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国際放送は，世界の人々に日本に対する理解を

深め，国際間の文化や経済交流の発展に資し，ひ

いては国際親善と人類の福祉に貢献することを目

的としている。

テレビ国際放送（NHKワールドTV）は，1995

年 4 月から，北米，欧州向けに開始した。98年 4

月からは，デジタル化によって，アジア・太平洋

地域にも日本語，英語で 1日18時間の放送を開始

し，10月からはほぼ全世界向けに拡大した。

さらに，99年 4 月からは， 1日の放送時間を19

時間とし，10月からは24時間放送を開始した。

2001年 8 月には，送信衛星を変更して，それま

で受信できなかったアフリカ南部地域でも視聴が

可能となり，NHKワールドTVは世界中をカバー

することになった。08年10月に外国人向け放送の

NHKワールドTVは，英語化率100％を達成した。

また，邦人向け放送はNHKワールドプレミアム

チャンネルを活用して，国内放送のニュース・情

報番組に加え，娯楽を供する番組など，より多彩

な番組編成を実現し，ノンスクランブルでの新し

い放送を開始した。さらに，09年 2 月に番組改定

を行い，NHKワールドTVでは，英語ニュースを

大幅に拡充し，国際放送局に新しく作ったニュー

ス専用スタジオから24時間毎正時に編成するとと

もに，日本やアジアの情報を伝えるさまざまな番

組についても，世界各地の好適視聴時間帯を強く

意識した編成を実施した。09年 4 月より外国人向

けテレビ国際放送の充実のために，新たに設立し

た日本国際放送（JIB）と連携して，日本の魅力

を伝えた。インターネットでは，24時間動画配信

を開始し，ニュースと国際放送局制作番組を放送

と同時に配信している。また，米国，欧州，アジ

アなど世界各地で受信環境整備が進み，10年 3 月

末現在では，およそ120の国と地域の， 1 億2,500

万世帯が受信可能になった。

短波によるラジオ国際放送（NHKワールド ラ

ジオ日本）は，35年に海外放送として開始した。

戦後に一時中断，52年に国際放送として再開した。

日本語と英語で放送する「全世界向け放送」

(ジェネラル・サービス，一般向け放送）と，地

域ごとの言語で放送する「世界各地域向け放送」

(リージョナル・サービス）とあわせて，07年度

前半期は22言語で， 1日65時間放送した。海外発

信が欧米を中心にラジオ短波放送からテレビにシ

フトしていくのに伴い，07年度後半期には，短波

放送の送信地域と送信時間を見直し，「全世界向

け放送」を廃止して，地域に応じた効率的な情報

発信を進めた。また，ドイツ語，イタリア語など

4言語を廃止し，18言語に縮小した。これにより，

1 日49時間20分の放送となった。一方，短波放送

以外の新たな放送サービスとして，衛星を使用し

たラジオ国際放送を開始した。欧州および中東に

向けて06年度後半期より 1日30分，08年度からは

1 日60分の放送をアラビア語で行うとともに，09

年度から全地域向けに日本語・英語など11言語で

1 日 4 時間40分放送している。さらに09年度は中

波・FM波による放送サービスを開始し， 3 言語

で 1日 1時間45分実施している。国際理解の促進

を図るとともに放送番組を補完する観点から，イ

ンターネットにより国際放送のニュースなどの提

供を積極的に行っている。

放送番組の編成
国際放送番組の編成は，年度ごとに「編集の基

本計画」で編成方針，重点事項など基本事項を定

める。この基本計画に基づき「放送番組編成計

画」を策定し，新番組の概要，編成時間などの具

体的な計画事項や，放送番組時刻表を定めている。

国際放送番組審議会は，「基本計画」の諮問に

対して答申するなど，放送番組の適正を図るため

必要な事項を審議し，番組の編成や制作に役立て

ることを目的としている。

Ⅰ．国際放送の放送番組編集の基本計画

海外の視聴者からの投書，番組内容についての

モニターや短波の受信状況についての技術モニタ

ーの報告，各種の調査などを参考にしつつ，新年

度（2009年度）の番組提案を基に新年度の番組編

成を検討し，「平成21年度国際放送（テレビジョ

ン・ラジオ）の放送番組編集の基本計画」の原案

を策定した。原案は12月中旬の国際放送番組審議

会に諮問し，了承するとの答申を受け， 1月中旬

の経営委員会で議決承認された。

以下に原文どおり掲げるが，西暦で統一したほ

か，記号などは本書の方式に合わせた。

1 ．国際放送番組編集の基本的な考え方

09年度の国際放送番組（テレビジョン・ラジ

オ）の編集にあたっては，08年度後期に始まった

テレビ国際放送の大幅改定をさらに進め，特に英

語による映像発信の新時代を切り拓きます。
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外国人向けのテレビ国際放送では，最新鋭のス

タジオから英語ニュースを24時間毎正時に放送し

ます。アジア各地に広がるNHKのネットワーク

を最大限に生かし，国際社会の場で存在感を増す

アジアの動きをリアルタイムで伝えることによ

り，“アジア情報はNHKから”というブランドを

確立します。

英語番組は，日本の政治・経済から，伝統文化，

ライフスタイル，ポップカルチャーまで，視聴者

の幅広いニーズに応える多彩なコンテンツを発信

します。NHKが国際放送用に制作する番組を充

実させるとともに，国内番組を厳選して英語化し

ます。また，外国人向けテレビ国際放送の充実の

ために新たに設立した日本国際放送（JIB）と連

携して，日本の様々な魅力を伝えていきます。

また，世界中のより多くの人々に視聴してもら

うため，ハイビジョン化を進める一方で，各地域

の衛星やケーブルなどによる伝送の整備・拡充に

努めます。

邦人向けのテレビ国際放送では，ワールドプレ

ミアムチャンネルを通じ，日本語のニュース・情

報番組などを伝えます。また，大津波などの大災

害が発生した場合には，迅速・的確な情報の提供

に万全を期します。

外国人向けラジオ国際放送では，短波に加え，

衛星ラジオで全地域に送信を開始するとともに，

中波やFMによる現地での再送信など，様々なメ

ディアを用いて新たな聴取者層の開拓に努めます。

また，邦人向けラジオ国際放送では，人気番組

や最新ニュースを国内と同時に放送し，在外邦人

の期待にこたえます。

テレビ・ラジオと並ぶメディアとして確立しつ

つあるインターネットについては，英語テレビニ

ュースの動画配信やラジオ番組のライブストリー

ミングを充実させ，常に最新の情報を提供します。

メディアのグローバル化が進む世界で，NHK

は，公共放送として日本からの発信を強化し，日

本やアジアへの関心を広げ，その実像を伝えてい

きます。

2 ．編集重点事項と各波の編集方針

（1）テレビジョン国際放送
«外国人向けサービス〕
①日本・アジアを中心に最新情報を24時間伝え
る英語ニュース
24時間毎正時の英語ニュースを，“Your eye

