，保有株式の評価損が
主な原因。「電通」の赤字は創業以来初めてのこと

13 日本PTA全国協議会が「子どもとメディアに関する
意識調査」の結果を発表した。調査は08年11月に，
小学 5 年生と中学 2 年生，保護者の9,600人を対象に
実施された（有効回収数7,504人）。それによると，
家族で一緒にテレビを見る中学生が増えており，中
学 2 年生では04年の調査より10 .7ポイント増えて
46.7％だった。小学 5 年生は54.9%。同協議会は，保
護者の帰宅が早くなったこと，クイズ番組を親子で
楽しんでいることなどが，増えた理由ではないかと
分析している

20 公正取引委員会は，テレビ通販大手の「ジュピター
ショップチャンネル」に対して，「景品表示法違反」
で排除命令を出した。公取委によると同社はショッ
ピング番組などで食品用ポリプロピレン製保存容器
を，抗菌効果がないのに「抗菌保存容器」として販
売したとされる。テレビショッピング番組はBS放送
が始まって以来急激に増え，それに従って通販商品
に対する視聴者からの苦情も多くなり，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である，と警告している

20 民放キー局 5 社の09年 3 月期の連結決算が，この日
までに発表された。それによると，不況による広告
費の落ち込みなどで 5社とも営業利益は減益となり，
テレビ東京とテレビ朝日は赤字決算となった。広告
収入の減少に歯止めがかからない中，各社とも映画
事業，DVDや動画配信など，放送外収入の拡大に努
めている。同時に，本業である番組制作力を強化し，
優良なソフトをマルチユースして利益の最大化を図
る方向性は共通している

25 総務大臣の諮問機関である情報通信審議会が第 6 次
中間答申で，地上テレビ放送がデジタル化される11
年 7 月以降も，CATV加入世帯がアナログテレビで
視聴を続けられるよう，CATV事業者がデジタル放
送をアナログ放送に変換して流す「デジアナ変換」
の導入促進を政府に求めた。同審議会は「デジアナ
変換」を緊急避難的措置として運用期間を明らかに
するのが適当とした。また，デジタル受信機の普及
や共聴施設のデジタル化対応など受信側の問題につ
いても，政府にきめ細かい対策を求めている

4 米の広告費の減少傾向が続いている。米調査会社
TNS Media Intelligenceが発表したリポートによる
と，08年の広告費は，経済危機が大きく影響して08
年比4.1%減の1,410億ドル（約13兆円）であった。媒
体別ではインターネットが4.6%の増加，ケーブルテ
レビが2.1%増であったほかは軒並み減少し，ネット
ワークTVが0.8%減，一般雑誌7.5%減，全国紙11.5%
減，地方紙11.8%減，ネットワークラジオ2.7%減，ロ
ーカルラジオ11.1%減

12 米公共放送のPBSは，看板番組の『ジム・レーラ
ー・ニュースアワー』のタイトルを 9 月から『PBS
ニュースアワー』に変え， 1 人キャスター制から 2
人制にすると発表した。同時に，ニュースのネット
配信に力を入れ，異なる番組が共同でウェブサイト
を作るなど，多様な展開を図る

20 イタリア第 4 の都市トリノを含む北西部ピエモンテ
州の西部で，公共放送Rai Dueと商業放送Rete 4の 2
チャンネルが地上アナログ放送を終了した。 6 月16
日には，首都ローマのある中部ラツィオ州で同様の
移行を開始する。両州では，65歳以上の高齢者と年
間所得が 1万ユーロ（136万円）未満の低所得者を対
象に，セット・トップ・ボックスの購入およびリー
スに対する50ユーロ（約6,800円）の助成が行われる

23 ノ・ムヒョン（盧武鉉）前大統領逝去のニュースは，
韓国国民に大きな衝撃を与えた。地上放送 3 社は国
民の哀悼の気持ちを考慮して，通常編成の娯楽番組
の放送を，前大統領の国民葬が行われる 5 月29日ま
で中止した。KBSが24日，『ハッピーサンデー』『ギ
ャグコンサート』を取りやめて，『ニュース特報』
{人間劇場スペシャル』などを編成したほか，MBC
やSBSも，放送予定の娯楽番組を中止して，ドキュ
メンタリーなどに差し替えた

28 09年 1 - 3 月期の北米市場におけるHDテレビの出荷
台数は08年同期比17.3％増の780万台に達し，不況の
中でも堅調であることがわかった。調査会社iSuppli
社が発表した調査結果によると， 1 - 3 月期に米国内
で購入されたテレビの約70％が1,000ドル未満の機種
で占められ，その割合は08年よりも高くなっている。
価格帯別では600～999ドルの薄型テレビの伸び率が
3.6％と最も高かった。このように低価格指向が強ま
っているものの，HDテレビの人気は依然衰える兆
候を見せていない

29 ポルトガルで，地上デジタル放送が始まった。全国
29都市で同時にスタートし，人口の40％をカバーす
る。公共放送RTPが全国向け 2 チャンネルとローカ
ル向け 1 チャンネル，商業放送のSICとTVIが 1 チ
ャンネルずつ放送する。HDTVサービスも10年内に
提供される見込みで，アナログ放送は10年末に終了
予定

国　　内 海　　外5月
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1 米国最大手の自動車メーカーGMが連邦破産法11
条の適用を申請し，経営破たんした。一時国有化
され米政府主導で再建を目指す

2 山口県秋芳洞近くのホテルでボイラーから客室に
一酸化炭素が流れ出し，大阪府の小学校の修学旅
行に同行していたカメラマンが死亡した

4 [足利事件」で無期懲役が確定し服役していた菅
家利和さんが逮捕から17年半ぶりに釈放された

6 サッカー・ワールドカップ南アフリカ大会のアジ
ア最終予選で，日本はウズベキスタンを破り， 4
大会連続 4回目の大会出場を決めた

8 NHK広島放送局にライフル銃の実弾 1 個と「赤
報隊」と印字された紙が入った封筒が郵送された

10 麻生首相は，20年までの日本の温室効果ガス削減
目標を05年比15％減とすることを発表した

11 WHO・世界保健機関は，新型インフルエンザに
ついて世界的な大流行を意味する最高の警戒レベ
ル「フェーズ 6」に引き上げた

12 麻生首相は，日本郵政の西川善文社長の続投に反
対していた鳩山邦夫総務相が提出した辞表を受理
し，事実上更迭した

13 イラン大統領選挙で保守派のアフマディネジャド
大統領が再選された。改革派支持者は不正選挙だ
として抗議行動を起こし，大規模デモに発展した

13 イタリア南部レッチェで開かれたG 8 ・財務相会
合は「世界経済に安定化の兆しが出ている」との
判断を盛り込んだ共同声明を採択し，閉幕した

14 大阪地検は，郵便の割引制度を悪用した事件をめ
ぐり，障害者団体の証明書偽造にかかわったとし
て厚生労働省の当時の担当課長，村木厚子容疑者
を虚偽公文書作成などの疑いで逮捕した

17 与謝野財政担当相は 6 月の月例経済報告を受け，
事実上の“景気底打ち”を宣言した

22 消費期限が迫った弁当の割引販売を制限したのは
加盟店に対する優越的地位の乱用に当たるとし
て，公正取引委員会はセブン‐イレブン・ジャパ
ンに排除措置命令を出した

23 東京高裁は「足利事件」の再審開始を決定した
24 中央省庁の公文書の管理，保存の基準を定めた公

文書管理法が可決，成立した
25 世界的エンターテイナーで「キング・オブ・ポッ

プ」と呼ばれたマイケル・ジャクソンさんが死去，
50歳

29 6 年余りイラクに駐留してきた米軍は，段階的な
撤退の手始めとなる都市部からの戦闘部隊撤退を
完了し，治安維持任務をイラク側に引き継いだ

30 民主党の鳩山代表は，政治資金収支報告書に故人
や寄付をしていない人から2,200万円の献金が記
載されていた問題を認め，陳謝した。代表は辞任
しない考えを示した

3 BSハイビジョンで『プレミアム 8 シリーズ「米食う
人々」第 1回　稲作　それはどこからきたのか～中国雲
南から長江へ』を放送した。稲作のルーツを訪ねる中国
の旅を通してコメを巡る多様な暮らしや文化， 1万年以
上にわたる稲作の歴史を紹介した

5 プラズマや液晶などの映像モニターをテレビカメラで撮
影した際に発生する“モアレ”と呼ばれる干渉縞

じま

を解消
するフィルターを㈱東京シスコンと共同開発したと発表
した

7 {NHK 改革の取り組みは今』をGTVで放送した。外
部の有識者で構成する「職員の株取引に関する第三者委
員会」が再発防止に向けた10の提言を盛り込んだ報告書
をまとめてから 1 年，現在NHKは改革にどう取り組ん
でいるのかを改めて伝えた

8 {シリーズJAPANデビュー　第 1 回　アジアの“一等
国”』（ 4月 5日放送）を巡って，自民党有志議員が日本
統治下の台湾を取り上げた番組が偏向しているとして
[公共放送のあり方を考える会」を発足させた

14 08年度の国内の主なテレビ番組コンクールで受賞した作
品をNHK，民放を問わず紹介する『ザ・ベストテレ
ビ』をBS2で放送した。（第 2 部，第 3 部は21日放送）
山口県で起きた母子殺害事件の公判を弁護士の側から描
いた東海テレビ制作の『光と影　～光市母子殺害事件
弁護団の300日』などを放送した

17 {アジアの“一等国”』を巡り，番組HPに「番組のテー
マと取材・制作姿勢」など，NHKの考え方を掲載した

20 放送を通じて温暖化対策を考える「地球エコ2009 環境
キャンペーン」の一環として，藤原紀香さんをメインパ
ーソナリティーに迎え，環境特集番組『SAVE THE
FUTURE』を21日までの 2 日間，15時間にわたり生放
送した

23 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，契約締結と 3 か月間の受信料，約142万円の
支払いを求める民事訴訟をさいたま地裁に起こした。受
信契約の締結拒否に対する提訴は放送法施行以来，初め
て。 2週間後，ホテル経営会社が契約の締結と受信料の
支払いに応じたため提訴を取り下げた

23 08年度決算を発表した。3年連続で増収となったものの，
北京五輪報道などで番組制作費が増加したため，損益に
相当する事業収支差金は前年度を下回った

23 “約束”評価委員会は，NHKがこの 4年間にどのように
変化したかの調査結果を発表した。NHKへの接触率が
向上し受信料支払い拒否などが減少したことなどをあ
げ，信頼回復度の向上を認定したが，視聴者層拡大と受
信料制度の理解促進が課題であると指摘した

25 {アジアの“一等国”』を巡り，大学教授や市民ら8,300
人余りが原告となり，NHKに総額8,300万円余りの損害
賠償を求める訴えを東京地裁に起こした

30 {アジアの“一等国”』を巡り，放送センター周辺で抗
議デモが行われ，一部の抗議団体が許可なくセンター内
に入りこんだ

社会の動き6月 N H K
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5 TBSが09年 4 月11日に放送した『情報7daysニュー
スキャスター』で，事実と異なる内容があったとし
て，総務省はTBSに対して「厳重注意」を行った。
同番組では，普通は道路清掃車が作業を中断しない
場所で，スタッフが作業の中断を依頼して撮影した
映像を放送し，二重行政の無駄などと指摘した。
TBSは， 6 月23日に情報制作局長ら 5 人を出勤停止
2日間などの処分にした，と発表した

10 民主党が設置した「政治資金問題をめぐる政治・検
察・報道のあり方に関する第三者委員会」が報告書
を発表した。報道のあり方について，①検察やその
関係者を情報源とする報道が大きく扱われた②政治
とカネの問題について「巨額献金事件」などの決め
つけをはじめ「有罪視報道」が展開された③検察の
捜査のあり方への批判が十分に行われなかった，な
どと指摘している

11 テレビ朝日は，ニュース番組で北朝鮮の金正日総書
記の三男・正雲氏と見られる男性として報じた写真
が「別人の可能性が極めて高い」として，視聴者に
謝罪した

11 総務省は，都道府県単位の地上デジタル放送推進計
画を策定した，と発表した。11年 7 月の完全移行に
向けた各地の中間目標や取り組みなどを記載してい
る

12 放送番組の二次利用を促進するための規定などを盛
り込んだ改正著作権法が，参院本会議で可決・成立
した

17 NHKなど放送局も加盟している日本新聞協会の新会
長に内山斉・読売新聞グループ本社社長が選任され
た。前会長の任期満了に伴うもので，任期は 2年

17 総務省は，11年のBSアナログ放送停波後に参入する
BS新規事業者 9 事業者に認定書を交付した。申請し
たのは29事業者だったが，事業計画の確実性や広告
放送の割合，視聴覚障害者への配慮，高画質性など
を基準に審査が行われ，WOWOW，スターチャン
ネル，アニマックス，BS-FOX，マルチチャンネル
エンターテイメント，放送大学，グリーンチャンネ
ル，J SPORTS，キッズステーションの 9 事業者が
認定された。新BSの放送開始は11年10月の予定で，
放送大学以外は有料放送

19 情報通信審議会の「通信・放送の総合的な法体系に
関する検討委員会」が，法体系の在り方についての
答申案を発表した。これに伴い，総務省は関係団体
等からの意見募集を開始した

23 博報堂DYメディアパートナーズが東京地区で実施
したメディア接触時間調査によると，パソコンや携
帯電話も含めた 1 日のメディア接触時間は週平均で
5 時間24分と，08年の調査より 4 分程度増えた。20
代の男性では，パソコンを通してインターネットに
接触する時間は 1 日 1 時間56分で，初めてテレビ視
聴時間を超えた

3 ABCニュースが，デジタルジャーナリストと呼ばれ
る記者を米国内に 4 人新たに配置すると「ブロード
キャスティング＆ケーブル」誌が伝えた。彼らは，
撮影，PC上での映像編集，原稿書き，リポートなど
をすべて一人でこなし，ABCではこれまでインドや
韓国，インドネシア，ブラジルなど世界各地に配置。
経費削減と取材の機動性を高めるという 2 つの狙い
がある。米国内で新たに配置されるのは，首都ワシ
ントン，デンバー，デトロイトで，ワシントンでは
オバマ政権や経済問題の取材のため 2人をあてる

11 ニールセン発表によると，米国内でインターネット
上のビデオ視聴に費やす時間は09年 5 月で一人平均
188分／月に上り，08年 5 月に比べて48.9％増えてい
ることがわかった。ニールセンの担当者によると，
テレビ番組や映画を無料で提供するHuluが急速に人
気を高めた結果，これまで漠然と映像を検索してい
た利用形態から「目的を定めたビデオ視聴」にシフ
トしつつあることが時間数の増加に結びついたとし
ている