on Asia（アジア情報はNHKから）”をめざす

NHKワールドの核として，NHKのネットワーク

を駆使し，充実させます。

・報道局と連携しアジアの取材体制を大幅に強

化。バンコクや北京のスタジオから生中継で伝え

るなど，現地からのリポートに力を入れます。

・経済情報も充実させます。東京証券取引所から

の中継をはじめ，香港やニューヨークなどのアナ

リストと結び，ボーダレス化が進む世界の経済動

向を迅速に伝えます。

・ニュースの背景や深層を読み解く特集，日本の

カルチャーやハイテク情報，“時の人”へのイン

タビューなど，様々な企画で視聴者の関心に応え

ます。

②多彩な番組編成
1 日を 6つのブロックに分け，受信環境整備が

進むアジア・中東・ヨーロッパ・北米それぞれの

プライムタイムにあわせて，多彩な番組を編成し，

新たな視聴者の獲得をはかります。

・平安の昔から受け継がれてきた京都の“雅
みやび

”を

描く映像詩や，世界に通用する製品を生み出す中

小企業のユニークな技術を紹介する番組を新たに

編成します。

・急速に発展するアジア各国の若者たちに密着す

るドキュメンタリーやアジアの識者を結んでの討

論番組を編成し，アジア関連番組を強化します。

・国内放送番組から新たに，肉眼ではとらえるこ

との出来ない世界を特殊映像で解き明かす番組

や，日本の各界の第一人者が母校の小学校を訪ね，

専門とする世界の面白さを子どもたちに教える番

組などを英語化します。さらに，地域放送局が制

作する番組の発信にも努めます。

③ハイビジョン化による高品位な放送の実現
・年度後半期には，テレビ運行装置を更新し，従

来の標準画質（SD）に加えて，ハイビジョンに

よる放送を開始します。高品位テレビの開拓者で

あるNHKの国際放送として，ハイビジョンなら

ではの映像で日本やアジアの今を伝えます。

◇テレビジョン国際放送番組の放送時間と部門別
編成比率

«放送時間〕

世界全域………… 1日23時間程度が基本

«部門別編成比率〕

定時放送において，報道番組60％以上，インフ

ォメーション番組と合わせて90％以上を編成。

«邦人向けサービス〕
①ニュース・情報番組の国内同時放送
1 日およそ 5時間，国内の主要ニュースや情報

番組を中心に国内と同時放送を行い，一部娯楽番

組もまじえて，日本の最新情報を提供します。
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②迅速で的確な安全情報の提供
緊急事態発生の際には特設ニュースを迅速に編

成，大津波などの危険が予想される場合には，関

連情報を提供するなど，海外で生活する邦人や旅

行者の安全・安心を支えます。

◇テレビジョン国際放送番組の放送時間と部門別
編成比率

«放送時間〕

世界全域………… 1日およそ 5時間

北米・欧州地域では地域衛星を使用して，各 1

日およそ 5時間の放送を実施。

«部門別編成比率〕

定時放送において，報道番組60％以上，インフ

ォメーション番組と合わせて90％以上。娯楽番組

を若干編成。

（2）ラジオ国際放送
«外国人向けサービス〕
○短波放送から新たなメディアへの展開
衛星ラジオ，中波やFM波を利用してのリブロ

ードキャスティング，インターネットなど，対象

地域に適した多様なメディアを活用してより効果

的な発信に取り組み，聴取者の拡大を図ります。

○多言語ニュースの充実
英語，スペイン語，ポルトガル語など 6言語で

ニュース枠を拡大。その他の言語でも重要なニュ

ースに解説やリポートを加えて，その日の動きを

より深くわかりやすく伝えます。

◇ラジオ国際放送番組の放送時間と部門別編成比率
«放送時間〕（ 1日あたり）

17言語・合計…………………………31時間30分

(短波27時間45分，衛星ラジオ 2 時間，中波・

FM 1時間45分）

«部門別編成比率〕

定時放送において，報道番組60％以上，インフ

ォメーション番組25％以上を編成。

«邦人向けサービス〕
○多彩な日本情報をリアルタイムで提供
国内の主要ニュース，時事番組，スポーツ中継，

音楽番組，ラジオドラマなど，多彩な番組を国内

と同時放送し，リアルタイムで日本の情報を伝え

ます。

◇ラジオ国際放送番組の放送時間と部門別編成比率
«放送時間〕（ 1日あたり）

日本語…………………………………23時間40分

(短波20時間，衛星ラジオ 3時間40分）

«部門別編成比率〕

定時放送において，報道番組60％以上，インフ

ォメーション番組25％以上，娯楽番組を若干編成

します。

3 ．インターネット

○テレビ・ラジオと並ぶメディアとしてさらに充
実・強化
インターネットをテレビ・ラジオと並ぶメディ

アとして位置づけ，配信サービスを強化します。

テレビ英語番組やラジオの各言語番組の放送後の

インターネット配信に加え，ライブストリーミン

グも積極的に進め，NHKワールドへの接触者層

を広げます。

・ワールドTVの英語ニュースのライブストリー

ミング配信を24時間行い，動画配信を強化します。

・09年度後半期からワールドTVの一部の番組で

実験的に行っていたライブストリーミング配信に

本格的に取り組み，対象番組を拡大します。

・インターネット配信設備の充実・強化を図り，

ラジオの多言語ニュースの同時配信を行います。

Ⅱ．国際放送番組審議会

09年度は11回開催された。会長の諮問に応じて，

[平成22年度国際放送（テレビジョン・ラジオ）

の放送番組編集の基本計画（案）」について審議

し答申したほか，定時番組，特集番組などについ

ても審議し，適正化を図った。また，「一般放送

事業者に対し協力を求める基準と方法」について

審議し，答申した。

09年度の主な審議内容は次のとおり。

4月　ラジオ『What’s up JAPAN』について

5月　テレビ『NEWSLINE』について

6月　テレビ『Kyoto-A Breath in Time-』

『Exclusive Gardens of Kyoto』

7 月　「一般放送事業者に対し協力を求める基準

と方法について」

テレビ『J-design』について

9月　「平成21年度後半期の番組編成」について

テレビ『TOKYO FASHION EXPRESS』

10月　テレビ『NEWSLINE ELECTION 

SPECIAL JAPAN DECIDES』

11月　「平成22度国際放送（テレビジョン・ラジ

オ）の放送番組編集の基本計画（案）」に

ついて（説明）

テレビ『ASIA BIZ FORECAST』について

12月　「平成22年度国際放送（テレビジョン・ラ

ジオ）の放送番組編集の基本計画（案）」

について（諮問・答申）

1月　「平成22年度国際放送（テレビジョン・ラ
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ジオ）の放送番組編成計画」について