23 衛星オペレーターのEutelsatは，AB3衛星からフラ
ンスの地上デジタル放送（TNT）の無料18チャンネ
ルによるパッケージFRANSATの放送を開始した。
山岳地域などではAB3衛星からアナログ放送をパラ
ボラ受信している世帯が多数あり，FRANSATのデ
コーダーとスマートカードを購入するだけでTNTの
18チャンネルに加えてTF1HDなどHDTVの 4チャン
ネルも無料で受信できる。Astra衛星ではTNTチャ
ンネルの放送はすでに実施されているが，仏政府の
デジタル化推進計画である「フランスデジタル
2012」ではアナログ放送終了に向け，100％の世帯を
カバーするためには新たな衛星放送が必要と指摘し
ていた

27 ドイツの公共放送ARDとZDFは，09年国内インター
ネット利用動向調査の結果概要を速報版として公表
した（ 3～ 4月調べ）。それによると，14歳以上の人
口の67.1％にあたる4,350万人がネット接続環境にあ
り，14歳から29歳の年層に絞ると，96.1％が日常的
にネットを利用している。また，ネットで動画を視
聴する利用者の割合は，前年の55％から62％に伸び
た

29 英の放送と通信を規制監督するOfcom（Office of
Communications）は，09年 3 月末のデジタルテレビ
普及状況を発表し，過去 3 か月で0.7%増加し，全世
帯の89.6%がデジタルテレビを利用していることを明
らかにした。デジタル視聴世帯の約40%にあたる
1,020万世帯のメインテレビが無料のデジタル放送を
受信。37.7%が地上デジタル放送を，2.0%が衛星放送
を受信している。また，家庭にある 2 台目のテレビ
の61%がデジタル化した

国　　内 海　　外6月
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5 大阪・此花区のパチンコ店で火事があり客や従業
員 4 人が死亡した。翌日，男が警察に出頭し「誰
でもいいから殺したくて火をつけた」と供述し，
放火や殺人などの疑いで逮捕された

5 中国・新疆ウイグル自治区最大の都市，ウルムチ
でウイグル族住民による暴動が発生した。中国当
局は 8日，治安部隊を動員し鎮圧した

5 テニスのウインブルドン選手権男子シングルスで
スイスのロジャー・フェデラー選手が優勝し，歴
代最多の四大大会通算15勝を記録した

6 オバマ米大統領がロシアを訪問してメドベージェ
フ大統領と会談し，戦略兵器削減条約に代わる新
たな核軍縮条約の枠組みで合意した

6 日本自動車販売協会連合会によると 6 月の新車販
売台数でトヨタの「プリウス」がハイブリッド車
としては初の首位になった

6 ベトナム戦争で部隊の増強を続け，泥沼化を招い
た中心人物として批判された元米国防長官，ロバ
ート・マクナマラさんが死去，93歳

8 国の基準では認定されない水俣病の未認定患者に
ついて救済対象の症状を広げるなどの水俣病被害
者救済法が参院本会議で可決，成立した

8 神戸地検は，05年 4 月のJR福知山線脱線事故を
巡り当時の責任者だったJR西日本の山崎正夫社
長を業務上過失致死傷罪で在宅起訴した。山崎社
長は会見を開き，辞任する意向を明らかにした

8 [KJ法」と呼ばれる発想法の考案者で，文化人
類学者の川喜田二郎さんが死去，89歳

12 東京都議選挙で民主党が選挙前の34議席を大きく
上回る54議席を獲得して都議会第 1党となり，自
民・公明両党は過半数に届かなかった

13 臓器提供の年齢制限を撤廃する臓器移植法の改正
案が参院本会議で可決，成立した

17 北海道大雪山系のトムラウシ山と美瑛岳で中高年
を中心としたツアー客らが悪天候のため遭難し，
合わせて10人が死亡した

17 西松建設の違法献金事件で政治資金規正法違反な
どの罪に問われた西松建設社長の国沢幹雄被告に
対し東京地裁は禁固 1年 4 か月，執行猶予 3年の
有罪判決を言い渡した

17 米CBSテレビの元キャスターで「アメリカで最も
信頼される人」と呼ばれたウォルター・クロンカ
イトさんが死去，92歳

21 衆議院が解散された。総選挙は 8月18日公示，30
日投票と決まった

21 山口県防府市の特別養護老人ホームに土石流が流
れ込み入居者 7人が死亡した。19日から26日まで
の「中国・九州北部豪雨」では34人が死亡した

22 国内で46年ぶりの皆既日食が小笠原諸島や太平洋
上の船の上などから観測された。

1 国際報道・国際放送の取材・制作力強化を図るためドバ
イ支局を開設した。ドバイは中東の金融センターの一つ
で，中東諸国，アフリカ，南西アジアをカバーする

4 {追跡！AtoZ～虐待の傷は癒えるのか』を放送した。
長期取材を通じて情緒障害のある子どもたちの心の傷を
プライバシーに配慮しながらていねいに描いた

5 {NHKスペシャル～シリーズ　エジプト発掘　第 1 集
ピラミッド　隠された回廊の謎』を放送した。10年間に
わたりピラミッドの謎に挑んできたフランス人建築家の
仮説について著名な考古学者や物理学者らが自らの研究
成果と重ね合わせて検証し，効果的なCGで紹介した

11 若い世代を対象とする番組を集中的に紹介するイベン
ト，「NHK WONDER LAND2009」を放送センター
周辺で開催した（～13日）

11 BS1で『BS世界のドキュメンタリー～新聞が消えた日
～ジャーナリズム　未来への問いかけ』を放送した。
150年の歴史を持つアメリカの名門地方紙がネットの普
及などで廃刊に追い込まれるまでの背景を克明に伝え，
ジャーナリズムが直面する問題を浮き彫りにした

11 6 月25日に急逝したマイケル・ジャクソンさんの追悼番
組『マイケル・ジャクソン“KING OF POP”の軌
跡』をGTVで放送した

12 東京都議選の開票速報を全国放送やインターネットなど
で実施した。落選した北多摩第 2選挙区の候補者を一時
[当選確実」と伝え，約50分後に取り消した

14 {クローズアップ現代』は，発売 1 か月で200万部を売
り上げた村上春樹さんの小説「1Q84」を取り上げた。
海外でも多くの読者を獲得している村上作品の“物語の
力”を解説した

19 {ETV特集～日本は世界でどう生きるのか～プロジェ
クトJAPAN 国際アンケートを読み解く』を放送した。
[プロジェクト」が世界51の国と地域の 5 万3,600人を
対象に実施した国際アンケートを基に日本の取るべき道
を識者インタビューや専門家と解説委員との対論などで
紹介した

20 4 月19日からの 5 回シリーズ，『NHKスペシャル～シリ
ーズ　マネー資本主義』の最終回を放送した。金融危機
を再び起こさないための方策やあるべき資本主義の形に
ついてインタビューやスタジオトークで紹介した

24 石川県珠洲市で行われた地上アナログ放送の休止リハー
サルに合わせ，GTVで『どう準備すればいいの？～地
デジ完全移行まであと 2年』を放送した

22 日本付近では46年ぶりの皆既日食の様子を国内 4か所か
ら生中継した。太平洋上の船の上からの中継では新開発
の防振台付きカメラ，硫黄島からの中継では超高速イン
ターネットを使ったハイビジョン映像伝送で放送した
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6 総務省の「メディア・ソフトの制作及び流通の実
態」に関する調査によれば，07年のメディア・ソフ
トの市場規模は11兆4,110億円，06年比0.3％減でほぼ
横ばいで推移した。しかし，パソコン，携帯電話な
どを利用したネットワーク流通市場は急速に拡大し
続け，06年比11.5％増の9,772億円で 1 兆円に近い規
模となった

10 総務省が，テレビ局と下請け会社との番組制作等の
取引を適正化する指針として「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」（第 2版）を公
表した。テレビ局優位の取引慣行を是正しようとい
う指針は，09年 2 月に続く 2 回目。今回公表された
ガイドラインは， 2月のガイドラインの内容を含め，
その後の検討結果を加えたもので，番組制作を受注
する製作会社を保護する立場に立っている

10 総務省が，地上アナログ放送終了後の空き周波数を
利用して開始される「携帯端末向けマルチメディア
放送」の基本的方針案を公表した。全国向けと 7 地
域ブロック向けの放送等を認定する方針で，09年 9
月に参入を希望する事業者の調査を行う

16 民放連に加盟している201社の08年度の売上高は07年
度比4.9％減，経常利益は45.2％の減，全体の半数以
上にあたる108社が赤字だった。民放連の広瀬道貞会
長が記者会見で明らかにした

16 総務省の「通信・放送の総合的な法体系に関する検
討委員会」がまとめた答申案に対して，民放連は，
ハードとソフトの一致を希望する事業者を優先する
規定を法律に盛り込むよう要望した

17 放送倫理・番組向上機構（BPO）の放送倫理検証委
員会の川端和治委員長は，TBSテレビの『情報
7days ニュースキャスター』が09年 4 月11日に放送
した「二重行政の現場」で，事実とは異なる映像を
放送した問題で，第三者機関である同委員会がこの
事案を討議中であるにもかかわらず，総務省が09年
6 月 5 日に厳重注意の行政処分を行ったことは，表
現の自由の萎縮につながりかねないとして，重大な
懸念を表明した

24 地上デジタル放送への全面切り替えまで 2 年となっ
たこの日，石川県珠洲市と能登町の一部で， 1 時間
アナログ放送をストップして，デジタル放送への切
り替えにあたっての問題点などを検証する初めての
リハーサルが行われた。総務省は，対象地域の約
7,500世帯のうち，CATV加入世帯やデジタル対応世
帯を除く珠洲市内の約1,300世帯が放送休止の影響を
受けた，と推計している

28 NHKから受信料の支払い督促を受け，簡易裁判所の
判断に異議を申し立て本裁判に移行した男性 2 人に
対する判決が東京地方裁判所で言い渡され，支払い
拒否を申し立てた 2 人に未納分の受信料全額の支払
いが命じられた。受信料の支払い拒否を巡って裁判
所の判断が出たのは初めて

1 中東カタールのドーハを拠点に，アラブの視点で報
道番組を放送しているアルジャジーラの24時間英語
チャンネルAl-Jazeera English（AJE）が，米国ワシ
ントン近郊の地上デジタル放送局MHz（メガヘル
ツ）ネットワークスでの配信を開始した。MHzは独
立系の非商業放送局でワシントン地区の主要ケーブ
ル局に再送信しており，AJEの視聴可能世帯は一気
に広がった。AJEは06年に放送を開始し，100か国以
上で視聴されている

7 6 月25日急死したマイケル・ジャクソンの追悼式が，
ロサンゼルスで行われ，その模様はABC，CBS，
CNNなど18のチャンネルで 3 時間近く生中継され
た。中継をテレビで視聴した人は，日中にもかかわ
らず全米で3,100万人を超え，04年のレーガン大統領
埋葬式（3 , 5 0 0万人），97年のダイアナ妃の葬儀
(3,320万人）に続く規模であった。同時にウェブサ
イトやSNSなどを通じて無料でストリーミング配信
され，MSNBCのサイトではオバマ大統領就任式を
50%も上回る300万回の閲覧数を記録した

9 米ウォールストリートジャーナル紙の報道によると，
ベネズエラのチャベス政権がメディアに対する政府
の監督権強化を打ち出した。ベネズエラでは放送番
組の70%以上を国内制作している局は大統領演説の
同時再送信を義務づけられているが，新たな規制策
で，反政府系のラジオ・カラカス・テレビ（RCT
V）などのケーブルテレビも対象となる。RCTVは
もともと地上放送だったが，政府転覆を企てたとし
て07年に免許更新が認められず，ケーブルテレビで
の放送を続けている

14 BBCは，08年度の事業・会計報告書を発表した。受
信許可料収入の33億6,880万ポンド（約5,445億円）を
含めた総収入は46億570万ポンドで，受信許可料を財
源とする国内公共サービス事業に関する支出は33億
9,600万ポンド。このうち，デジタルテレビ移行の支
援について，弱者支援には2,440万ポンド，デジタル
移行推進団体のDigital UKの運営に2,600万ポンド支
出した。また，BBCの監督機関・BBCトラスト会長
のライオンズ鑄は，批判の的となっている執行役員
や幹部職員の賞与の支払いを当面延期すると表明し
た

20 ニールセン社は，米国内のテレビ視聴動向等をまと
めた年鑑である「アメリカのテレビ視聴2008」を発
表した。それによると， 1 世帯当たりの平均テレビ
所有台数は2.86台で，2000年（2.43台）の18％増，90
年（2.0台）に比べると43％増加している。 3 台以上
所有する世帯の割合は54％と半数を超え， 2 台所有
が28％， 1 台所有は18％。VTRを所有する世帯が
72％に減少する一方で，DVD所有世帯は88％に増加
した。09年 1 月 1 日現在で，全米のテレビ所有世帯
数は， 1億1,450万となっている

国　　内 海　　外7月
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1 フィリピンで1986年，当時のマルコス政権を退陣
に追い込んだ民衆革命の中心人物だったコラソ
ン・アキノ元大統領が死去，76歳

2 [フジヤマのトビウオ」と呼ばれ国際的に活躍し
た水泳選手で日本オリンピック委員会の元会長の
古橋広之進さんが滞在先のローマで死去，80歳

3 裁判員裁判 1 例目になる女性殺害事件の公判が東
京地裁で始まった。 4 日間の審理の結果，求刑よ
り 1年少ない懲役15年の判決を言い渡した

4 クリントン元米大統領が北朝鮮を電撃訪問し金総
書記と会談した。中朝国境で取材中に拘束されて
いた米国の女性記者 2人は特別恩赦で解放された

7 日本航空は09年度下期に国際線，国内線合わせて
16路線を廃止や減便する合理化策を発表した

8 タレントの酒井法子さんが覚せい剤取締法違反の
疑いで警視庁に逮捕された

8 渡辺喜美元行革担当相や江田憲司前衆院議員らが
[みんなの党」の結成を発表した

9 台風 9 号による大雨で兵庫県では佐用町を中心に
避難中の人など合わせて20人が死亡， 2 人が行方
不明となった

11 静岡県内で震度 6 弱の揺れを観測した。震源が東
海地震想定域内だったため気象庁は初めての「東
海地震観測情報」を発表し，東海地震に結びつく
ものではないという見解を示した

15 沖縄県宜野湾市の57歳の男性が国内の新型インフ
ルエンザ患者としては初めて死亡した

16 ベルリンの陸上世界選手権，男子100メートル決
勝で，ジャマイカのウサイン・ボルト選手が 9 秒
58の世界記録で優勝した

17 ハッキングで 1 億3,000万人分のクレジットカー
ド情報を盗み出したとして米司法省は，フロリダ
州の男性ら 3 人を詐欺罪などで起訴した。被害額
は米国史上最大になると見られる