テレビ『SAMURAI SPIRIT KENDO』に

ついて

2月　テレビ『Apples in the Snow Country』に

ついて

3月　テレビ『ASIAN VOICES The Great Shift

East』について

番　組　解　説

Ⅰ．テレビジョン国際放送
（1）外国人向け放送
1 日を 6つのブロックに分け，受信環境整備が

進むアジア・中東・ヨーロッパ・北米それぞれの

プライムタイムに合わせて，多彩な番組を編成し，

新たな視聴者の獲得を図った。

24時間毎正時の英語ニュース『NEWSLINE』

は，NHKのネットワークを生かし，報道局と連

携してアジアの取材体制を大幅に強化した。バン

コクや北京のスタジオから生中継で伝えるなど，

現地からのリポートに力を入れた。経済情報も充

実させ，東京証券取引所からの中継をはじめ，香

港やニューヨークなどのアナリストと結び，ボー

ダレス化が進む世界の経済動向を迅速に伝えた。

そのほか，ニュースの背景や深層を読み解く特集，

日本のカルチャーやハイテク情報，“時の人”へ

のインタビューなど，さまざまな企画で視聴者の

関心に応えた。

番組では，平安の昔から受け継がれてきた京都

の“雅
みやび

”を描く映像詩『Kyoto-A Breath in

Time』や，世界に通用する製品を生み出す中小

企業のユニークな技術を紹介する番組『J－

TECH』を編成するほか，急速に発展するアジア

各国の若者たちに密着するドキュメンタリー

{Asian Inspiration』やアジアの識者を結んでの

討論番組『Asian Voices』を編成し，アジア関連

番組を強化した。そのほか，肉眼ではとらえるこ

との出来ない世界を特殊映像で解き明かす番組

{BEYOND THE NAKED EYE』や，日本の各

界の第一人者が母校の小学校を訪ね，専門とする

世界の面白さを子どもたちに教える番組『TELL

US ABOUT YOUR LIFE』など，国内放送番組

を英語化して，外国人の日本に対する理解促進に

努めた。 8月には，政権交代で大きく注目された

衆議院総選挙を『NEWSLENE Election Special

JAPANDICIDES』として海外に発信した。さら

に，10月からは日本の 1週間の情報をせき止めて

伝える週刊ニュース番組『JAPAN 7DAYS』や

アジア経済のダイナミックな動きを世界に向けて

発信するマガジンスタイルの経済番組『ASIA

BIZ FORECAST』を新設した。12月には，テレ

ビ運行装置を更新し，従来の標準画質（SD）に

加えて，ハイビジョンによる放送をNHKワール

ドTVで開始した。高品位テレビの開拓者である

NHKの国際放送として，ハイビジョンならでは

の映像で日本やアジアの今を伝えている。 2月に

は，北海道から九州まで，自然の美しさや伝統文

化などを映し出す 7本の地域局制作番組を英語化

し，地域を世界に向けて発信した。 3月には，放

送法改正に基づく初めての取り組みとして民放各

社の協力のもと，コンクールで受賞した民放のド

キ ュ メ ン タ リ ー 番 組 を 英 語 化 し て

{Documentareies of Japan』として放送した。

また，アジアの放送局が制作した，アジアの人々

の姿を映し出す番組を『Documentareies of 

Asia』として世界に向けて放送した。これらに

より，これまでにない多彩なラインナップで海外

発信力を強め，日本発の国際放送としての存在感

を高めた。

（2）邦人向け放送
1 日およそ 5 時間『NHKニュースおはよう日

本』『NHKニュース 7 』『ニュースウオッチ 9 』

をはじめ『経済ビジョンe』『NHKのど自慢』な

どの情報番組，娯楽番組を国内と同時に放送した。

5 月「新型インフルエンザ」， 2 月「チリ沿岸地

震」「国内大津波警報」など緊急事態発生の際に

は，国内で放送された特設ニュースを迅速に編成

した。また， 8月「衆議院開票速報」を国内と同

時に放送した。そのほかNHKの取材と外務省の

情報に基づき，安全な海外渡航と滞在のための

{海外安全情報』を放送した。そのほか，バンク

ーバー五輪について，ニュースアクセスルールに

のっとって動画を一部使用し，『バンクーバーオ

リンピックハイライト』として日本人選手の活躍

を伝えた。

{NEWSLINE』（*は10月～）
T国際　月～金　08:00～08:28，09:00～09:28

10:00～10:28，11:00～11:28
12:00～12:28，13:00～13:28
15:00～15:28，16:00～16:28
17:00～17:28，18:00～18:28
20:00～20:28，21:00～21:28
22:00～22:28，23:00～23:28

火～土　01:00～01:15，03:00～03:15
4:00～04:15，06:00～06:15
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*火～土　02:00～02:15，04:00～04:15
06:00～06:15

土・日・祝　08:00～08:10，09:00～09:10
11:00～11:10，13:00～13:10
15:00～15:10，17:00～17:10
19:00～19:10，21:00～21:10

23:00～23:10
日・月　01:00～01:10，03:00～03:10

04:00～04:10，06:00～06:10
*日・月　02:00～02:10，04:00～04:10

06:00～06:10
月～金　14:00～14:28，19:00～19:28
火～土　00:00～00:28，02:00～02:15

05:00～05:15，07:00～07:15
* 火～土　00:00～00:28，01:00～01:28

03:00～03:15，05:00～05:15
07:00～07:15

土・日・祝　10:00～10:10，12:00～12:10
14:00～14:10，16:00～16:10
18:00～18:10，20:00～20:10

22:00～22:10
日・月　00:00～00:10，02:00～02:10

05:00～05:10，07:00～07:10
* 日・月　00:00～00:10，01:00～01:10

03:00～03:10，05:00～05:10
07:00～07:10

BS1 火～土　03:10～03:38
第 1 回00.4.3／24時間毎正時に放送している英

語ニュース番組。報道局や海外総支局との連携を

背景に「アジア情報はNHKから」というブラン

ドの確立を目指す。北京とバンコクに加え，ソウ

ルや香港にも国際放送独自の取材・発信拠点を整

備，ネットワークを強化した。ニュースを掘り下

げる「特集コーナー」は13時台と20時台に定着し

たほか，地方局からの中継やリポートも増えるな

ど「地方から世界への発信」にも力を入れている。

／キャスター：キャサリン小林，ジーン大谷，福

島優子，原英司，花田恵吉，ロス三原，森田博士，

北川恵子，シェリー・アン，小野サックノー果奈

子，ジェームス天願，イネス松山，ロン・マディ

ソン，ラミン・メレガード，カン・ヨンギ，内田

愛，美和ガードナー，越智さき，図師純子，レイ

チェル・ファーガソン，マレー・ジョンソン／国

際放送局

{ASIA 7DAYS』
T国際 日　23:10～23:29

月　03:10～03:39，06:30～06:59
10:30～10:59，14:30～14:59

18:30～18:59
BS1 月　04:10～04:39

第 1 回07.10.07／世界の人口の半分を占めるア

ジアには，さまざまな民族・文化・宗教が混在し，

国や地域によって政治制度や経済発展の度合いも

異なる。そのアジアの今を多角的に伝える週刊英

語ニュース番組。09年度は47回放送。韓国，マレ

ーシア，ベトナム，タイに独自にスタッフを派遣

し，金融危機の影響で厳しくなった韓国の就職事

情，イスラム教徒向けの商品やサービスでビジネ

スチャンスを広げようというマレーシアの取り組

み，地球温暖化による海面上昇の被害が深刻なベ

トナムの現状，それに持続可能なエネルギーとし

て期待される太陽光発電やもみ殻発電の東南アジ

アでの普及状況とその課題について特集で伝え

た。／キャスター：貴島通夫／国際放送局，Gメ

ディア

{ASIAN VOICES』
T国際 （ 4月～ 9月） 毎月 1～ 3回

土　23:10～23:54
日　03:10～03:54，07:10～07:54
11:10～11:54，15:10～15:54

19:10～19:54
（10月～ 3月） 毎月 2～ 3回

土　10:10～10:54
土　15:10～15:54，19:10～19:54

22:10～22:54
日　02:10～02:54，07:10～07:54

BS1 毎月 1回

日　23:10～23:55
第 1 回08.10.25／世界で起きているさまざまな

問題をアジアの視点で考える討論番組。中国やイ

ンドなど新興国の台頭で世界経済の重心はアジア

へと移っており，国際社会のなかでアジアは政治

的にもよりいっそう存在感を増しつつある。アジ

アの人々が今，何を考え，直面する問題にどう対

処しようとしているのか，こうした「アジアの

声」を世界に伝えるのがこの番組である。09年度

は特番を含めて13回放送。09年 8 月には，大統領

選挙が行われたばかりのアフガニスタンの首都カ

ブールと東京のスタジオを衛星回線で結び，アフ

ガニスタン政府の閣僚や大学教授，国際機関の専

門家らがアフガニスタンの今後について討論，50

分× 2本の拡大版で放送した。また年度後半から

はWEF・世界経済フォーラムと共同で， 9 月に

中国・大連，11月にインド・ニューデリーで公開

討論を実施し，これを現地で収録して，「東アジ

ア経済連携」（ 9 月放送），「パワー・マサラ，イ

再 

再 

再 

再 

再 

再 

再 

再 

再 
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ンドの経済連携とエネルギー問題」（12月放送）

として放送した。さらに10年 1 月には，WEF年

次総会，いわゆるダボス会議で，日本の古川元久

内閣府副大臣，タイのアピシット首相らをパネリ

ストに公開討論を行い，「アジアへのシフト」と

題して 2 月に49分の特番として放送した。BS1で

も，BS特集「世界をどう再生するか～世界経済

フォーラム2010」のパート 2として50分間放送し

た。／国際放送局

{JAPAN 7 DAYS』 新
T国際 土　23:10～23:39

日　03:10～03:39，06:10～06:39
11:10～11:39，15:10～15:39

19:10～19:39
第 1 回09.10.10／日本の1週間のニュースや出来

事をせき止めて，わかりやすく世界に伝えるウィ

ークリー番組。英語によるテレビ国際放送“NH

KワールドTV”で毎週土曜夜に放送するが，時

差の異なる世界各地をカバーするため，日本時間

の日曜夕方にかけて計 6回放送する。内容は，日

本全国のNHK各放送局の豊富な情報と映像を厳

選して，その週の動きをコンパクトに伝える「ニ

ュース・この 1 週間」，その週の重要なニュース

や出来事をひとつ選んで掘り下げる特集「マタ

ー・オブ・ファクト」，四季折々の各地の行事，

世界が注目するポップカルチャーやハイテク技術

など，幅広く日本の姿を紹介する「ディメンショ

ンズ／シーン・イン・ジャパン」の 3つのコーナ

ーを中心に構成。日本の“今”をタイムリーに，

世界に発信した。／キャスター：高雄美紀／国際

放送局

{Asia Biz Forecast』 新
T国際 月　23:30～23:59

火　03:30～03:59，06:30～06:59
10:30～10:59，14:30～14:59

18:30～18:59
第 1 回09.10.5／アジア経済の動きを一般の人々

にも掘り下げて伝える週刊番組。注目されるニュ

ースを識者の分析を加えて取り上げる「Main

News」，底流の動きをVTRリポートで伝える

[Feature」，香港・ソウルのスタジオと結んで

現地の最新情報を伝える｢ウイークリーアップデ

ート｣，そして街角インタビューで人々の暮らし

を探る「Plus One」のコーナーなどがある。／

キャスター：Shery Ahn／国際放送局，Gメディア

{英語字幕ニュース』
T国際 月～金　08:00～23:00

海外向けの英語ニュース番組「NEWSLINE」

の冒頭 6分間，画面最下部に英語字幕をスクロー

ル表示するもの。最新ニュースのヘッドラインや

円・株情報などを伝えている。重要ニュースや津

波警報など緊急性の高いものは，「BREAKING

NEWS」として随時速報している。なお，この

英語字幕ニュースはNHKワールドのホームペー

ジでも表示している。

{海外安全情報』
T国際 （10月～） 1日 2回放送

約100万人の海外在留邦人や年間延べ1,800万人

の旅行者向けに，海外の治安・災害情報や旅行上

の注意を伝える 4分間の日本語番組。ラジオ・イ

ンターネットでも配信。テレビは 4月～ 9月まで

休止，BSは 4月から休止。／国際放送局

{J－MELO』
T国際 月　08:30～08:59

月　12:30～12:59，16:30～16:59
20:30～20:59

火　00:30～00:59，04:30～04:59
G 月　03:00～03:29（随時編成）

第 1 回05.10.7／日本の多様なミュージックシー

ンを世界に発信する音楽情報番組。日本音楽最大

の特徴である「多様性」に注目し，ポップス，ジ

ャズ，クラシック，トラッドなど，ジャンルを越

えたゲストを招き，日本の音楽とアーティストを

世界に伝えている。09年度はビデオクリップのほ

か，スタジオやライブハウスでのライブなどを行

い，アーティストだけでなく視聴者を含めた音楽

シーンを発信した。／V J（ビデオジョッキ

ー）：May J.，Shanti／国際放送局，JIB

{TOKYO EYE』
T国際 水　09:30～09:59

水　13:30～13:59，17:30～17:59
21:30～21:59

木　01:30～01:59，05:30～05:59
DE2 日　13:00～13:29

第 1 回06.10.4／文化・美食・歴史・観光…。東

京の多様な魅力を世界に向けて発信。東京人の暮

らしの断面や東京を支える目に見えないインフラ

など，世界最大の都市空間を形作る多種多様な情

報を，時には長期密着取材を実施しながら多角的

に紹介していく。全編英語で，東京について知り

つつ同時に英語を勉強したい日本の視聴者にも絶

好の内容。／ナビゲーター：クリス・ペプラー／

国際放送局，JIB

{OUT ＆ ABOUT』
T国際 火　09:30～09:59

火　13:30～13:59，17:30～17:59再 

再 

再 

再 

再 

再 

再 
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21:30～21:59
水　01:30～01:59，05:30～05:59

BS1 日　23:10～23:39
第 1 回07.10.1／日本国内のさまざまな名所や，

その地に住む日本人の素顔を，英語で海外の視聴

者に伝える紀行番組。03年から放送していた

{Weekend Japanology』の中で好評を博したミ

ニコーナー「OUT&ABOUT」が独立した。外国

人リポーターと現地に詳しい日本人案内役が，英

語で語り合いながら展開する 2人旅。地元の人々

との出会いを英語で通訳しながら，九州から北海

道までガイドブックに載っていない「日本各地の

魅力」を紹介した。／リポーター：ヴァンソン・

ジリほか／国際放送局，NPN，JIB

{Begin Japanology』
T国際 木　09:30～09:59

木　13:30～13:59，17:30～17:59
21:30～21:59

金　01:30～01:59，05:30～05:59
G 金　01:10～01:39

第 1 回07.10.5／03年度にスタートし，日本文化

を海外に伝えてきた『Weekend Japanology』の

後継番組。毎回，日本を象徴する文化をナビゲー

ターのピーター・バラカンが「外国人の視点で外

国人にわかりやすく」紹介する。09年度はこれま

でのような代表的な日本文化に加えて，「ラーメ

ン」「新幹線」などと言った新たな視点からの日

本文化の魅力を海外に向けて発信した。／国際放

送局，NED

{JAPAN BIZ CAST』
T国際 木　08:30～08:59

木　12:30～12:59，16:30～16:59
20:30～20:59

金　00:30～00:59，04:30～04:59
G 月　03:00～03:29（随時編成）
DE2 日　12:30～12:59

第 1 回06.10.2／世界が注目する日本の経済・ビ

ジネス情報を独特の切り口で伝える番組。「On

Site」のコーナーでは東京ビッグサイトや幕張メ

ッセといったコンベンションセンターを舞台に行

われるさまざまな業界の展示会を通して，新製品

や市場の最新動向を伝えた。「Gadgets」では日

本ならではの気の利いた小物やアイデア商品の

数々を紹介。「Special Report」では日本の優れ

た技術やヒット商品の開発ストーリーに迫っ

た。／国際放送局，Gメディア

{J－TECH』
T国際 金　08:30～08:59（月 2回）

金　12:30～12:59，16:30～16:59
20:30～20:59

土　00:30～00:59，04:30～04:59
第 1 回09.2.6／世界が驚きを持って注目するニ

ッポンの“ものづくり”。その強さの秘密は，大

企業によるものばかりではない。中小企業が持つ，

匠
たくみ

の技術，独創性，日々の努力と，人の役に立

つものを作りたいという熱意がさまざまな製品を

生み出している。どんな技術でもその神髄には，

日本のそれぞれの地域がはぐくむ歴史と伝統に支

えられた職人の心と技が生かされている。番組で

は，日本のものづくりを支える中小企業に焦点を

当て，優れた技術に加え，その技術が生まれた背

景を紹介した。／国際放送局，JIB

{Your Japanese Kitchen』
T国際 月　09:30～09:59

月　13:30～13:59，17:30～17:59
21:30～21:59

火　01:30～01:59，05:30～05:59
DE2 木　22:15～22:44

第 1 回07.4 .2／和食が世界で注目されている。

日本の食文化に興味を持ち和食を作りたいと考え

る外国人をターゲットに，英語で和食の作り方を

教えるテレビシリーズ。講師には，料理本のアカ

デミー賞といわれるグルマン世界料理本大賞を受

賞した栗原はるみさんを起用。毎回多彩な外国人

ゲストも登場し，体験型解説で外国人にもわかり

やすい内容とした。09年 9 月には，NHKワール

ドTVのプロモーションの一環としてロンドンで

収録。地元の食材を使った日本の家庭料理を 4回

シリーズで紹介した。／国際放送局，NED

{imagine－nation』
T国際 水　08:30～08:59

水　12:30～12:59，16:30～16:59
20:30～20:59

木　00:30～00:59，04:30～04:59
第 1 回08.4.1／世界で話題の日本のコミック・

アニメ・ゲームの最新のトピックや製作現場の密

着取材などを盛り込んだ情報満載の番組。毎回旬

のクリエーターのインタビューも紹介するなど，

世界に誇る日本のカルチャーを海外に発信した。

09年10月には，ロンドンとバルセロナで海外取材

を行ない，日本のサブカルチャーのヨーロッパ各

地で浸透している様子を番組で紹介した。／国際

放送局，NEP

{TOKYO FASHION EXPRESS』
T国際 火　08:30～08:59

火　12:30～12:59，16:30～16:59再 
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20:30～20:59
水　00:30～00:59，04:30～04:59