18 第45回衆議院議員選挙が公示された
18 韓国の民主化に大きな役割を果たし，初の南北首

脳会談を実現した元韓国大統領，金大中さんがソ
ウルの病院で死去，85歳

25 気象庁は関東地方で震度 5 弱から 4 の揺れが予想
されると緊急地震速報を発表したが，揺れは観測
されず，ソフトの更新ミスによる誤報とわかった

26 日産自動車と米クライスラーは，事業提携を解消
すると発表した。クライスラーが伊フィアットと
資本提携し，提携継続のメリットが薄くなった

26 リベラル派の重鎮として強い影響を及ぼしてきた
エドワード・ケネディ上院議員が死去，77歳

30 衆院選の投票が行われ，民主党は308議席を獲得
し政権交代を果たした。自民党は119議席にとど
まり結党以来初めて第 1 党から転落し，公明党も
小選挙区で全敗するなど，与党側は惨敗した

3 裁判員制度が導入されて初の裁判が東京地裁で行われ，
判決が言い渡された 6日まで，ニュースの枠内で『同時
進行　裁判員裁判』として地裁前から中継し，裁判員選
出の状況や制度の課題などについて詳しく伝えた

3 全国の放送局が「放送局のちから」を発揮し，拠点局に
よる経営資源のマネジメント等の実効性を高めるために
新設した「ブロック経営会議」の第 1回を開催した

7 第45回衆議院議員選挙に備えて政見放送実施本部を発足
させた。政見放送で初めてハイビジョンによる収録を行
い，比例代表の政見放送に手話通訳を導入した

13 ドキュメンタリー番組『証言記録　兵士たちの戦争』な
どで体験者等から取材した戦争にかかわる証言をデータ
ベース化し，トライアルサイトとして10月12日まで一般
公開した。11年冬に本格サイトとして公開予定

15 終戦の日，『10代いのちの対話』をR1で放送した。「命」
をテーマにメールやファックスを送ってきた若者たちと
電話をつなぎ，生きることに真剣な若者の姿を生放送で
伝えた

22 東京では 7 年ぶりの開催となる「ABUロボコン東京大
会」が20の国と地域から21チームが参加して開催された。
大会のもようは 9月21日にGTVで放送された

22 米テレビ技術科学アカデミーの第61回エミー賞で「ハイ
ビジョン自動焦点レンズの開発」がフジノン株式会社と
ともに技術部門賞を受賞した

24 R1で首都圏向けに小選挙区の政見放送中，26秒間無音
になった。気象警報の放送準備中に操作を誤ったことが
原因。東京都選管の判断で再放送は行わず，翌25日の同
時間帯の政見放送終了後に事実関係を説明しおわびした

24 ETVで 4 夜にわたって『LIFE 井上陽水　40年を語
る』（～27日）を放送した。男女とも50代の視聴者によ
く見られた

25 千葉県東方沖を震源とする地震があり，GTVで衆院選
の比例代表，小選挙区の政見放送中，緊急地震速報が自
動的にスーパーされた。28日同時間帯に，影響を受けた
政党の政見のみを再放送した

29 {中学生日記』（名古屋局制作）の「シリーズ・転校生
( 1 ）少年は天の声を聞く」で，実際にろう学校に通う
生徒が主人公を演じ，一部に字幕スーパーをつけて放送
したところ，番組全体に字幕スーパーをつけてほしいと
いう要望が寄せられ， 9月23日の再放送ではすべてのセ
リフと心情描写にスーパーをつけて放送した

30 衆院選開票速報は 5分前倒して午後 7時55分から開始し
た。NHKワールドTVで英語による独自編成の開票特番
を放送，CNNやBBCなど海外メディアがNHKの速報の
一部を使って開票状況を伝えた。テレビ，PC，モバイ
ルで最適のコンテンツを提供する“3-Screens展開”に
も対処した
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4 相次ぐ放送番組の不祥事に関連して，閣議後の記者
会見で佐藤勉総務相は，現在のBPOのように法律上
の根拠を持っていない機関ではなく，放送法に根拠
を持つ新たな機関を設立するという選択肢があって
もいいのではないか，ある程度の権限を持った機関
が常に番組を監視するシステムがあってもいい，と
発言した

6 全国初の裁判員裁判の判決公判が東京地裁で開かれ
た。判決後，記者クラブの申し入れを受けて裁判員
7 人（補充裁判員 1 人を含む）全員が東京地裁内で
記者会見した。判決公判後の記者会見への出席につ
いては，日本新聞協会が09年 2 月に協力を呼びかけ
ていた

7 BPO放送人権委員会は，TBSの『サンデージャポ
ン』が08年10月19日に，大阪門真市の保育園イモ畑
の行政代執行に際して，保育園が園児を現場に並ば
せて妨害したかのように報道した事案で，視聴者を
誤解させる構成があり，訂正放送も不十分だったと
して，TBSに再発防止策を勧告した

18 総務省は，衆院選を前に，当選確実の判定を慎重か
つ正確に行うよう，全国の放送事業者に文書で要請
した。これに対し民放連は，行政が介入することへ
の疑念を表明した

24 {真相報道　バンキシャ！』が虚偽証言にだまされ
て岐阜県で今でも裏金作りが行われていると報道し
た問題で，日本テレビはBPO放送倫理検証委員会の
勧告を受けて，検証番組を午前 0 時50分から40分間
CM抜きで放送した。ほぼ同内容の検証特集は，23
日の『バンキシャ！』の中で約30分間放送され，そ
の『バンキシャ！』の視聴率は関東地区で11.0％だ
った（ビデオリサーチ調べ）

24 NHKが，放送用レンズメーカーのフジノンと共同で
開発したハイビジョンカメラのオートフォーカスシ
ステム技術が，米国テレビ芸術科学アカデミーのエ
ミー賞（技術部門）を受賞したと発表した。世界で
初めて開発した

26 情報通信審議会が，通信と放送の融合に合わせた法
体系の見直しについて答申した。現在は 9 つの法律
で規律されている通信と放送分野の垣根を取り払い，
[コンテンツ」「伝送設備」「伝送サービス」の 3 分
野を軸に再編成して規律する。総務省は答申を受け
て，2010年の通常国会に新たな法案の提出を目指し
ている

30 第45回衆議院議員選挙が行われ，即日開票の結果，
民主党が308議席を獲得し，政権が交代した。開票速
報は，NHKと民放 5 系列で行われ，22時までは
NTV，22時以降はNHK（総合）が高い視聴率とな
った。NHK開票速報の平均世帯視聴率は，20時台が
24.7％，21時台が21.9％，22時台も21.9％で有権者の
関心の高さを示した

2 イスラエルで，無料の全国向け地上デジタルテレビ
IDAN Plusの本放送が始まった。IDANはヘブライ
語で「イスラエルで受信可能なデジタル・チャンネ
ル」を意味する言葉の略字。方式はDVB-T，映像の
帯域圧縮規格はMPEG4。放送されているチャンネル
は，公共放送IBAのChannel-1とChannel-33，商業放
送のChannel -2とChannel -10，議会チャンネルの
Knesset Channelの計 5 チャンネル。政府は，低所
得層など一部世帯に受信用チューナー（STB）の購
入費400新シェケル（約100ドル）の半額を補助する，
としている。13の主要中継局は通信会社Beseqが管
理し，今後中継局の増設などを計画している

4 フランスの規制機関CSAは， 7 月31日に新たに55地
点で地上デジタル放送が開始されたことにより，本
土の人口の88％以上をカバーしたと発表した

5 米メディア企業大手ニューズ・コープのルパート・
マードック会長は，傘下の新聞社の電子版を10年度
中に有料化する方針を明らかにした。同社傘下の，
[ウォールストリートジャーナル」「ニューヨークポ
スト」「英タイムズ」「ポスト」など多くの新聞の電
子版の大半は無料だった。同社は09年度（08年 7 月
～09年 6 月）決算で，広告収入の落ち込みなどから
33億7,800ドル（約3,170億円）の純損益を計上，営業
利益は前年 6 月期と比べて32.5%の減少となってい
る

5 北朝鮮で拘束されていた米カレントTVの女性記者 2
人（ユナ・リー氏，ローラ・リン氏）が解放された。
2 人は 3 月，北朝鮮から中国への難民の実態につい
ての取材中に，北朝鮮国境警備隊から不法入国北朝
鮮訪問の容疑で拘束され，労働教化12年の刑を宣告
されていた。北朝鮮を訪問したクリントン元米大統
領と金正日総書記との会談によって解放が実現した

11 中国国営の新華社通信は，上海テレビを中核とする
上海文広メディアグループ（SMG）と協定を結び，
自社制作のテレビニュースをSMGが運営するIPTV
や携帯向け放送に配信することになった。新華社の
李従軍社長は，「国内外にテレビニュース取材網を築
くことに全力を挙げている」と述べ，今後年内に中
国語で毎日 8 時間，英語で 3 時間のテレビ番組を始
める方針を明らかにした

18 ルパート・マードック氏傘下のニューズ・コープは，
これまで香港を拠点とする系列会社のSTARが担っ
ていたアジア地区向けの放送事業を，インド向け事
業を担当するStar Indiaと中国・台湾向け事業を担当
するFox greater China，それに英語チャンネルを担
当するFox International Channelsの 3 つのグループ
に分割する再編計画を明らかにした

28 地上デジタル放送の技術規格について，アルゼンチ
ンが日本方式を採用することが決まった。海外での
導入は，ブラジル，ペルーに次いで 3か国目

国　　内 海　　外8月
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1 消費者行政の一元化を目的とした消費者庁が発足
した。長官に官僚OBが就任し，批判の声が出た

3 民主党の小沢代表代行は鳩山代表の要請を受け入
れ，幹事長就任を受諾した

9 民主党，社民党，国民新党 3 党は，難航していた
外交・安全保障政策で民主，社民両党が歩み寄り，
連立政権の樹立に正式合意した

11 国際宇宙ステーションに物資を運ぶ日本の無人輸
送船「HTV」を載せた国産最大のロケット
[H2B」1 号機の打ち上げに成功した。1週間後，
宇宙ステーションとのドッキングに成功した

11 台湾総督府の機密費不正流用罪などに問われた陳
水扁前総統に台北地裁は無期懲役を言い渡した

13 大リーグ，マリナーズのイチロー選手が大リーグ
史上初の 9年連続シーズン200安打を達成した

14 NEC，カシオ計算機，日立製作所の 3 社は，10
年 4 月に携帯電話事業を統合することで合意した

16 麻生内閣が総辞職した。民主党の鳩山由紀夫代表
が国会の指名を受け，第93代の内閣総理大臣に就
任し，民主党，社民党，国民新党の 3 党による連
立内閣が発足した

17 岡田外相は，核持ち込みを巡り日米間で結ばれた
とされる「密約」の問題で，11月末までに調査，
報告するよう外務次官に命じた

22 鳩山首相はニューヨークで中国の胡錦濤国家主席
と会談し，「東アジア共同体」の創設を提唱した

22 鳩山首相は国連本部で演説し，20年までに温室効
果ガスを1990年比で25％削減する日本の中期目標
を国際公約として表明した

24 国連安全保障理事会は「核兵器なき世界」の条件
作りを目指す決議を全会一致で採択した

25 前原国土交通相は，日本航空の再建策をまとめる
ための専門家チームを設置した

25 05年のJR福知山線脱線事故を巡り，調査対象者
であるJR西日本の山崎正夫社長が事故調査委員
会の委員と接触して公表前の報告書を入手し，文
面の修正を働きかけていたことがわかった

27 ドイツの総選挙で，保守のキリスト教民主・社会
同盟は第 1 党の座を維持したものの，社会民主党
が惨敗したため，左右大連合は終了した

28 麻生前総裁の辞任に伴う自民党の総裁選で，谷垣
禎一元財務相が第24代総裁に選出された

30 トヨタ自動車は，米国内で販売する乗用車で運転
席のフロアマットがずれてアクセルが戻らなくな
る不具合があるとして380万台余りのリコールを
検討していると発表した

30 南太平洋でマグニチュード8.3の地震が発生し，
サモアを中心に津波の被害が出た。気象庁は日本
の太平洋沿岸各地に一時，津波注意報を出した。
同日夜，インドネシアのスマトラ島沖でマグニチ
ュード7.7の地震が発生した

1 {クローズアップ現代』は，衆議院選挙で民主党が圧勝
した直後， 3日まで連続で「シリーズ・政権交代」と題
して，日本はどう変わるか，政と官の関係，経済政策，
外交問題について探った

1 NHKオンデマンドで，KDDIのCATV向けVODプラッ
トフォームを通じたサービスの提供を始めた。これによ
りCATV向けのサービスは，従来のJ：COMグループ
(17事業者）に新たに16のCATV事業者が加わった

3 NHKワールド（外国人向け国際放送）で，コンクール
で受賞した民放局制作のドキュメンタリー番組を09年度
から放送すると発表した。英語版制作の費用はNHKが
負担する

8 BS開始20周年にあたる09年度はこの20年間にテレビ番
組の賞を受賞した番組を関係者のインタビューを交えな
がら『BS20周年ベストセレクション』として全編まる
ごと放送した。 9月までに放送した番組の集中アンコー
ル編成を11日まで行った

14 イチロー選手が大リーグ新記録となる 9年連続シーズン
200安打を達成したのを受けて急きょ，『スポーツ大陸』
で「イチロー　大記録への闘い」を放送した

20 {NHKスペシャル～シリーズ「ONの時代」第 1 回「ス
ーパーヒーロー50年目の告白」を放送した。戦後の日本
プロ野球最大のヒーローである長嶋茂雄さんと王貞治さ
んの現役時代を取り上げ，天才，努力家と称される 2人
の実像を描きだし，関係者の手記や初公開の手記を使い，
人知れず抱えていた苦悩を紹介した

20 BSh iでフォークシンガー南こうせつさんが出演する
{サマーピクニック　フォーエバーinつま恋』を 6 時間
にわたって生中継した

23 {ドラマスペシャル　白洲次郎』の第 3 回を放送した。
第 1回と第 2回（09年 2 月， 3月放送）は，21，22日に
再放送した

23 {夏の北アルプス　あぁ絶景！雲上のアドベンチャー』
を放送， 3 週間をかけての北アルプス大縦走に登山歴 1
年の名古屋局のアナウンサーと登山家の田部井淳子さん
が挑んだ番組で，景観のすばらしさと田部井さんの前向
きな人生観を描いた

27 08年 6 月に放送した『NHKスペシャル～激流中国　病
人大行列』がテレビ・ラジオ国際コンクール「イタリア
賞」のテレビドキュメンタリー（時事問題）部門で，最
優秀賞を受賞した。無料だった医療サービスが利用者負
担に変わった中国の医療問題を取り上げた