BS1 日　04:10～04:39，09:10～09:39
第 1 回08.3.31／世界から注目される日本のファ

ッションを世界に発信する番組。さらにパリ・ミ

ラノなどのファッション先進地のコレクション情

報なども交え，ファッションの最新トレンドを伝

えてきた。ショーを中心に構成する「メインコー

ナー」，特集コーナー「Close Up」，さまざまな

イベントなどを紹介する「TOKYO FASHION

SCENE」，東京の街と人々のファッションを若手

写真家が切り取る「Street」の 4コーナーで構成。

09年度からは成長著しいアジアのファッションを

紹介するため，北京・ソウル・デリーのファッショ

ンウィークを取材，アジアシリーズとして放送し

た。／ナビゲーター：ティファニー・ゴドイ／ナレ

ーター：ジェームス天願／テーマ音楽：大沢伸一

／国際放送局，NEP（～10月）・JIB（10月～）

{Asian Inspiration』
T国際 金　11:30～11:50

金　15:30～15:50，19:30～19:50
22:30～22:50

土　02:30～02:50，07:30～07:50
10:30～10:50

第 1 回09.2.6／アジアの若者たちが夢に向かっ

て懸命に生きる姿を，NHK内外の若手ディレク

ターが同世代の視点で密着する。邦題『アジアン

スマイル』としてBS1と連携して放送。／編成局，

国際放送局／二か国語版制作：GMS

{Four Seasons in Japan』
T国際 金　11:50～12:00

日　00:50～01:00，04:50～05:00
火　03:15～03:25，05:15～05:25

07:15～07:25
金　15:50～16:00，19:50～20:00

22:50～23:00
土　03:15～03:25，05:15～05:25
07:15～07:25，08:50～09:00
12:50～13:00，16:50～17:00

20:50～21:00
第 1 回09.2.3／日本を代表する雄大な自然から

ふるさとの身近な景勝地まで，日本列島の自然と

そこに暮らす生き物たちの姿を美しい映像でつづ

った。／国際放送局，NEP

{Exclusive Gardens of Kyoto』
T国際 土　07:50～08:00

月　11:50～12:00，15:50～16:00
19:50～20:00，22:50～23:00

火　02:50～03:00，07:50～08:00
木　03:15～03:25，05:15～05:25

07:15～07:25
土　02:50～03:00

第 1 回09.2.5／石と木と水が巧みに組み合わさ

れ，私たちに癒やしと憩いを与えてくれる京都の

名園の歴史的・文化的背景や作庭家の技法，見

方・味わい方を美しい映像で紹介した。／国際放

送局，NED

{J－design』 新
T国際 日　11:40～12:00

日　06:40～07:00，15:40～16:00
19:40～20:00，23:40～24:00

月　03:40～04:00
火　07:15～07:25
金　15:50～16:00

第 1 回09.4.18／日本の“ものつくり力”はデザ

インの世界でも数々の優秀な作品を生み出してき

た。この番組では世界に羽ばたいた日本発のデザ

インを，半世紀の歴史を持つ「グッドデザイン

賞」授賞作の中から紹介した。／国際放送局，JI

B

Ⅱ．ラジオ国際放送

09年度の外国人向け放送の放送時間は，17言語

合わせて， 1日あたり31時間30分。邦人向け日本

語放送の放送時間は， 1日あたり23時間40分。外

国人向け放送と邦人向け放送を合わせると，18言

語で，1日延べ55時間10分の放送を実施している。

なお，アラビア語サービスは，衛星ラジオサービ

スWRN（World Radio Network）に委託してニ

ュースのほかに番組を加えた放送サービスを実施

している。

（1）外国人向け放送
外国人向け放送は，短波を中核としながらも，

地域の実情に応じた放送計画の見直しを行い，中

波やFM波による借用中継，衛星ラジオなど，効

果的な送信手段での多言語サービスの展開を進め

た。アラビア語は中波とFM波で，タイ語は衛星

ラジオで，ロシア語は中波で，インドネシア語は

FM波による放送を開始し，サービスの拡大に努

めた。また，英語，タイ語，ベトナム語，ビルマ

語，スペイン語，ポルトガル語の 6言語のニュー

ス時間を拡大し，聴取者の日本発情報のニーズに

応えた。11月からはアフリカ・ブルンジのFM局

で新たな番組提供として，東アフリカ地域を対象

に，フランス語・英語・スワヒリ語番組の放送を

再 

再 

再 

再 

再 

再 

再 

再 

再 

再 

再 

再 

再 

再 

再 
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開始した。｢ラジオジャパンフォーカス」枠内で，

最新の日本の技術を紹介する｢テクノロジー｣や，

日本の風俗習慣・暮らし・最新トピックスに寄せ

られた聴取者からの質問に答える「ニッポンQ＆

A」などの企画を放送した。また 8 月の夏の特集

として「戦争は未だ終わらず」などのシリーズ企

画や，日本とメキシコの交流400周年にちなんだ

ラジオドラマ「ドン・ロドリゴの幸運」を放送し

た。北朝鮮による飛翔
しょう

体発射，新型インフルエ

ンザの国内感染，ニュージーランド・インドネシ

ア・チリ地震よる津波情報といった緊急報道をは

じめ，政権が交代した日本の政局（東京都議会議

員選挙，衆議院議員選挙，民主党鳩山内閣組閣）

や，オバマ大統領初来日，COP15コペンハーゲ

ン会議など内外の重要ニュースの放送に際して

は，日本語，英語をはじめ各言語で正確かつ迅速

な報道に努めた。

（2）邦人向け放送
邦人向け放送では，国内の主要ニュース，時事

問題，スポーツ中継，音楽番組，ラジオドラマな

ど，多彩な番組をラジオ第 1と同時放送し，リア

ルタイムで日本の情報を海外に伝えた。

短波の送信時間・送信地域については，KDDI

八俣送信所およびイギリス・カナダなど，海外 9

か所の中継所から，世界17の放送地域に向けて，

1日合計114時間35分の送信を実施している。

海外の日本人に向けたサービスとして，プロ野

球（クライマックスシリーズ，日本シリーズ）や

大相撲，年末恒例の『NHK紅白歌合戦』『おめで

とう地球ラジオ2010』『水のファンタジー』など

の特集番組を放送した。また，バンクーバーオリ

ンピックについて，ラジオ第 1と同時の日本語放

送で日本人選手の活躍を伝えた。

{2010年新春特集 水のファンタジー』（60分間）
国内（ラジオ第 2）は元日，国際は 2日に放送

したファンタジー・バラエティー。せせらぎやわ

き水の音を随所にちりばめながら，清流の大切さ

と貴さを，泉の伝説をモチーフにしたドラマと，

水滴から生まれた美しい旋律，各地で水を守る人

の声を集めて描いた。プレゼンターはシンガー・

ソングライターのイルカさん。ゲストは作曲家の

神山純一さん。

1 ．ニュース

各地域向けに17言語で放送。09年度は 5言語が

ニュース枠を拡大。タイ語，ベトナム語，ビルマ

語が13分に，スペイン語，ポルトガル語が15分に

なった。ニュースをよりわかりやすくするために

解説コーナー「アングル」を新設し，多角的な報

道を行った。

国内リスナー向けにR2で『英語ニュース』『中

国語ニュース』『ハングルニュース』『スペイン語

ニュース』『ポルトガル語ニュース』を継続放送。

2 ．定時番組

（1）英語番組
{Japan & World Update』（29分間）新
月～金曜放送／14時台は国内R2でも同時放送。

09年度から始まった英語によるニュースワイド番

組。重要ニュースの背景や専門家の見方などを紹

介するコーナー「アングル」を中心に，内外のニ

ュースを多角的に伝えた。日本の政権交代に伴う

変化，温暖化などの環境問題，金融危機の影響，

新型インフルエンザ，ハイチ地震などを重点的に

取り上げた。BGMや素材音を活かして躍動的な

ニュースを目指した。／キャスター：新村香，山

田由里子，北代裕子，ロバート・ジェファソン

{Pop Up Japan』（19分間）
土曜放送／国内はFMで放送。今や世界が注目

する日本の音楽界の動きをアイドル系，邦楽系，

ビジュアル・ロック系など，さまざまなジャンル

のアーティストをスタジオに迎えて世界に発信。

5 月と 1 月には「NHKみんなの広場ふれあいホ

ール」で公開LIVEコンサートも実施，収録して

放送した。／パーソナリティー：パックンマック

ン

{World Interactive』（19分間）
日曜放送（最終週は除く）／14時台は国内R2

でも同時放送。第 1週は近藤正（蕉肝）成蹊大学

教授を講師に迎えて，季節に沿った世界の英語俳

句を紹介し，リスナーから寄せられた俳句につい

て講評を行った。第 2週は大島希巳江文京学院大

学准教授に英語で落語を語ってもらい，解説を加

えた。そのほかの週はリスナーからの質問やリク

エストに答えた。／キャスター：図師純子

{Listening Library』（19分間）
最終日曜放送／14時台は国内R2でも同時放送。

効果音や音楽をふんだんに織り交ぜ，著名な日本

文学を朗読で紹介。「小僧の神様」「走れメロス」

[夢十夜」「屋根の上のサワン」「檸檬」など。／

ナレーター：青谷優子

（2）その他の言語の主な定時番組
{ラジオジャパンフォーカス』（19分間）
月～金曜放送／英語も含む17言語放送の基幹番

組として日曜を除く週 6 日間で編成されている。

国内の政治，経済，社会，テクノロジー，音楽な
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どさまざまな分野の最新の動きを伝えた。またア