28 {連続テレビ小説～ウェルかめ』が始まった。大阪局の
制作で，ウミガメが上陸する海辺の町，徳島県美波町と
徳島市を舞台に都会で一流女性誌の編集者を目指してい
たヒロインが再び故郷に向き合い家族や同級生たちと繰
り広げる青春もようを明るくコミカルに描いた。主演は
倉科カナさん

社会の動き9月 N H K
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4 日本テレビとフジテレビが，インターネット映像配
信会社「GyaO」の株式の 7 ％をそれぞれ取得する
ことになった。日テレは，無料広告モデル，課金モ
デル等の協業を検討し，フジは，「GyaO」が運営す
る有料映像配信サイトへ「フジテレビOn Demand」
を出店する

10 日本弁護士連合会が，裁判員裁判で，一部のマスコ
ミが犯行時少年であった被告を実名で報道したこと
に関して，「極めて遺憾」であり，「報道機関におか
れては，少年法61条を順守しつつ，国民の正当な関
心に応える報道をされるよう，改めて強く要請す
る」との会長談話を発表した。さいたま地裁での裁
判員裁判は，犯行時少年だったフィリピン人が被告
だった

11 民放キー局 5 社などが出資する投資会社が，お笑い
の「吉本興業」の全株式を取得する公開買付けを 9
月14日から実施すると発表した。吉本興業と資本面
で関係を持つことにより，民放局は新たな事業展開
がしやすくなる

16 鳩山連立内閣が発足した。総務大臣には原口一博衆
議院議員が就任した。原口大臣は，記者会見で，放
送行政に関して，世界の放送行政をみると，言論・
放送の自由，表現の自由が強く保障されるべきとこ
ろに規制官庁が手を突っ込んでいると思われること
があるとしたうえで，政治主導となった新しい政権
で一番大事なのは，言論の自由であり，表現の自由
であり，放送の自由であるとし，政権のガバナンス
の外にひとつの規制機関が必要だと考えている，と
述べた

18 民放連は，初めてのラジオリスナー生活実感アンケ
ートの結果を発表した。それによると，ラジオリス
ナーの生活満足度は，経済的に「苦しい」「やや苦し
い」が合わせて56.9％にのぼった。今一番値下げし
て欲しいものは，「税金」「ガソリン」「食料品」だっ
た。民放ラジオ101社が 9 月14日に調査を実施し
8,528人から回答があった

25 電子情報技術産業協会（JEITA）の調べによると，
09年 8 月のデジタルテレビの出荷実績は102万3,000
台で，対前年同月比56.4％の増となった。デジタル
テレビの出荷実績は，09年 5 月までは 2 か月連続で
100万台を超えることはなかったが，09年 6 月以降は
3 か月連続で100万台を超えた。JEITAは，エコポイ
ント効果と見ている

29 インターネットを利用した動画共有サイト「ユーチ
ューブ」に，テレビ朝日とTBSが，ニュース番組な
どの配信を始めた。民放局は，「ユーチューブ」のサ
イトにコンテンツが不法投稿され，著作権が侵害さ
れているとして，これまで提携に消極的だったが，
[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，民放局としては初めて
の提携が実現した

8 ドイツ各州メディア監督機関の連合体ALMは，
[2009年デジタル化報告書」を発表した。報告書に
よれば，ドイツのデジタル放送視聴世帯は，08年 6
月末で全テレビ視聴世帯の55％となり，前年より
8.5%伸びた。主要伝送路のデジタル化率は，地上波
は100％，衛星波74.1%，ケーブルテレビ30.6％とな
った

10 中国中央テレビ（CCTV）は，毎日24時間放送する
ロシア語チャンネルをスタートさせた。CCTVによ
ると放送対象地域は，旧ソビエトの各国や東欧など
で，推定ロシア語人口は約 3 億人にのぼる。放送内
容はニュース，娯楽，それに中国や中国文化を紹介
する番組などで，CCTVのウェブサイトでも視聴で
きる。これでCCTVが放送する外国語チャンネルは，
英語・フランス語・スペイン語・アラビア語・ロシ
ア語の 5つとなった

10 ベトナムのグエン・タン・ズン首相は，国営通信社
VNA（ベトナム通信社）の独自TV局開設計画を認
可した。VNAの計画によると，新設のTVチャンネ
ルはニュース専門で，開局は10年初めの予定

10 米 4 大ネットワークや広告会社など14社は，新しい
視聴率測定方法を研究・開発する機関として
Coalition for Innovative Media Measurement（革新
的メディア測定協議会）を発足させると発表した。
同協議会には，ABC，CBS，NBC，FOXの 4大ネッ
ト，CNNやMTVなどのケーブルチャンネル，タイ
ムワーナーやバイアコムなどの大手メディア企業，
広告代理店などが参加し，新しい視聴率測定方法の
研究開発，推進を行う

14 南米ではブラジル，ペルー，アルゼンチンに続いて，
チリ，ベネズエラが相次いで地上デジタル放送の放
送方式として日本方式を採用することを明らかにし
た。チリは 9 月14日，ヘリア大統領が採用決定の声
明を発表，ベネズエラは，国連総会出席のためにニ
ューヨークを訪問中のチャベス大統領が「日本方式
の採用を発表する予定だ」と述べた

25 イギリスの公共放送BBCは，政府が広く意見を求め
ていた「地域・地方・ローカルニュースを維持する
方策」について，BBCの意見書を提出したことを公
表した。イギリス政府は，放送通信白書「デジタル
完了後のイギリス」発表後，経営難によって地上商
業テレビのITVが提供している地域ニュースの減少
が予想されることから，地域ニュースの複数性を維
持するために新たなニュース組織を設立し，その財
源として，テレビ受信許可料の一部を充てるという
提案を行い，これについての意見を求めていた。
BBCの意見書は，これまでBBCだけに割り当てられ
ていた受信許可料を他のサービスや組織に使用する
ことに反対する立場を表明した

国　　内 海　　外9月
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1 広島地裁は広島県福山市の鞆の浦の埋め立て工事
の中止を命じる判決を言い渡した。景観保護を理
由に公共工事の中止を命じた判決は全国で初めて

3 IOC・国際オリンピック委員会は総会で，16年夏
季五輪をブラジルのリオデジャネイロで開くこと
を決めた。立候補していた東京は落選した

4 元財務・金融担当相の中川昭一さんが東京の自宅
ベッドで死亡しているのが見つかった。56歳

8 2 年ぶりに上陸した台風18号が中部地方から東北
地方を縦断した。首都圏のJRは運休，運転見合
わせで過去最大規模の296万人が影響を受けた

8 ファイル交換ソフト「ウィニー」を開発，公開し，
違法コピーを助けた罪に問われた元東大助手の控
訴審判決で，大阪高裁は逆転無罪を言い渡した

9 就任後 1 年も満たないオバマ米大統領が「核兵器
のない世界」の実現を呼びかけたとして09年のノ
ーベル平和賞に選ばれた

11 岡田外相はアフガニスタンを事前に日程を公表し
ない形で訪問し，カルザイ大統領らと会談した

16 ロンドンで行われた体操世界選手権で，内村航平
選手が男子個人総合で金メダルを獲得した

16 米財務省は，09会計年度の財政赤字が 1 兆4,171
億ドルと初めて 1兆ドルを突破したと発表した

19 新型インフルエンザ用ワクチンの医療従事者を対
象にした接種が始まった

20 政府は，郵政民営化を見直す基本方針を閣議決定
し，民営化を進めてきた日本郵政の西川善文社長
は辞意を表明した。

22 政府主導で税金の無駄遣いをなくすことを目的と
した行政刷新会議の会合が開かれ，必要性や効果
の低い事業を洗い出す「事業仕分け」が始まった

23 米軍普天間基地移設問題で，岡田外相が個人的な
見解として「県外移設は考えられない」と会見で
発言し，政府内などからも異論が出た

23 政府は10年 3 月末までの10万人の雇用効果を目指
す「緊急雇用対策」を決定した

25 鳩山政権発足後初の国政選挙となる参院神奈川，
静岡の補選はいずれも民主党新人が当選した

26 [汚職の構造」などの著書で知られる評論家の室
伏哲郎さんが死去，78歳

28 日本郵政の社長に斎藤次郎元大蔵事務次官が就任
した。自民党は「天下りを根絶する」としている
民主党のマニフェストとの矛盾を追及した

28 八丈島沖で消息を絶った 8 人乗りの漁船が 4 日ぶ
りに見つかり，転覆した船内で生存していた 3 人
が救助された

29 深刻な業績不振に陥った日本航空は，公的機関の
企業再生支援機構に支援を求め，事実上，国の管
理下で経営再建が進められることになった

29 テレビ番組「笑点」の司会などで活躍した落語家
の三遊亭円楽さんが死去，76歳

1 GTVの夜間の新番組として，街歩きの達人，タモリさ
んとともに都会の街並みを散歩し，何気なく見ている風
景の中から意外な歴史や秘密を見つけ出す新感覚の探検
散歩番組『ブラタモリ』の放送が始まった

12 ETV50周年記念番組で，人形劇の新シリーズ『新☆三
銃士』が始まった。人気脚本家の三谷幸喜さんが初めて
人形劇に挑戦した

13 経営委員会は，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を
支払うことを承認した。いずれも会長在職期間の退職金
は支払われず，会長就任以前の役員在籍期間についての
み支払われる

18 20世紀初頭から産業界の主役の座にあり続けた自動車産
業が，ガソリンから電気への転換を迫られるという100
年に 1 度の大きな変革期を迎えている現状を描いた
{NHKスペシャル～シリーズ　自動車革命』を放送し
た。

24 若者文化の情報発信地，東京・青山の青山学院大学の一
角にサテライトスタジオ，「NHK＠キャンパス」を設置
した。若年層向けの番組を収録・放送する新しい情報発
信基地として，地元の人や青山を訪れる人々に開かれた
スタジオにするのがねらい

27 新しいインターネット会員サービス「NHKネットクラ
ブ」がスタートした。これまでの受信料支払い者への優
待サービスを目的にした「NHK＋ID」と放送番組をよ
り深く楽しむ「NHKオンラインメンバーズ」を統合し
たもので会員数は10月末現在，42万人

27 福地会長は技術統括の永井研二理事と放送統括の日向英
実理事を専務理事に指名した。専務理事は，経営計画，
財務，経理統括の金田理事と合わせて 3人となった

28 八丈島近海で遭難した「第一幸福丸」の乗組員 3人が救
出された事故の取材で，新たに配備した中型のヘリコプ
ターを現場に派遣し，他社に先駆けて救出の瞬間を撮影
し，いち早く特設ニュースで伝えた。

31 [NHK秋のふれあい広場～教育フェア2009～」を放送
センター周辺で行った。人形劇『新・三銃士』のミニラ
イブや会場からの生放送などを行い 9 万2,000人近い来
場者があった

31 インターネット上で映像素材を無料提供するサービス
[NHKクリエイティブ・ライブラリー」を開始した。
中高校生などの若年層が映像制作を体験できるようにす
るのがねらい

社会の動き10月 N H K
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1 地上波テレビのアナログ放送終了リハーサル対象地
域となっている石川県珠洲市では，他地域より 1 年
早く10年 7 月24日でアナログ放送を終了することが
関係者間の協議で決まった

1 マスコミ倫理懇談会全国大会が愛媛県松山市で 2 日
間の日程で開催された。「変容する時代 メディアの
原点を問う」をメインテーマに意見が交わされ，権
力の監視，人権の擁護などを深く自覚して報道する
意義が確認された

7 全国FM協議会加盟38社が地域ごとに協力して，携
帯端末向けマルチメディア放送の「地方ブロック向
け」放送への参入を目指し，全国 6 ブロックで企画
会社を設立した。携帯端末向けマルチメディア放送
は，地上波テレビのデジタル化で空く周波数を利用
して行われるデジタル放送で，音声だけでなく，映
像やデータの配信も可能になる

7 総務省は，地上デジタル放送の日本方式（ISDB-T方
式）を南米ベネズエラ政府が採用を決定したと発表
した。南米では，ブラジル，ペルー，アルゼンチン，
チリに続いて 5 か国目。総務省は，ベネズエラでの
円滑な導入に向けて技術委員会を設置し，技術協力
や人材育成などの支援をすることにしており，アフ
ターサービスを強調しながら，今後，日本方式を採
用した各国と連携して，南米の未採用国への普及に
努めることにしている

9 BPOの青少年委員会が開催したシンポジウム「“デ
ジタルネイティブ”がテレビを変える！」で，“デジ
タルネイティブ”世代のメディア接触の実態調査結
果が発表された。調査によると，余暇で重要なこと
は，携帯電話のメール74.2％で，テレビ視聴の71.3％
を上回った。携帯電話やパソコンによるメールは，
若年層の情報行動の中心を占めており，携帯電話で
ほぼ毎日メールのやり取りをしている若者は77.4％
にのぼっている

22 プロダクションの団体である全日本テレビ番組製作
社連盟（ATP）の「ATPテレビグランプリ2009」に
東阪企画制作の『空飛ぶタイヤ』（WOWOWの連続
ドラマ）が選ばれた。ATP賞は同連盟に加盟する製
作者らが選ぶ

28 教育コンテンツの国際コンクール「日本賞」のグラ
ンプリに，イギリスTT制作のアニメーション『き
みのニュースはなーに？』が選ばれた。36回目を迎
えたコンクールには，世界65の国や地域からこれま
でで最多の324本の応募があった

30 総務省の「グローバル時代におけるICT政策に関す
るタスクフォース」の初会合が開かれた。このタス
クフォースは，これまでの競争政策を環境変化に対
応したものに見直し，新たなICT（情報通信技術）
政策を「地球的課題検討会」など 4 つの部会で，有
識者が 1年かけて検討する

5 米ピューリサーチセンターは，09年上半期のニュー
ス報道に関する調査結果を発表し，米報道機関のニ
ュース報道は，政府や金融に関するものに集中し，
経済問題についての報道が極端に少なかったと指摘
した。調査は新聞，テレビ，ネットなど約 1 万本に
およぶニュースやリポートを対象に内容分析したも
ので，経済報道では全体の75％がワシントンかニュ
ーヨーク発で政財界の動きが中心だったのに対して，
経済が一般国民の生活に及ぼしている影響などにつ
いての踏み込んだ報道は 5％以下だったという

8 世界の主要メディアの幹部が一堂に会した「世界メ
ディアサミット」が 8 日から 3 日間，北京で開かれ
た。中国国営の新華社通信がニューズ・コープ，
BBC，AP，ロイター，共同などと共催で開いたもの
で，ニューズ・コープのルパート・マードック会長
をはじめ170社余りの幹部が出席した

8 フランスの規制機関CSAは，デジタルテレビ受信の
普及状況を発表した。 6 月末の時点で，70.3％の世
帯が少なくとも 1 台のテレビで，地上デジタル放送
(TNT）またはADSL，衛星，ケーブルによるデジ
タルサービスを受信しており，その割合は 1 年間で
15ポイント増加した。39％の世帯では世帯内のすべ
てのテレビがデジタルで受信している

10 アルゼンチンで新しい放送法が成立・発効した。新
法は，地上放送を公共サービスと定義し，非政府組
織，州営放送局，民間企業のそれぞれに 3 分の 1 ず
つ免許を割り当てるとしており，巨大メディアグル
ープの影響力を減少させることが意図されている

16 BBCは，インターネット利用状況を発表し，15歳以
上の成人の21％が自宅も含めどの場所でもインター
ネットを利用していないことを明らかにした。また，
インターネットをまだ利用していない理由として，
55歳以下の人は経済的理由をあげ，高齢者はインタ
ーネットに対する技術不足をあげた

24 ASEAN（東南アジア諸国連合）関連首脳会議出席
のためタイのホアヒンを訪問した鳩山首相は，フィ
リピンのアロヨ大統領に対し，地上デジタル放送の
規格に日本方式を採用するよう要望し，大統領は，
[採用を真剣に検討している」と答えた。日本方式
の海外での普及は，南米の 5 か国に広がったが，フ
ィリピンでの採用が決まれば，アジア諸国初めてと
なる

26 米新聞雑誌発行部数考査機構（ABC：Audit Bureau
of Circulation）は，09年 4 月～ 9 月期の新聞発行部
数が，平日で08年同期比11％減，日曜で7.5％減とな
ったと発表した。 1 日当たりの発行部数は計4,400万
部で，これは1940年代以来最低の数である。新聞別
では長年トップを維持してきたUSA Todayが17.2％
減の190万部となり，0.6％増の202万部を販売した
ウォールストリートジャーナルが首位となった

国　　内 海　　外10月
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4 巨額の赤字に陥る見通しのトヨタ自動車はF 1 世
界選手権から09年限りで撤退すると発表した

4 大リーグ・ワールドシリーズで，ヤンキースが 9
年ぶりに優勝し，松井秀喜選手が日本人で初めて
シリーズ最優秀選手，MVPに選ばれた

5 経営再建中の日本航空は国内線 8 路線，国際線 8
路線の計16路線を廃止すると発表した

6 広島県北部の山中で遺体の一部が見つかり，10月
末から行方不明になっている島根県浜田市の女子
大学生と確認された

6 住友信託銀行と中央三井トラスト・グループは，
11年 4 月をめどに経営統合すると発表した。国内
最大の信託銀行グループが誕生する

10 財務省は，9 月末の国債，借入金などを合計した
[国の借金」が864兆5,226億円で過去最高になっ
たと発表した

10 千葉県市川市で07年 3 月に英会話学校講師の英国
人女性の遺体が見つかった事件で，整形手術を繰
り返し 2 年 7 か月余りも逃亡していた市橋達也容
疑者が大阪市内で逮捕された

10 テレビや舞台で活躍し，戦後を代表する国民的俳
優として親しまれた森繁久彌さんが死去，96歳

11 政府の行政刷新会議の作業チームは，「事業仕分
け」に着手した。10年度予算の概算要求のうち
447事業を対象に公開の場で省庁担当者から説明
を聞き質疑応答を行う作業を27日まで続けた

13 就任後初来日したオバマ米大統領が鳩山首相と会
談した。日米同盟の重要性を再確認し，普天間基
地移設問題で早期の結論を目指すことで一致した

14 韓国・プサンの室内実弾射撃場で火災が発生し，
日本人観光客10人を含む15人が死亡した

14 動物行動学を国内に広めた第一人者で，京都大学
名誉教授の日高敏隆さんが死去，79歳

20 政府は11月の月例経済報告で，日本経済が「緩や
かなデフレ状況にある」とし，デフレに陥ってい
るとする判断を 3年 5か月ぶりに示した

22 東京・杉並区の雑居ビルの居酒屋で調理中の火が
燃え広がって，客と従業員 4人が死亡した

27 東京外国為替市場の円相場は，ドバイを震源とす
る信用不安，「ドバイショック」が波及し，14年
4 か月ぶりに 1ドル＝84円82銭まで急騰した

27 ロシア北西部トベリ州で，走行中の特急列車の後
部車両が脱線し26人が死亡した。ロシア検察当局
は爆発物を仕掛けたテロと断定した

29 男子プロゴルフツアーが開かれていた高知県のゴ
ルフ場でTBSの取材クルーが運転していたカート
が観客の中に突っ込み， 3人がけがをした

30 肝炎患者を救済するための経済的な負担軽減や医
療機関の整備などを定めた肝炎対策基本法が参院
本会議で可決，成立した

1 {NHKスペシャル～証言ドキュメント　永田町・権力
の攻防』を 3日まで 3夜連続で放送した。93年の細川連
立政権誕生から今回の政権交代まで16年間にわたる権力
の攻防の舞台裏を当事者の証言を通じて検証した

6 GTVで『2009NHK杯フィギュア』の中継を放送中，一
部のデータ連動デジタル受信機で映像が映らなくなった
り画面がちらついたりするという苦情が寄せられた。復
旧手順を誤りテレビにL字型のデータ放送を強制表示す
るトラブルも招いた。調査の結果，一部メーカーの特定
機種でソフトウエアに問題があったと判明

10 {プロフェッショナル　仕事の流儀』（GTV）のキャス
ター，茂木健一郎さんが収入の申告漏れを国税局に指摘
されたことが報道された。すでに未申告分の納税を済ま
せ反省していることなどから番組は予定通り放送した

11 会計検査院による平成20年度決算検査報告が内閣総理大
臣に提出され，NHKはシステム改修・保守等のコン
ピューターサービスに関する調達について誤認があり，
官報による公告等の手続きが行われておらず，改善の必
要性があると指摘された

17 放送技術局制作技術センターの専任エンジニア（58）が
京王井の頭線の電車内で20代の女性の身体に触ったとし
て強制わいせつの疑いで逮捕されたと発表した。10年 3
月 2 日に懲役 1 年 6 か月，執行猶予 3 年の判決があり，
3月16日に懲戒免職処分とした

18 総務省は，11年 7 月の地上波完全デジタル化までに現在
3 チャンネルで放送されているNHKのBS放送のうちBS
ハイビジョン放送を廃止し， 2チャンネルにすると発表
した

22 {ETV特集～ピアニストの贈りもの～辻井伸行・コン
クール20日間の記録』を放送した。全盲のピアニスト，
辻井伸行さんがハンディを乗り越えて日本人で初めてヴ
ァン・クライバーン国際ピアノコンクールで優勝するま
での20日間を描いた。辻井さんの演奏のすばらしさ，素
直な人柄，音楽の奥深さを伝えた

22 大河ドラマ『天地人』が例年より 1か月早く最終回を迎
えた。平均視聴率は21.2％，最高視聴率は26.0％で，年
間を通じて好評を得た

29 司馬骰太郎の原作を基に 3年間をかけて放送する『スペ
シャルドラマ　坂の上の雲』の第 1部全 5話を12月27日
まで放送した。柔らかい質感が表現できる特殊なカメラ
で撮影し，ハイビジョンの鮮明な画質と組み合わせた豊
かな映像で表現した。特殊カメラによる映像は大河ドラ
マ『龍馬伝』でも使用

29 [NHK歳末たすけあい」「NHK海外たすけあい」の一
環として特別番組『あなたのやさしさを2009』の生放送
とステージショーを東京の六本木ヒルズで行った
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2 放送倫理・番組向上機構（BPO）の放送と青少年に
関する委員会が，夏に起きた芸能人の薬物事件報道
に関して，量と内容に疑問を抱かざるをえないと指
摘し，薬物被害の実態を正確に伝えること，青少年
に薬物への興味を抱かせるような表現は避けること，
背景や影響など多角的な報道を行うこと，の 3 点を
放送界に要望した

5 民放在京キー局 5 社の09年 9 月期の中間決算がこの
日までに出そろった。売上高はフジが1,639億円，日
本テレビが1,293億円などだが，不況によるCM収入
等の落込みで，TBSの20.1％減をはじめ 5 社とも売
上高が前年同期を下回った

5 日本弁護士連合会は 2 日間の日程で，和歌山市で人
権擁護大会を開催した。採択された表現の自由を確
立する宣言では，国や地方公共団体に市民の政治的
表現行為に干渉・妨害をしないよう求め，マスメ
ディアには，権力による不当な干渉を排除して多様
な報道の実現に努力するよう提言した

12 英国人女性の死体を遺棄したとされる事件で，護送
される容疑者を取材しようとして，規制ラインから
飛び出したTBS社員が，公務執行妨害の現行犯で千
葉県行徳署に逮捕された。この事件の取材は，容疑
者が10日に大阪で逮捕されたときから過熱し，現場
で混乱が続いていた

16 総務省は，11年の地上波テレビのデジタル化に伴っ
て空く周波数を使って行う新デジタル放送サービス
に関して，AMやFMラジオ局のほか携帯電話 3 社な
ど36組が参入を希望している，と発表した

17 放送倫理・番組向上機構（BPO）の放送倫理検証委
員会が，視聴者から多くの批判が出ているバラエ
ティー番組に関して，改善等を求める「意見」をま
とめ，日本民間放送連盟に申し入れた

18 総務省は11年 7 月の地上波テレビの完全デジタル化
までに，現在 3 チャンネル放送されているNHKの
BS放送を 1 チャンネル減らして 2 チャンネルにする
と発表した。廃止されるのは，BSハイビジョン放送

24 NHKとテレコムスタッフが制作した『星新一ショー
トショート』（09年 2 月放送）が，第37回国際エミー
賞で，コメディー部門の最優秀賞に当たる「国際エ
ミー賞」を受賞した

25 電子情報技術産業協会（JEITA）の発表によれば，
地上デジタル放送受信機の国内累積出荷実績が09年
10月末現在で約6,074万台となった。内訳は，テレビ
が3,796万，地上デジタルチューナーを内蔵したDVD
デコーダが846万，ケーブルでデジタル伝送された地
上・BS・110度CSデジタル放送を受信する端末が
765万など

25 愛媛県警が，テレビのデジタル放送のコピーを10回
までに制限するダビング10を解除するソフトをイン
ターネットで販売したとして，長野県の男性を著作
権法違反容疑で逮捕した

1 ドイツの公共放送ZDFは，公共放送離れが顕著な25
～49歳の若い家族を主な対象にした専門チャンネル
ZDFneoの放送を開始した。リアリティショー，ド
キュメンタリー，映画，ドラマを中心に編成し，ニ
ュース，政治番組，スポーツ番組はない。また，若
い世代の生活時間に合わせてプライムタイムを21時
台に設定している

4 エジプトのナイルサットとサウジアラビアのアラブ
サットが，事前の通告なしに，イランのアラビア語
衛星チャンネルAl-Alamの伝送を停止した。この結
果，アラブ地域の視聴者は同衛星チャンネルへの接
触ができなくなった

14 パキスタン放送協会（PBC）は，イスラマバードで，
同協会初めての英語FM局Planet FM-94を開局した

16 英の公共放送BBCは，地上デジタル放送のFreeview
で行うHDTVサービス計画を発表した。それによる
と，10年 6 月開催のサッカーワールドカップまでに
全人口の50％を，12年の完全デジタル移行までに
98.5％を視聴可能とする

17 VOAなど米の国際放送を管轄する米放送管理委員会
(BBG）は，VOA，ラジオ・フリー・ヨーロッパ，
ラジオ・リバティなどBBG傘下の国際放送の週間視
聴者数が 1 億7,100万人に達したと発表した。これは
BBGの独自調査機関がまとめたもので，02年の 1 億
人に比べて70％の増加となっている

30 イタリアの首都ローマのあるラツィオ州のほぼ全域
で，アナログ放送が終了した。対象となったのは住
民約500万人で，国内では最大規模となった。イタリ
ア地上デジタル放送推進協会DGTViのまとめによる
と，同協会が認定していない非MHPタイプのSTBな
どを保有する人は煩雑な周波数再設定を行う必要が
あるため，当初は州内の20％以上の住民が公共放送
RAIのチャンネルを受信できないなどのトラブルが
相次いだ。12月中旬には国内第 3 の都市ナポリが移
行を予定しており，予定通りにいけば09年末時点で，
人口の約 3 割にあたる約1,600万人のデジタル移行が
完了する

31 デンマークの地上アナログ放送が終了し，デジタル
放送に完全移行した。これに伴い，従来 1 つのマル
チプレックス（多重周波数帯）で放送されていた地
上デジタル放送に，新たに 3 つのマルチプレックス
が加わり，計42チャンネルのサービスとなった。公
共放送DRが，子ども向けDR Ramajang，歴史・文
化のDR K，100%HD制作のDR HDの 3 つの専門チ
ャンネルを新設したほか，スウェーデンのプラット
フォーム事業者Boxerが，最大25チャンネルの有料
パッケージの提供を始めた。Boxerは，スウェーデ
ンTV4，ノルウェーTV2，ドイツARDは無料で提供
する。DRの新チャンネルとBoxerの有料チャンネル
の視聴には，MPEG4対応の受信機が必要となる

国　　内 海　　外11月
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1 日本銀行は臨時の金融政策決定会合を開き，金融
市場に10兆円規模という資金供給量を明示した新
たな金融緩和策の導入を決めた

1 72年の沖縄返還で，日本側が多額の財政負担をす
る日米間の密約の存在を元外務省アメリカ局長の
吉野文六氏が東京地裁で証人として明らかにした

2 仏教やシルクロードをテーマに幻想的な作品で知
られる日本画家，平山郁夫さんが死去，79歳

4 みずほ証券が05年12月， 1 株61万円の売り注文を
61万株 1 円と誤発注し， 9 分間に400億円余の損
失を出したのは東京証券取引所のシステム不具合
などに原因があると損害賠償を求めた訴訟で東京
地裁は東証側に約107億円の支払いを命じた

6 男子ゴルフの石川遼選手（18）が獲得賞金を 1億
8,300万円とし，史上最年少の賞金王に輝いた

9 スズキと独フォルクスワーゲンが包括提携で合意
した。世界最大の自動車メーカー連合が誕生する

10 民主党の小沢一郎幹事長が北京を訪れて胡錦濤国
家主席と会談した。訪中団には民主党の国会議員
143人が参加し胡主席と握手し記念写真を撮った

11 私生活を巡るスキャンダルが雑誌などに取り上げ
られた米プロゴルファー，タイガー・ウッズ選手
は当面，ゴルフツアーを欠場すると発表した

13 近代経済学の第一人者でノーベル経済学賞を受賞
したポール・サミュエルソンさんが死去，94歳

15 42年前の布川事件で，強盗殺人罪で無期懲役が確
定し29年後に仮釈放された桜井昌司さんと杉山卓
男さんについて最高裁は再審開始を決定した

15 天皇陛下は皇居宮殿で中国の習近平国家副主席と
面会した。面会申し入れは 1 か月前までとする慣
例期限を過ぎていたため政府対応に批判が出た

19 COP15，国連気候変動枠組み条約第15回締結国
会議は，温室効果ガスの削減に関する「コペンハ
ーゲン合意」を承認した。正式な採択ではなく
[合意に留意する」との決着

21 鳩山首相は，ガソリンの暫定税率は廃止するもの
の，新たな仕組みを設けて現行税率の水準を維持
する方針を表明した。会見で「マニフェストに沿
えなかったことはおわびする」と陳謝した