ジアなど各地域のニュースについても，多言語放

送の特性を生かした取材・放送に努めた。年間の

主な企画としては，以下の番組を放送した。

○「Beyond Borders」

国境を越えて活躍する国際人を紹介する企画。

週 1回放送。国際放送局ならではの人選で，地上

波などでは取り扱われていないユニークな人物を

紹介した。

○「ニッポンQ&A」

海外のリスナーから寄せられる日本についての

質問にきめ細かく答えた。

○「終戦企画・戦争未だ終わらず」

終戦記念日に合わせて，太平洋戦争関連の企画

を放送した。

○「テクノ企画」

海外のリスナーから関心の高い，日本の先端技

術・ユニークな技術などについて，わかりやすく

伝えた。

○「日本新発見」

毎月最終木曜に，各言語班の放送専門家ら外国

人出演者が，日本の生活の中で関心を持ったテー

マをリポートした。

○「日本語で歌いましょう」（10分間）

第 1 土曜放送／ポップスや演歌を日本語で外国

人が歌えるように歌唱指導する。指導は杉江康祥氏。

○「ミュージックカフェ」（10分間）

第 2第 3土曜放送／日本の四季や行事を音楽と

ともに紹介するコーナー。

○「日本文学館」（10分間）

毎月最終土曜放送／文学の名作を17言語に翻訳

して朗読した。芥川龍之介「密柑」，新美南吉

[手袋を買いに」など。

○「リスナーとともに」（14分間，または29分間）

日曜放送／英語も含む17言語放送によるディス

クジョッキー番組。各言語がそれぞれの放送対象

国のリスナーの手紙やリクエスト曲を紹介した。

「奮闘，ベトナムよさこいチーム」「ギニアの

ジェンベ奏者に聞く（スワヒリ）」「ある元南方特

別留学生の戦後（インドネシア）」など。

◇主な特集・特別番組（テレビ，ラジオ）

4 月『北朝鮮飛翔体発射関連ニュース』

（テレビ：英語NEWSLINE特設／日本語総合

スルー，ラジオ：多言語／日本語R1スルー）

『中国・庶民の改革解放30年』（テレビ：英語）

『ASIAN Media Transition』（テレビ：英語）

『小澤征次 IN サイトウ・キネンフェスティ

バル2008』 （テレビ：英語）

『総理記者会見』 （テレビ：日本語総合ス

ルー，ラジオ：日本語R1スルー）

5月『揺れる大国プーチンのロシア』（テレビ：

英語）

『新型インフル国内初の感染患者』

（テレビ：英語NEWSLINE内／日本語総合

スルー，ラジオ：日本語R1スルー）

『緊急報告新型インフルエンザ・フェーズ

5』 （テレビ：日本語総合スルー）

『小沢代表辞任意向伝える』

（テレビ：英語NEWSLINE内／日本語総合

スルー，ラジオ：日本語R1スルー）

『民主党代表候補公開討論会』

（テレビ：日本語総合スルー，ラジオ：日本

語R1スルー）

『民主党代表選，新代表記者会見』

（テレビ：日本語総合スルー，ラジオ：日本

語R1スルー）

『NEWSLINE・韓国前大統領ノ・ムヒョン

氏死亡』 （テレビ：英語）

『舛添厚労相会見』

（テレビ：日本語総合スルー，ラジオ：日本

語R1スルー）

『国会中継・党首討論』

（テレビ：日本語総合スルー，ラジオ：日本

語R1時差）

6月『NEWSLINE・GM破産法適用申請へ』

（テレビ：英語）

『特設ニュース「足利事件」関連』

（テレビ：日本語総合スルー）

『総理記者会見～温室効果ガス削減目標』

（テレビ：日本語総合スルー，ラジオ：日本

語R1スルー）

『国会中継・党首討論』

（テレビ：日本語総合スルー，ラジオ：日本

語R1時差）

『沖縄全戦没者追悼式』

（テレビ：日本語総合スルー，ラジオ：日本

語R1スルー）

『NEWSLINE・鳩山総務相辞任』（テレビ：

英語）

『NEWSLINE・イラン大統領アフマディネ

ジャド氏の再選確実』（テレビ：英語）

『POP UP JAPAN LIVE IN TOKYO』（テ

レビ：英語）

7月『天皇皇后陛下素顔の50年前・後編』

（テレビ：英語）
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『特設ニュース「閣僚人事」』

（テレビ：日本語総合スルー，ラジオ：日本

語R1スルー）

『特設ニュース 東京都議会議員選挙開票速報』

（テレビ：日本語総合スルー，ラジオ：日本

語R1スルー）

『NEWSLINE・解散で党幹部合意』（テレ

ビ：英語）

『NEWSLINE・衆議院解散』（テレビ：英語）

『特設ニュース・衆議院解散』

（テレビ：日本語総合スルー，ラジオ：日本

語R1スルー）

『ニュージーランド沖でM7.8の地震』

（テレビ：英語，日本語字幕ニュース，ラジ

オ：日本語R1スルー）

『SAMURAI SPIRIT居合道』（テレビ：英語）

8月『平成21年　広島平和記念式典』

（テレビ：英語，日本語総合スルー，ラジ

オ：日本語，英語）

『平成21年　長崎平和祈念式典』

（テレビ：英語，日本語総合スルー，ラジ

オ：日本語，英語）

『在外投票のお知らせ』（テレビ・ラジオ 日

本語）

『静岡で震度 6弱地震』

（テレビ：英語，日本語総合スルー，日本語

字幕ニュース，ラジオ：日本語，英語）

『インド洋でM7.7の地震』

（テレビ：英語，日本語総合スルー，日本語

字幕ニュース，ラジオ：日本語，英語）

『沖縄で津波注意報』

（テレビ：日本語総合スルー，ラジオ：日本

語R1スルー）

『全国戦没者追悼式』

（テレビ：日本語総合スルー，ラジオ：日本

語R1スルー）

『NO MORE HIBAKUSYA』（テレビ：英語）

『NEVER TO BE FORGOTTEN』（テレ

ビ：英語）

『党首討論会』（テレビ：日本語総合スルー）

『衆院選公示関連ニュース』

（テレビ：日本語総合スルー，ラジオ：日本

語R1スルー）

『ドン・ロドリゴの幸運』

（ラジオ：日本語，多言語）

『NEWSLINE・韓国キム元大統領死去』

（テレビ：英語）

『日本美術体感ツアー・奇跡の輝き　明治の

七宝』（テレビ：英語）

『衆院選特集　迫る“政治決戦“党首に問う』

（テレビ：日本語総合スルー）

『衆院選特集　“政権選択”政策を問う』

（テレビ：日本語総合スルー）

『全国戦没者追悼式』

（テレビ：日本語総合スルー，ラジオ：R1

日本語スルー）

『衆院選特集　真夏の政権攻防～党首列島を

駆ける』（テレビ：日本語総合スルー）

『NEWSLENE・Election Special JAPAN

DICIDES』（テレビ：英語）

『衆院選2009開票速報』

（テレビ：日本語総合スルー，ラジオ：日本

語R1スルー）

『衆院選2009列島ドキュメント』

（テレビ：日本語総合スルー）

『ニュース　自民党総裁記者会見』

（テレビ：日本語総合スルー，ラジオ：日本

語R1スルー）

『討論スペシャル　“政権選択に政治はどう

応えるか』

（テレビ：日本語総合スルー，ラジオ：日本

語R1スルー）

『ASIAN VOICES アフガニスタン平和への

道 1・ 2部』

（テレビ：英語）

『インドネシア付近でM7.1地震』

（テレビ：英語，日本語字幕ニュース）

『Pop Up Japan 2008 Summer Special』

（テレビ：英語，ラジオ：英語）

9月『Green Style Japan 1，2，3』（テレビ：英語）

『特設ニュース 3党合意で連立政権発足へ』

（テレビ：日本語総合スルー）

『NEWSLINE・台湾で前総統に無期懲役の

判決』 （テレビ：英語）

『NEWSLINE・首相指名選挙関連』（テレ

ビ：英語）

『NEWSLINE・鳩山新首相会見』（テレビ：

英語）

『ニュース首相指名選挙，鳩山新内閣閣僚名

簿発表，鳩山新首相会見』

（テレビ：日本語総合スルー）

『鳩山内閣新閣僚記者会見』

（テレビ：日本語総合スルー）

『自民党総裁選　公開討論会』

（テレビ：日本語総合スルー）

『サモア諸島でM8.3地震』
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（テレビ：英語，日本語字幕ニュース）

『インドネシア付近でM7.7地震』（テレビ：

英語）

『ニュース　気候変動首脳会議 オバマ，鳩

山スピーチ』

（テレビ：日本語総合スルー）

『ニュース オバマ大統領国連演説』

（テレビ：日本語総合スルー）

『ニュース　安保理 オバマ，鳩山スピーチ』

（テレビ：日本語総合スルー）

『ニュース 鳩山首相国連演説』

（テレビ：日本語総合スルー）

『総理記者会見』

（テレビ：日本語総合スルー，ラジオ：R1

日本語スルー）

『自民党総裁戦・新総裁決定，自民党新総裁

記者会見』

（テレビ：日本語総合スルー，ラジオ：R1

日本語スルー）

10月『南太平洋バヌアツでM8.0の地震』

（テレビ：英語，日本語字幕ニュース，ラジ

オ：日本語）

『日本美術体感ツアー　一瞬のファンタジー

～平田一式飾り』（テレビ：英語）

『NEWSLINE・オバマ米大統領にノーベル

平和賞』

（テレビ：英語）

『日韓首脳共同記者会見』

（テレビ：日本語総合スルー，ラジオ：日本

語R1スルー）

『特設ニュース 岡田外相アフガニスタン訪問』

（テレビ：日本語総合スルー）

『Your Japanese Kitchen in LONDON』

（テレビ：英語）

『NEWSLINE・中川元財務大臣死亡』

（テレビ：英語）

『NEWSLINE・2016年五輪はリオデジャネ

イロ』 （テレビ：英語）

『ニュース 2016年オリンピック開催都市決定』

（テレビ：日本語総合スルー，ラジオ：日本

語R1スルー）

『ニュース　台風18号関連』

（テレビ：日本語総合スルー，ラジオ：日本

語R1スルー）

『NEWSLINE・所信表明演説』（テレビ：英語）

『国会中継　所信表明演説』

（テレビ：日本語総合スルー，ラジオ：日本

語R1スルー）

11月『NEWSLINE・テキサスの陸軍基地で銃乱

射』 （テレビ：英語）

『NEWSLINE 日米首脳共同記者会見』

（テレビ：英語）

『ニュース　日米首脳共同記者会見』

（テレビ：日本語総合スルー，ラジオ：多言

語，日本語R1スルー）

『NEWSLINE SPECIALEDITION オバマ大

統領・アジア政策演説』（テレビ：英語）

『オバマ大統領・アジア政策演説』

（テレビ：日本語総合スルー，ラジオ：日本

語R1スルー）

『NEWSLINE・釜山で火事邦人死亡』（テレビ）

『NEWSLINE・イエメン日本人男性解放』

（テレビ）

『プロ野球日本シリーズ・第 1戦～ 7戦』

（ラジオ：R1スルー）

12月『NEWSLINE・韓国国防省研究所で爆発』

（テレビ：英語）

『NEWSLINE・日銀の金融緩和策関連』

（テレビ：英語）

『アフガニスタン　戦争は解決ではない』

（テレビ：英語）

『NEWSLINE・COP15関連』（テレビ：英語）

『NEWSLINE・鳩山首相の元政策秘書略式

起訴』 （テレビ：英語）

『総理記者会見』（テレビ：日本語総合スルー）

『第59回NHK紅白歌合戦』

（ラジオ：日本語R1スルー）

『VIEWERS’CHOICE 2009』（テレビ：英語）

1月『VIEWERS’CHOICE 2009』（テレビ：英語）

『水のファンタジー』（ラジオ：日本語）

『総理記者会見』

（テレビ：日本語総合スルー，ラジオ：日本

語R1スルー）

『NEWSLINE・藤井財務相が辞意表明』

（テレビ：英語）

『SAMURAI SPIRIT 古武道』（テレビ：

英語）

『The New Era of Televison』（テレビ：英語）

『The Heritage of Memory』（テレビ：英語）

『特設ニュース　石川衆議院議員逮捕関連』

（テレビ：日本語総合スルー）

『NEWSLINE・JAL会社更生法申請』

（テレビ：英語）

『NEWSLINE・小沢氏参考人聴取始まる』

（テレビ：英語）

『ニュース小沢氏聴取始まる』
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（テレビ：日本語総合スルー）