21 宇宙飛行士，野口聡一さんが国際宇宙ステーショ
ンでの 5か月間の滞在を始めた

22 沖縄返還交渉をめぐり，当時の佐藤栄作首相とニ
クソン米大統領が交わした核持ち込みの密約文書
を佐藤氏の遺族が保管していたことがわかった

24 鳩山首相の資金管理団体「友愛政経懇話会」の偽
装献金事件で東京地検は，元秘書 2人を起訴した。
鳩山首相は不起訴となった

25 鳩山政権初の新年度予算案が決まった。マニフェ
ストに掲げた政策を盛り込んだ一般会計の総額は
92兆2,992億円余と過去最大規模となり，国債発
行額は44兆円余と戦後初めて税収を上回った

1 [いのちの日」にあわせて自殺防止キャンペーンを開始
した。自殺を考えた人に生きる希望を与えたひと言など
をテーマに 3回シリーズで伝えた『生活ほっとモーニン
グ』，自殺者を減らす提言を紹介した『日本の、これか
ら』，英国の自殺防止国家戦略を紹介した『クローズア
ップ現代』などの関連番組を放送した

1 シンガポール支局を開設した。初めての試みとして，随
時ハイビジョン伝送できる光ファイバー回線を契約した

3 衛星放送再編成について福地会長は会見で「 3か年経営
計画の中で完全デジタル化とともに 1波削減し，ハイビ
ジョン 2波への再編成を検討すると掲げている。変更案
通りに決定されれば，BS1は報道・情報番組を中心に，
BS2では教養・娯楽番組を中心に編成する」と述べた

7 {日米開戦を語る～海軍はなぜ誤ったのか～400時間の
証言より』を放送した。『NHKスペシャル』の夏の特集
を生かし，400時間に及ぶ海軍反省会の証言記録を 3 人
の識者がそれぞれの視点で読み解いた

10 BShi，『プレミアム 8 ～巨匠たちの肖像　ヒッチコック
～サスペンスの深層』は，ヒッチコックの映画技法の解
説や当時の撮影手法の再現でサスペンスの神様の秘密に
迫り，映像と音の表現へのこだわりを紹介した

14 海外向けに24時間の英語放送を行っている「NHKワー
ルドTV」がハイビジョンによる本放送を開始した

19 環境特集番組「SAVE THE FUTURE」を生放送した。
13年以降の地球温暖化対策の枠組みを決めるコペンハー
ゲンでの「COP15」開催に合わせた

19 {おかあさんといっしょファミリーコンサート』大阪公
演は，うたのお兄さんとお姉さんが新型インフルエンザ
と診断されたため中止した

20 {女子第21回全国高校駅伝』と『男子第60回全国高校駅
伝』を中継した。全チームのたすき渡しを伝えること，
最後のチームまで完全中継することを方針にした。全チ
ームのたすき渡しのシーンを見ることができるウェブ動
画サービスを初めて実施した

24 08年12月に開始した番組の有料配信サービス「NHKオ
ンデマンド」発足後 1 年間の売り上げは約 2 億1,000万
円だったと発表した。10年 3 月までに累計売り上げを25
億円と見込んだ当初計画の達成は困難な状況となった

24 31日に放送する『紅白歌合戦』をNHKオンデマンドの
見逃しサービスで10年 1 月 1 日から11日まで有料で配信
すると発表した。これまでは一部の出演者の合意が得ら
れず，配信できなかった

26 {NHKスペシャル～働き盛りのがん』を放送した。 6
回のがんの手術を乗り越えた男性の実体験をドラマ化
し，スタジオでは，がんと闘う 5人が社会全体でがん克
服に取り組む必要性を訴えた

31 {第60回紅白歌合戦』は“歌う力∞無限大”をテーマに
した 3年間の締めくくりで，特別応援ゲストにイギリス
人女性歌手スーザン・ボイルさん，サプライズゲストに
矢沢永吉さんが出演した。視聴率は第 1 部が37.1％，第
2部が40.8％だった

社会の動き12月 N H K
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1 放送事業者や家電メーカー，総務省などで構成する
[地上デジタル推進全国会議」が，第10次行動計画
を発表した。今後の 1 年を最重要時期と位置づけ，
デジタル化が困難な地域への対応策，CATVへのデ
ジアナ変換の暫定的導入などに重点的に取り組むと
している

1 原口総務相が，閣議後の記者会見で「ICT分野にお
ける国民の権利保障等の在り方を考えるフォーラ
ム」の設置を明らかにした。言論人，憲法学者，ジ
ャーナリストらが参加して 1 年程度をかけて議論す
る。原口総務相は，新設を検討する行政委員会はア
メリカのFCCのような強力な規制権限を持つもので
はなく，言論・放送の自由を守るとりでにする意向
だ，と述べた

4 民放連が09年秋の番組改変期にあたって，地方局も
含めた加盟局ごとの青少年向け番組一覧を発表した。
民放連加盟局は，青少年向け番組を少なくとも週 3
時間以上放送する申し合わせを行っているが，最近
有害番組が多いとの批判がBPOなどに寄せられてい
る

4 NHKが巨大地震をテーマとするドキュメンタリーシ
リーズ『メガクエイク』を，ナショナル・ジオグラ
フィック・チャンネルズ・インターナショナル（本
部：アメリカ）と共同制作すると発表した。 4 本シ
リーズで，日本では10年 1 月から 3 月の間に放送さ
れ，その後世界166か国，34言語で放送される予定

7 国際公共放送会議が 2 日間の日程で，京都で開催さ
れた。この会議が日本で開催されるのは初めてで，
40の国と地域から関係者が参加し，公共放送が抱え
る課題等について意見が交わされた

10 大阪の準キー局朝日放送が，朝日新聞社との提携強
化を発表した。朝日放送は朝日新聞社の株式 7 万
4,000株（発行済み株式の2.31％）を取得した。朝日
新聞は朝日放送の筆頭株主だが，朝日放送はこれま
で朝日新聞の株を保有していなかった。両社は「協
業推進委員会」を設置し，具体的な事業提携の検討
を開始した

11 青森県の東奥日報社は，ウェブでニュース映像など
を配信する動画サイト「東奥NETテレビ」を開設し
た

14 10年 6 ～ 7 月に南アフリカで開催されるサッカーワ
ールド杯の中継計画が決まった。予選で日本代表チ
ームが出場する試合は，対カメルーン戦がNHK，対
オランダ戦がテレビ朝日，対デンマーク戦が日本テ
レビとなった

24 ヤフーの子会社「GyaO！」が，テレビ朝日，朝日
放送と提携して，同社の無料映像配信サイト
[GyaO！」で，テレビドラマを放送前に配信する
[オンライン試写会」を実施すると発表した。10年
1 月15日から始まるドラマを 1 月13日から15日まで
1,000人に限定して視聴できるようにする

1 ノルウェーは，地上アナログ放送を終了し，デジタ
ル放送へ完全に移行した。受信料を財源とする公共
放送のNRK（ノルウェー放送会社）は，アナログ時
代から放送していたNRK1とNRK2の計 2 チャンネル
に加え若者を対象としたNRK3と子ども向けのNRK
Superをデジタルで新設し，合計4チャンネルの放送
を行う

3 ドイツの商業放送の規制監督を行う各州メディア監
督機関の連合体ALMは，商業放送の財源基盤が崩れ
つつあり，ニュースや情報番組の質の低下を招くこ
とで，社会全体が重大な影響を受けることになる，
との見解を共同で発表した。これを防ぐためには，
公共放送ARDとZDFの広告放送とスポンサーシップ
を廃止し，財源は受信料に一本化することや，公共
放送が民業圧迫をしないよう，現在進行している任
務範囲の見直しのプロセスを厳密に行うことが必要
だとしている

10 米ニールセン社の発表によると，米国内で65歳以上
のシニア層のインターネット利用者は，04年11月に
1,130万人だったが，09年11月には55％増えて1,750万
人となった。利用時間も04年の月平均52時間から，
09年は58時間に増加した。利用の内訳を見ると，eメ
ール，写真の送受信，SNS，ニュースや天気の閲覧
などバラエティーに富んでおり，特にこの世代の特
徴として趣味，旅行，健康，投資情報を求める人の
割合が高いと分析している

14 BBCは，報道（ジャーナリズム）・制作・リーダー
シップ・技術の分野をカバーする総合的な研修セン
ター「BBCアカデミー」を開校すると発表した。こ
れは，チャンネル4やITVといった公共サービステレ
ビや独立プロダクションの利益団体であるPACT，
労働組合のBECTU等とのパートナーシップで組織
されたもの。また，過去 3 年間BBCが内部に限定し
てきた「BBCジャーナリズム学校」（BBC College of
Journalism）のウェブサイトも一般に公開される

17 ニューヨークに本部を置くメディア監視団体「ジャ
ーナリスト保護委員会」が発表した年次報告による
と，09年に職務中に死亡したジャーナリストは68人
に上り，過去最悪となった

21 米の公共テレビPBSは，ニールセンの視聴率調査に
加わると発表した。商業放送局では広告スポットを
販売する際，ニールセンの視聴率調査結果が重要な
指標になっているが，PBSはこれまでニールセンの
毎日の視聴率統計には参加しておらず，月例報告の
みを受けていた。今後，『Frontline』や『Sesame
Street』など多くの番組で詳細な視聴率調査結果を
とっていくことにしている。PBSの担当者は「どん
な視聴者が番組を見ているかを把握するとともに，
PBSへ協賛金を出してくれている企業や団体への説
明責任にもつながる」と話している

国　　内 海　　外12月
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3 ペルーのフジモリ元大統領が治安部隊を指揮して
市民を殺害したとされる事件の裁判がペルー最高
裁で行われ，禁固25年の刑が確定した

6 新年度予算の審議を前に藤井裕久財務相が体調不
良を理由に辞任した。鳩山首相は菅直人副総理を
後任にあてた

6 南極海で日本の調査捕鯨船団に接近して妨害を繰
り返していた環境保護団体「シー・シェパード」
の高速船が船団の 1隻と衝突して大破した

12 カリブ海のハイチでマグニチュード7.0の地震が
起きた。犠牲者は20万人を上回ると見られている

12 大相撲の大関・魁皇は幕内勝ち星808勝を達成，
元横綱・千代の富士の807勝を抜く歴代最多記録

15 民主党の小沢幹事長の資金管理団体「陸山会」の
土地購入を巡る事件で，東京地検は元私設秘書の
衆院議員ら 2 人を逮捕した。16日に公設第1秘書
を逮捕，23日には小沢氏から事情聴取を行った

15 インド洋で多国籍軍に給油活動を行ってきた海上
自衛隊は，新テロ対策特別措置法の期限切れに伴
い 8年にわたる活動を終了した

17 巨人，阪神の元投手で，日本ハムの投手コーチの
小林繁さんが死去，57歳

19 日本航空と主要子会社 2 社は東京地裁に会社更生
法の適用を申請し経営破たんした。負債総額は 2
兆3,200億円，日本の事業会社では過去最大規模

20 北海道砂川市が市有地を空知太神社に無償で使用
させていることについて最高裁は，政教分離を定
めた憲法に違反するという判断を示した

21 中国の09年10～12月のGDPが前年同期比で10.7％
増加，日本を抜き世界第 2位の経済大国に

23 横綱・朝青龍が初場所中の16日，酒に酔って知人
の男性に乱暴したとして武蔵川理事長から厳重注
意されたことが横綱審議委員会で報告された

24 沖縄県名護市長選で，米軍普天間基地の移設に反
対する新人が移設容認の現職を破り当選した

27 01年の兵庫県明石市の歩道橋事故で，神戸第 2検
察審査会は不起訴になっていた当時の警察署副署
長を起訴すべきと議決した。検察審査会は法改正
で権限が強化され， 2度目の審査を行っていた

27 財務省発表の09年の貿易統計によると，対米輸出
の減少により中国が日本の最大の輸出国となった

27 [ライ麦畑でつかまえて」などで知られる米作家，
J.D.サリンジャーさんが死去，91歳

28 総額 7 兆2,013億円の経済対策など09年度第 2 次
補正予算が可決，成立した。エコポイント制度延
長や雇用対策などが盛り込まれた

28 鳥取県内で男性が相次いで不審死した事件で鳥取
県警は，元スナック従業員の上田美由紀容疑者を
強盗殺人容疑で逮捕した。変死した男性の遺体か
らは上田容疑者が所持するものと同じ睡眠導入剤
の成分が検出されていた

1 {NHKスペシャル～生激論2010 にっぽん大転換！？』
を放送した。立場の異なる 7人の論客と菅副総理が，鳩
山政権の政策について生放送で討論し，理念と実際の政
策のギャップが厳しく指摘される場面などがあった

3 大河ドラマ『龍馬伝』が始まった。坂本龍馬の生涯を，
幕末屈指の経済人・岩崎弥太郎の視点で見つめたオリジ
ナル作品で，主演はNHKドラマ初出演のシンガーソン
グライター福山雅治さん。第 1回の世帯視聴率は23.2％

9 R2，FM放送でラジオ用音声同期信号発生装置の障害に
より最大16分35秒にわたり放送が中断した。 3 月17日，
総務省から行政指導を受け， 3月31日に再発防止措置な
どについて報告した

13 電波監理審議会がNHKのBS放送について現行の 3 チャ
ンネルから 2チャンネルに再編すると答申した

13 10年度の予算案と事業計画を発表した。事業収入は
6,786億円，事業支出は6,847億円。地上デジタル放送の
難視聴対策費などの増額により61億円のマイナスで， 2
年連続の赤字予算となった。受信料収入見込みは過去最
高の6,550億円

17 阪神・淡路大震災から15年，『特集ドラマ　その街のこ
ども』を放送した。『NHKスペシャル～MEGAQUAKE
巨大地震』は，第 1回「次の巨大地震をつかめ　人類の
果てしなき闘い」を10日に，第 2 回「KOBE 15秒の真
実　そのとき地下で何が」を17日に放送した

19 ETVの『福祉ネットワーク～なるほど！なっとく介護』
では「ジャズシンガー・綾戸智恵　母との歩み」を放送
した。脳こうそくで倒れた母親のためコンサートを休止
し，24時間介護に専念する綾戸さんの壮絶な日々を紹介
した

20 朝の『連続テレビ小説』の放送時間を10年度から，これ
までより15分繰り上げて午前 8 時からにすると発表し
た。視聴者の生活様式の変化に対応したもので，『連続
テレビ小説』の放送時間の変更は1962年以来48年ぶり

31 [あすの日本」プロジェクトが企画した『NHKスペシ
ャル～無縁社会～“無縁死” 3万 2千人の衝撃』を放送
した。自治体を対象に行った独自調査の結果を基に徹底
した取材で変化する家族や個人と社会の関係に迫った。
{ニュースウオッチ 9』でも 1月 6日から12回にわたり
[シリーズ特集 “無縁社会”ニッポン」を放送した

31 中国で受信された海外向け日本語放送「NHKワールド
プレミアム」の『ニュース 7』で，日中歴史共同研究報
告書発表についてのニュースの途中，20秒にわたって音
声と映像が中断した。中断直前に流れていた映像は89年
の天安門事件当時の資料映像だった

社会の動き1月 N H K
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7 総務省は，通常国会に提出を予定する通信・放送の
新たな法体系の概要を発表した。新法案では，「マス
メディアの集中排除原則」を緩和し，地方放送局へ
の出資規制の上限を現行の20％未満から 3 分の 1 に
引き上げる。デジタル化への投資や広告料収入の減
少で経営が苦しい地方放送局に対して，キー局など
が支援しやすくなる

7 民放連は，総務省の「ホワイトスペース」活用など
新たな電波の利用方策についての提案募集に対し，
特定エリア向けに情報発信を行う「エリアワンセ
グ」を提案した

14 TBSテレビは，09年12月に放送した詐欺事件を巡る
報道の取材過程で，番組制作会社の記者が詐欺取材
対象者の本名を確認するために，郵便物を無断で開
封していたことがわかったとして，『イブニングワイ
ド』の中で謝罪した

19 原口総務相が，民主党の小沢一郎幹事長の政治資金
等を巡る報道で，情報源を「関係者」と表現してい
るケースが多いと指摘し，なんの関係者かわからな
い，少なくともそこを明確にしないと電波という公
共のものを使ってやるにしては不適当だ，と述べた。
報道への介入，圧力になるとの批判が出て，後日
[放送内容に介入する気はない」と釈明した

20 日本新聞協会や日本文芸家協会など 6 団体が，著作
物を許可なく利用できる範囲を定める「日本版フェ
アユース」の導入に反対する意見書を，文化審議会
著作権分科会法制問題小委員会に提出した

22 総務省は，石川県珠洲市とその周辺で 2 回目のアナ
ログ放送停止実験を行った。珠洲市とその周辺地域
は，全国より 1 年早く10年 7 月から地上デジタル放
送に完全移行する予定で，09年 7 月に 1 時間のアナ
ログ放送停止実験を行ったが，今回は22日正午から
48時間実施された。今回の実験は，地域社会の協力
を得ながら入念な周知活動が行われ，簡易チューナ
ーが無償で貸与されるなど万全な態勢で行われたこ
ともあって，大きなトラブルはなく終了した

25 KDDIが，CATVの最大手ジュピターテレコムの発
行済み株式の37.8％を取得する，と発表した。CAT
V会社を関連会社化して，電話とネット，テレビを
つなぐサービスをしやすくするのが狙い

28 総務省は，「ラジオと地域情報メディアの今後に関す
る研究会」を設置する，と発表した。デジタル化で
空いた周波数を使って映像配信するラジオなどが計
画される中で，ラジオ全体の将来像を考える。報告
書は，10年 6 月にまとめる予定

29 民放連は，民放テレビ・ラジオの09年度中間決算の
概況をまとめた。地上民放194社の売上高は前年同期
比9.5％減の 1 兆1,066億円，経常損益は同30.1％減の
203億円と，前期に続き大幅な減収減益となった。地
上民放の99社が損失を計上するなど，厳しい状況が
続いている

1 韓国のデジタル衛星放送スカイライフは，24時間放
送の 3次元専門チャンネル「SKY 3 D」を開始した。
3 D対応テレビを持つ視聴者は，専用のゴーグルを
かけることで，追加の費用なしに，英語などの教育
番組，アニメーション，映画，ドキュメンタリー，
コンサート，スポーツ番組などを立体映像で楽しむ
ことができる

12 アメリカのネット検索最大手グーグルは，中国政府
による厳しいネット検閲や，同社の無料メールサー
ビス「Gメール」が中国内からとみられるハッカー
攻撃を受けたことなどを理由に，中国市場からの撤
退を検討している，と表明した。グーグルは，中国
向けサイトが閉鎖されるのを覚悟で自己検閲を取り
やめる姿勢を見せ，今後中国政府と協議する意向を
示した

12 国営ベトナムテレビ（VTV）とフランスの有料テレ
ビCanal＋が合弁で09年 6 月に設立したベトナム衛
星デジタルテレビ（VSTV）が，直接受信の衛星テ
レビK＋のサービスを正式に開始した。K＋は，娯
楽・映画・スポーツなど50以上のチャンネルを持つ
ベトナムでは最大規模の衛星テレビ放送で，ほとん
どの番組にベトナム語の吹き替えか字幕がつく

15 アメリカのラジオ国際放送「ラジオ・フリー・ヨー
ロッパ／ラジオ・リバティ（RFE／RL）は，パキス
タンとパキスタン・アフガニスタン国境地域向けに
パシュトゥー語による放送を始めた。放送は，
RFE／RLのあるチェコのプラハから送信されるが，
記者はパキスタンの新支局を拠点に取材活動を行う

18 ドイツの全国向け公共ラジオ放送局ドイチェラント
ラジオは，第 3 のチャンネルとして，若い世代を主
な対象とした知識・情報チャンネル「DR a d i o
Wissen」の放送を始めた。今日の出来事，自然，メ
ディアなど 7 つのテーマについて最新の情報を提供
する。夜に放送される公開の番組編集会議には，視
聴者もオンラインで参加できる。衛星，ケーブル，
地上デジタル音声放送，インターネットでデジタル
でのみ提供され，ウェブサイトでは過去の番組のダ
ウンロードやポッドキャスト登録もできる

21 イタリアの放送通信業務を所管する経済開発省は，
10年に行う地上デジタル放送移行計画を発表した。
イタリアでは，州や地域ごとに段階的に地上アナロ
グ放送を終了し，デジタル放送への移行を進めてい
る。計画では，10年は約2,300万人の住民が対象とな
り，移行は 3つの期間に分けて行われる

27 米アップル社は，キーボードのない「タブレット
型」と呼ばれる小型パソコンを発表した。iPadと呼
ばれ，画面は雑誌大，重さ680グラムという軽量で，
操作はタッチスクリーン式。iPhoneやiPodのように，
音楽や動画の再生，電子書籍の閲覧，メールの送受
信などができる。電子書籍の普及にもつながるとし
て，出版業界からも注目されている

国　　内 海　　外1月
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1 日本相撲協会の理事選挙が行われ，一門と呼ばれ
るグループを離脱し角界の慣例を破る形で立候補
した貴乃花親方が当選し10人の理事が決まった

4 民主党の小沢幹事長の政治資金を巡る事件で東京
地検特捜部は石川知裕衆院議員ら 3 人を起訴し
た。小沢幹事長は嫌疑不十分で不起訴になった

4 横綱・朝青龍は，酒に酔って知人を殴ったとされ
る問題で，相撲協会の理事会に強く促される形で
引退届を出して受理され，現役を引退した

8 キリンホールディングスとサントリーホールディ
ングスは，経営統合交渉を打ち切った

8 [遠雷」などの作品で知られ，環境保護運動にも
取り組んできた作家，立松和平さんが死去，62歳

9 トヨタは，新型プリウスなどのリコールを届け出
た。対象は全世界で43万7,000台，ブレーキ制御
の不具合で停止距離が延びるおそれがある

12 中医協・中央社会保険医療協議会は，勤務医を重
視し救急や産科，小児科などに手厚く配分するな
どの診療報酬改定案を長妻厚生労働相に答申した

12 カナダのバンクーバーで第21回冬季五輪が開幕し
た。82の国と地域から2,600人が参加し，冬季五
輪としては最多の 7競技86種目が行われた

15 民主党の小林千代美衆院議員の陣営に1,600万円
を不正提供したとして札幌地検は政治資金規正法
違反の疑いで北海道教職員組合事務所を捜索した

17 時代劇「必殺」シリーズなどに出演した俳優の藤
田まことさんが死去，76歳

19 オバマ米大統領がチベット仏教の最高指導者，ダ
ライ・ラマ14世とホワイトハウスで会談した。中
国は北京駐在の米大使を呼んで厳重抗議した

21 長崎県知事選挙で，自民，公明が支援した前副知
事の候補が民主党などが推薦した候補に圧勝した

24 法制審議会は最も重い刑が死刑に当たる殺人など
の罪の時効を廃止，死刑に当たらない罪は時効を
2倍程度に延長することを千葉法相に答申した

25 トヨタ自動車の豊田章男社長が米議会の公聴会に
出席し，リコール問題を巡り再発防止に全力を尽
くすと表明した。車の急加速の背景にあると指摘
された電子制御システムに異常はないと答えた

26 冬季五輪のフィギュアスケート女子シングルで浅
田真央選手は世界最高得点を更新した韓国のキ
ム・ヨナ選手に及ばず，銀メダルとなった

28 冬季五輪スピードスケート女子団体パシュートで
日本チームは決勝でドイツと対戦し100分の 2 秒
差で敗れたが，銀メダルを獲得した

28 南米のチリで27日発生した地震により気象庁は，
1 ～ 3 メートルの津波が予想されるとして東北地
方の一部に大津波警報を発表した。大津波警報は
1993年の北海道南西沖地震以来17年ぶり。最大で
1 メートル20センチの津波が観測され，宮城県な
どでカキやホタテなどの養殖施設に被害が出た

1 インターネットによる番組有料配信サービス「NHKオ
ンデマンド」のうち，放送後10日間程度配信する「見逃
し見放題パック」の月額利用料を1,470円から945円に値
下げした。 2 月末の見放題パックの購入者総数は 1 万
4,000人に達した

1 営業局新宿営業センターの職員が品川区内の公園で女性
に下半身を露出したとして公然わいせつの疑いで逮捕さ
れたと発表した

3 日本テレビの氏家齊一郎会長が記者会見で「エコの問題
は共同で取り組むことが効率的であり，NHKと連携し
て環境キャンペーンを展開していく」と述べた

3 10年度予算案に対する原口総務相の意見が電波監理審議
会で承認された。総務相はNHKに受信料体系のあり方
を検討するよう要望した

5 海外向けの英語放送「NHKワールドTV」で 3 月に，地
方の民放局制作のドキュメンタリー番組を放送すると発
表した。静岡放送制作の『日本兵サカイタイゾーの真
実』と北海道放送制作の『赤ひげよ、さらば』の 2番組

7 フランス・カナダの放送局と共同制作した『NHKスペ
シャル～ミラクルボディ』の第 1回を放送した。12日と
14日の 3回シリーズで，冬季五輪の主役，トップアスリ
ートの肉体とパフォーマンスに特撮を使って迫った

13 バンクーバー冬季五輪が始まり，3月 1日までの期間中，
[デジタルテレビ」，「パソコン」，「携帯電話」の3 -
Screensを展開，途中経過や，動画クリップ，ライブス
トリーミングによる中継などの情報発信に力を入れた

15 ラジオ媒体の将来のあり方について意見交換する場とし
て日本民間放送連盟とともに「音声メディアの将来に関
する意見交換会」を発足させた。半年をめどに「若年層
のラジオ離れ」，「新たなサービスイメージ」等について
議論を深める

17 受信料を財源に無料のインターネットサービスを対象と
する「平成22年度インターネットサービス基本計画」を
公表した。「つながるその先へ　Connect to the 
future」をテーマに掲げ，さまざまな人々が共有し共感
できるインターネットサービスの構築を目指すことをコ
ンセプトとし，平成23年度以降のインターネットサービ
スの方向性を示唆している

17 11年放送の大河ドラマ『江』のヒロインに女優の上野樹
里さんが決まった。戦国時代，浅井長政と織田信長の妹，
お市の方の間に生まれ，徳川 2代将軍，秀忠の正室とな
った江を演じる

17 放送技術局報道技術センターの職員が渋谷駅の駅ビルの
エスカレーターで女性に盗撮行為をしたとして東京都迷
惑防止条例違反の疑いで逮捕された

18 政権交代後初めての通常国会で菅副総理兼財務相が行っ
た財政演説を中継しなかったことに問い合わせが多数寄
せられた。NHKでは一定の原則を設けて国会中継を行
っており，財政演説だけの場合は中継したことはない

26 冬季五輪で「フィギュアスケート女子シングル　フリ
ー」を中継した。視聴率は36.3％を記録した

社会の動き2月 N H K
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2 日本民間放送連盟の「会長推せん委員会」は，次期
会長に現会長の広瀬道貞氏（テレビ朝日顧問）の留
任が内定した，と発表した。 3 月18日開催の定時総
会で正式決定される。任期は10年 4 月から 2年間

3 民放連と日本弁護士連合会（日弁連）が，「報道と人
権に関する懇談会」を開催した。09年 8 月にスター
トした裁判員制度の取材を巡り，民放連は全面可視
化が必要であると主張し，日弁連も情報公開が必要
と応じた

3 総務省は，携帯端末向けマルチメディア放送のうち，
周波数の高い帯域を使う全国向け放送の制度整備案
を電波監理審議会に諮問した。無線局を運用・管理
する受託放送業務への参入は 1 事業者に絞る，との
方針を示した

8 民放連は，デジタル化によるテレビ視聴の変化に関
する調査結果を発表した。それによると，①デジタ
ル化により，視聴チャンネルが増えた②リビングで
家族や友人と一緒にテレビを見る機会が増えた③テ
レビのサイズが大きくなるほど，テレビで見たこと
を家族や友人と話題にすることが増える④ハイビ
ジョン素材によるCMのほうがそうでないCMよりも
認知率が高い，などの傾向が出ている

18 総務省は，08年度の放送番組制作の実態調査結果を
発表した。それによると，売上高の合計は約2,783億
円。プロダクション 1 社当たりの平均売上高は約 7
億7,500万円で，前年度に比べ8.9％減った。プロダク
ションの 7割以上が「受注量の安定」「受注単価の引
き上げ」を望んでいる

19 KDDIは，CATV最大手ジュピターテレコム社株の
31.1％を取得した。自前のブロードバンド回線を持
たない地域のあるKDDIは，CATVと提携すること
によって回線を確保し，電話とインターネット，テ
レビをつなぐサービスの充実を狙っている

19 総務省は，11年 7 月にテレビがデジタル放送に移行
した後，15年 3 月までアナログ受信機でデジタル放
送を受信できるよう，デジタル波のアナログ変換・
再送信をCATV会社に要請した

19 民放連は，総務省が見直しを進めるマスメディア集
中排除原則の緩和を求める要望書を原口総務相に提
出した。ラジオのビジネス拡大と経営の安定を図る
ために，①同一地域における複数チャンネルの運営
を是認すること②複数局への出資比率の上限を引き
上げること，などを求めている

24 東京，大阪の民放ラジオ13社と電通で構成するIPサ
イマルラジオ協議会は，ラジオ放送をインターネッ
トで同時配信し，パソコンで聴取できる「IPサイマ
ルラジオ」の実用化試験を10年 3 月15日に始める，
と発表した。参加するのは，在京民放ラジオ 7 局，
在阪民放ラジオ 6 局で，地上ラジオ放送がそのまま
放送エリアに準じた地域にネットで配信される。半
年後に実用化される予定

2 ドイツの公共放送が共同で設立している受信料徴収
センター（GEZ）は，視聴者と受信料について対話
するためのインターネットサイトを新たに設けた。
視聴者からの投稿は匿名可で，意見交換のフォーラ
ムや，GEZの職員が質問に答えるチャット，職員の
ブログなどがある。フォーラムには，受信料支払い
など制度面や番組編成についての意見など， 1 日平
均100件程度の投稿が寄せられている

10 インドの情報放送省は，衛星への送信（アップリン
ク）と衛星からの送信（ダウンリンク）を認可され
ている500を超える衛星テレビチャンネルのうち，05
年12月以前にアップリンク免許のみを取得し放送を
行っている164のチャンネルに対し，11年11月までに
ダウンリンクの許可申請と登録を行うよう要請した。
05年，ダウンリンクについても許可を必要とする規
定が施行された際，既に放送免許を得ていたチャン
ネルには 5 年の申請猶予期間が与えられていた。登
録料は 1チャンネル当たり 5年間で50万ルピー

12 ドイツの公共放送ARDとZDFは，バンクーバーオリ
ンピックの開催に合わせて，das Erste（第 1 テレ
ビ）とZDF（第 2 ドイツテレビ）の衛星HD放送を
開始した。HD制作は，当面オリンピック中継や人
気ドラマなど一部の番組だけで，他の番組はアップ
コンバートして放送するが，将来はHD制作の割合
を徐々に増やしていく予定。各地の大手ケーブルテ
レビ事業者やドイツテレコムなどIP事業者もHD再
送信を開始した

12 イランの国営放送局IRIBは，スペイン語とウルドゥ
ー語による新たなテレビチャンネルを立ち上げる計
画を明らかにした。アラビア語と英語チャンネルに
続くもの。単独の外国語によるチャンネルとしては
3 番目となるスペイン語チャンネルについては，既
にスタッフ研修が進められており，ウルドゥー語チ
ャンネルについては立ち上げに向けた調査が進めら
れている

18 アメリカのリサーチ会社GfK Roperの調査で，アメ
リカのニュースメディアの中で公共テレビPBSが最
も信頼されていることがわかった。40％の人がPBS
のニュースや社会問題を扱った番組に高い評価を与
え，Fox NewsやCNNを上回った

23 アメリカのABCニュースは，放送のデジタル化や広
告収入の減少に対応するため，組織の抜本的な改革
を図るとともに人員を大幅に削減することを決定し
た。ロイター通信によると，10年中に1,500人の社員
のうち300～400人が削減の対象になる，という。一
人で原稿執筆や撮影，編集，伝送をこなすビデオ・
ジャーナリストを増やしたり，平日と週末のニュー
ス班を統合したりして，効率化を行うことにしてい
る。 4 大ネットワークでは，CBSニュースも70人規
模の人員削減を行っている

国　　内 海　　外2月
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1 バンクーバー冬季五輪の閉会式が行われ，17日間
の大会の幕を閉じた。日本はスケートで銀メダル
3個，銅メダル 2個を獲得した

9 日米間の密約問題を検証してきた外務省の有識者
委員会は報告書を岡田外相に提出した。安保改定
にあたり核持ち込みを容認するなど 4 点の密約が
あったと認定した

10 新潟県の佐渡トキ保護センターで飼育されていた
トキ 9羽がテンと見られる小動物に襲われ死んだ

12 海上保安庁は，南極海で日本の捕鯨調査船に無断
で乗り込んだとして反捕鯨団体シー・シェパード
の活動家を刑法の艦船侵入容疑で逮捕した

15 [動脈列島」などの推理小説，経済小説で知られ
る作家の清水一行さんが老衰のため死去，79歳

17 日産とルノーが，ダイムラーとの間で包括的提携
に向けた交渉に入ったことが明らかとなった。実
現すれば世界第 3位の巨大グループになる

18 ワシントン条約の締約国会議の委員会がカタール
で開かれ，大西洋産クロマグロの国際取引を禁止
する提案は反対多数で否決された

19 外務省元条約局長の東郷和彦さんが核持ち込みを
巡る機密文書の一部が破棄された可能性があるこ
とを衆院外務委員会の参考人質疑で示唆した

21 米下院で医療保険制度改革法案が可決した。米国
で初めて国民皆保険制度が実現する

24 鳩山政権が初めて編成した予算となる10年度予算
が可決，成立した。一般会計総額は過去最大の92
兆2,992億円となった

25 イタリアで行われたフィギュアスケート世界選手
権で，高橋大輔選手が日本男子で初めて優勝した

26 足利事件で釈放された菅家利和さんの再審裁判で
宇都宮地裁は無罪を言い渡した。検察側は控訴せ
ず，無罪が確定した

26 08年 1 月の中国製冷凍ギョーザへの毒物混入事件
で中国の警察当局は製造元「天洋食品」の元臨時
従業員の36歳の男を拘束した

26 中学生までの子ども 1 人当たり月額 1 万3,000円
を支給する子ども手当法が可決，成立した

26 福知山線脱線事故で検察審査会はJR西日本の歴
代の 3社長について09年10月に続いて「起訴すべ
きだ」とする 2 度目の議決を行い 3 人は業務上過
失致死傷の罪で起訴されることになった

26 朝鮮半島西側の黄海で韓国の哨戒艇が大きな爆発
とともに沈没し，乗組員46人が死亡した

29 朝の通勤時間帯のモスクワの地下鉄でイスラム過
激派による連続自爆テロがあり，40人が死亡した

30 政府は10年度から 5 年間の消費者政策の指針とな
る「消費者基本計画」を閣議決定した

30 08年11月，元厚生事務次官らが連続して殺傷され
た事件の裁判で殺人などの罪に問われた男に対
し，さいたま地裁は求刑通り死刑を言い渡した

1 バンクーバー冬季五輪が終了した。期間中の放送時間は
GTVが166時間59分，BS1が320時間41分，R1が43時間
11分で，総放送時間は530時間51分に及んだ

1 オーストリアにウィーン支局を開設し，高品位の民生機
を中心に次世代を見据えた機器を整備した。海外総支局
は29か所となった

11 原口総務相は10年度の国際放送で，国の重要な政策など
にかかわる事項を報道するよう要請することをNHKに
通知した。NHKは「要請の内容について総合的に十分
検討して判断する」としている

12 第61回日本放送協会放送文化賞の受賞者は，五木寛之
(作家），今井秀樹（中央大学教授），北島三郎（歌手），
澤地久枝（作家），辰巳芳子（料理家），鳥飼久美子（立
教大学教授）の 6 人（敬称略）。贈呈式は19日の放送記
念日式典の中で行われた

13 バンクーバーパラリンピックが始まり，22日までの期間
中，平日のゴールデンタイムにETVで連日放送した。
総放送時間は27時間48分で，前回トリノ大会より約 5時
間増加した

13 [ふるさとの食　にっぽんの食　全国フェスティバル」
が14日まで放送センター周辺で開かれた。 9回目のテー
マは「お弁当」，地域色あふれる特製弁当やふるさと料
理による「おもてなし」コーナーなどが設けられた

15 奈良県の放火殺人事件を取り上げた作品の著者が虚偽報
道で名誉を傷つけられたとしてNHKに賠償金1,000万円
を求めていた訴訟は，NHKが謝罪の意を表し解決金100
万円を支払うことで和解した

17 新年度スタートの29日から地上波と衛星のアナログ放送
の画面の縦横比率 4対 3をデジタルの16： 9 に合わせた
番組を増やすと発表した。11年 7 月の完全デジタル化に
向けた措置で，民放各局もほぼ足並みをそろえる。変更
によりアナログ放送もデジタルと同じ全景が見られるよ
うになるが，上下に「黒帯」部分ができ，人物などの大
きさは小さくなる

19 受信契約をしたのは妻だとして支払いを拒否していた男
性にNHKが12万円を請求していた訴訟で，札幌地裁は
連帯債務を否定し請求を棄却した。受信料督促を巡る訴
訟でNHKの訴えが認められなかったのは全国初。NHK
は，被告の主張を一方的に採用するもので承服できない，
過去の裁判例とも異なるとして即日，控訴した

20 スタジオパーク開館15周年記念として「春　スタパ祭り
2010」を開催した

21 バンクーバーパラリンピックで「アイススレッジホッケ
ー」の決勝に日本が勝ち進んだため，予定を変更して
GTVで中継した

22 放送記念日の特集番組として『激震マスメディア～テレ
ビ・新聞の未来』を放送した。インターネットの普及を
背景に若年層を中心に新聞・テレビ離れが進む中，マス
メディアとインターネットの関係の将来を生放送で討論
した。テレビと新聞が変革を迫られている現状と利用者
のニーズにこたえていく重要性を指摘した

社会の動き3月 N H K
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5 政府は，デジタル化の進展に伴う通信・放送の融合
に対応できるよう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，国会に提出した。通信・放送法体系
の抜本的な見直しは，50年の放送法・電波法の制定
以来60年ぶり。放送法関連では，これまで省令で定
めていたマスメディアの集中排除原則の基本部分を
法に盛り込んでいる，また，NHK会長を経営委員会
のメンバーに加えることなどが含まれている

5 TBSホールディングスは，楽天が保有するTBS株の
買い取りを巡る東京地裁の調停で， 1 株の価格が
1,294円に決まった，と発表した。この結果，TBSの
買い取り総額は489億円となったが，楽天が株買収に
使った資金総額は1,170億円とされており，楽天は調
停額を不服として東京高裁に即時抗告した

10 放送倫理・番組向上機構（BPO）の放送倫理検証委
員会は，テレビ朝日が09年 4 月に放送した『朝まで
生テレビ』で，司会の田原総一朗氏が北朝鮮による
拉致被害者に関して「外務省も生きていないことは
わかっている」と発言したことについて，家族感情
などを考えると不適切であるが，言論の自由の範囲
内であり人権侵害には当たらない，との審理結果を
発表した

11 社団法人デジタル放送推進協会が，地上デジタル放
送への円滑な移行のため，難視対策衛星放送（衛星
セーフティネット）の本放送を開始した。衛星放送
の17チャンネルを使い，独立系を除く東京地区の 7
つの地上デジタル放送がサイマル放送される。画質
はアナログ放送と同等で，データ放送は，字幕放送
とEPGのみが利用できる。デジタル化への移行に伴
い，地上テレビ放送が新たに難視聴となる地区の視
聴者のために，15年 3 月までの 5 年間に限って行わ
れる

23 日本テレビ，TBS，フジテレビ，テレビ朝日，テレ
ビ東京の在京キー局 5 社は，インターネットで配信
している動画を共通のIDとポイントで利用できるサ
ービスを，㈱プレゼントキャストが運営するテレビ
情報総合サイト「テレビガッチ」上で始めた。携帯
電話向けサービス「iモード公式テレビガッチモバイ
ル」でも，同じサービスを始めた

26 テレビ東京とBSジャパン，テレビ東京ブロードバン
ドの 3 社は，経営統合して，放送法上の認定持株会
社「テレビ東京ホールディングス」を設立する，と
発表した。地上波，BS，CS，ネットを通じてサー
ビスを提供する総合メディアグループとして，10年
10月の発足を目指している

26 内閣記者会は，フリーの記者やインターネット記者
にも，会見への参加を初めて認めた。首相記者会見
への参加は，これまで記者会加盟社と外国特派員ら
に限定されていたが，官邸側が開放を要請していた

1 アメリカのビューリサーチセンターが発表した調査
結果によると，アメリカ人のニュース接触の仕方に
大きな変化が生じている。ノートPCや携帯電話，ス
マートフォンなどの携帯端末からワイヤレス接続し
ている人は53％で，このうちの88％がニュースへの
接触でも携帯型端末を利用している。これは，アメ
リカの成人の26％がワイヤレス接続によるインター
ネット経由でニュースに接触していることを意味し
ている

2 アメリカのデジタル録画機サービスの大手Tivo社
は，従来の録画機にインターネットサービス機能を
統合した最新の機種を 4月に投入する，と発表した。
番組の関連情報をウェブサイトから集めて表示する
のが特徴で，放送が終了した番組のビデオがレンタ
ルビデオ店にあるかどうか，ユーチューブでの関連
動画があるかどうかなどの情報が提供される

16 FCCは，今後10年間のアメリカにおけるインターネ
ット政策の指針となる報告書を議会に提出した。そ
れによると，アメリカ国内のブロードバンド利用者
は09年に 2 億人に達したものの，まだ国民の 3 分の
1 はアクセスできていない。このため，だれでも利
用できる環境をつくるために，全米に広がる高速ブ
ロードバンド網の構築が必要だ，としている

20 イラン，タジキスタン，アフガニスタンの 3か国は，
タジキスタンの首都ドゥシャンベにペルシャ語テレ
ビ局を開局した。近隣 3 か国の絆を強めるために共
同でペルシャ語放送を実施する。タジキスタンの公
用語タジク語とアフガニスタンの公用語ダリー語は
ともにペルシャ語系の言語

22 アメリカの検索大手グーグルは，中国本土で展開す
る検索サービスから撤退し，中国からのアクセスに
ついてはグーグル香港のサイトに転送する方針を明
らかにした。グーグルは，10年 1 月に，中国政府に
よる厳しい検閲などを理由に中国市場からの撤退を
検討していることを表明し，中国政府と交渉に当た
っていたが，中国政府に譲歩する姿勢が見られなか
ったために，撤退することを正式に決めたものと見
られている

23 イギリスの公共放送BBCは，11年末までにDAB（地
上デジタルラジオ）の送信網を人口の90％まで拡大
する計画を発表した。今後新たに60の送信所を建設
するという。現在のカバー率は85％で，1,000万台の
DAB受信機が利用されている。デジタルラジオは，
デジタルテレビ放送やインターネットでも聴取でき
る

26 エクアドルで，地上デジタル放送の技術規格につい
て日本方式を採用することが決まった。海外での導
入は，ブラジル，ペルー，アルゼンチン，チリ，ベ
ネズエラに次いで 6 か国目。いずれも南米である。
移動端末への適応力が高く，電波干渉に強い特性が，
山間部の多い南米で評価されたと見られる

国　　内 海　　外3月