『ニュース 名護市長選関連』

（テレビ：日本語総合スルー）

『国会中継政府演説』

（テレビ：日本語総合スルー，ラジオ：日本

語R1スルー）

2月『Asian Voices Special THE GREAT

SHIFT EAST』（テレビ：英語）

『特設ニュース　小沢氏起訴，朝青龍引退』

（テレビ：日本語総合スルー）

『沖縄近海で津波注意報』（テレビ）

『バンクーバーオリンピックハイライト』

（テレビ：日本語）

『バンクーバーオリンピック　中継』

（ラジオ：日本語R1スルー）

『地域放送局制作番組英語化セレクション』

（テレビ：英語）

○金とく神宝～1300年受け継がれる技と心

○ワンダフル東北　雪の里の物語

○阿波スペシャルふるさとの心人形にこめて

○かんさい特集　しなやかに強くかぶき寺

子屋物語

○九州沖縄スペシャル 夢一座村が燃えた日

○プライムH 道東　花守たちの春

『バンクーバーオリンピックハイライト』

（テレビ：日本語）

『国会中継党首討論』（テレビ：日本語総合

スルー）

『NEWSLINE・トヨタ豊田社長米公聴会』

（テレビ：英語）

『ニュース プリウスリコールでトヨタ社長

会見』

（テレビ：日本語総合スルー）

『特設ニュース 米公聴会トヨタ関連』

（テレビ：日本語総合スルー）

『NEWSLINE・沖縄本島で震度 5 弱の地震

津波警報発令』（テレビ：英語）

『特設ニュース　沖縄本島で震度 5弱の地震

津波警報発令』

（テレビ：英語字幕ニュース日本語総合スルー）

『NEWSLINE・チリ沿岸地震M8.8，大津波

警報関連』（テレビ：英語）

『特設ニュースチリ沿岸地震M8.8，国内大

津波警報』

（テレビ：英語字幕ニュース，日本語総合ス

ルー，ラジオ：日本語R1スルー）

3月『スマトラ沖でM6.6地震』（テレビ：英語）

『Documentareies of Japan』（テレビ：英語）

○日本兵サカイタイゾーの真実～写真の裏

に残した言葉

○赤ひげよ，さらば～地域医療再生と崩壊

の現場から

『Documentareies of Asia』（テレビ：英語）

○「かけがえのない人」

○「今も息づく2500年前の知恵」

○「ひばり」

○「教育の壁」

『国会中継「党首討論」』

（テレビ：日本語総合スルー，ラジオ：日本

語R1スルー）

Ⅲ．インターネット展開

1 ．概　況

国際放送番組のインターネット配信について

は，「放送法第 9 条第 2 項第 2 号業務の基準」の

中で，外国語による外国人向け情報の提供を「必

要に応じ，積極的に実施する」こととしており，

2000年度からラジオ国際放送関連サービスを実施

してきた。02年度から実施しているテレビ国際放

送関連サービスにおいても，これまでの放送後の

項目ニュースを配信するなどに加えて，より効果

的なサービスを実現するため，番組に含まれる著

作権などをクリアしつつ，放送と同時のインター

ネット配信を放送法第 9条第 2項第 5号に基づく

業務として09年 2 月から実施した。

（1）テレビ関連サービス
①外国人向けテレビ国際放送番組については，

ニュースを放送と同時にインターネットで配信す

るとともに，従来と同様，放送後に項目ニュース

を配信する。また，ニュース以外の番組は，番組

に含まれる著作権などのクリア条件に応じて，放

送と同時，あるいは，放送と同時および放送後の

配信を行う（放送後の配信については，今後の実

施を）。その際，著作権などのクリア条件の難易

度などに応じて，インターネット配信を行わない

番組があり，また，配信を行う番組であってもそ

の配信エリアを外国のみに限定する場合がある。

(次ページ表参照）

②外国人向けテレビ国際放送番組のインターネ

ット配信を行うにあたっては，

・当該番組が，外国人向けテレビ国際放送のため

に制作した番組（英語番組）であるか，国内放送

のために制作した日本語番組を英語化したもの

(英語化国内番組）であるか
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・配信が，国内向けであるか，海外向けであるか

によって次表のとおり「仕分け」を行い，権利者

の許諾を得ることが著しく困難であるか，可能で

あるとしても著しく経費（追加支払い額）がかか

るものについては，NHKとして当面実施しない

こととしている。

③国際放送関係のインターネットサービス（外国

人向け情報の提供）の実施経費としては，既放送

番組などの配信と放送と同時の配信を合わせて，

09年度予算で4.0億円（テレビ国際放送関係が2.2

億円，ラジオ国際放送関係が1.8億円）を計上し

ている。

④09年 2 月からの放送とほぼ同時の再送信で提供

しているテレビ国際放送の番組は，放送波全体の

65％程度となっており，09年度中に 5％程度向上

させることができた。

⑤09年度 4 月～ 9 月のアクセス数は3,838万アク

セス， 1日平均20万程度となっている。

⑥09年 6 月から，国内向けの高画質（配信レー

ト：512kbps）同時再送信を開始した。初期はロ

ンドンに本拠を置くJOOST（ジュースト）社と

技術提携を行い実施。10月からはJOOST社の業

務体制変更に伴い，Five Cool（ファイブクー

ル）社と技術提携し，引き続き実施した。10年 1

月現在，月間3,000程度のユニークユーザーを獲

得し，平均視聴時間50分程度となっている。

⑦09年 1 月には，ワールドTVPRのために，世界

最大の動画配信ポータルサイト「You Tube」

にNHK国際放送の公式ホームページ「NHKワー

ルドチャンネル」を開設した。ワールドTVの多

種多様な番組内容を紹介するために放送済み番組

の30秒短縮版およびPRスポットを掲載している。

09年 1 月現在の動画再生回数はおよそ26万回。登

録ユーザー数は1,200となっている。

（2）ラジオ関連サービス
①国際放送局のインターネット・サービス「NH

Kワールド・オンライン」は，2000年 2 月に，ニ

ュース（22言語）と情報番組（日本語を除く21言

語）で，ラジオ国際放送とほぼ同時のライブスト

リーミングを開始。さらに04年 9 月からはオンデ

マンドでの提供を開始し，時間に関係なく聴取可

能となった。07年10月に実施した短波放送の 4言

語削減に伴い，「NHKワールド・オンライン」で

の提供も，現在，ニュースが18言語，情報番組は

日本語を除く17言語となっている。

②09年度前期，ライブストリーミングで提供して

いるラジオ国際放送のニュース・番組は，英語が

30分，日本語が 1時間，その他16言語が 7時間35

分となっている。

09年 4 月～12月までの 1 日平均の利用回数は，

ライブストリーミング3,100回弱，オンデマンド

は44,000回弱である。

③09年度前期，ライブストリーミングやオンデマ

ンドで提供しているラジオ国際放送の番組は，以

下の通りである。

(英語）

『World Interactive』『Japanese Lesson』

『What’s up Japan』『Listening Library』

(英語を除く17の外国語）

『ラジオジャパンフォーカス』『リスナーとともに』

(日本語）

『海外安全情報』『地球ラジオ』

（3）文字・動画サービスなど
①「NHKワールド・オンライン」では，02年 4

月に，テレビ国際放送の英語ニュースの提供を動

画付きで開始した。さらに，02年度中に，ロシア

語，スペイン語，フランス語，中国語，アラビア

語，ハングル，ポルトガル語によるニュースの文

字情報の提供を始めた。06年 4 月からは中国語，

08年 4 月からはポルトガル語で，動画付き提供を

開始した。

②09年12月には「NHKワールド・オンライン」

トップページを放送HD化に伴う，画像の画面比

率（16： 9 ）大型化に合わせて全面改定を行った。

③06年11月からNHK読み上げ版携帯サイトに英

語ニュースを掲載し，携帯電話を使ったニュース

の配信サービスも開始した。12月にはスペイン語

とポルトガル語，さらに，07年 2 月には中国語と

ハングルを加え，合わせて 5言語によるニュース

配信サービスを行っている。07年 3 月からは，ポ

ッドキャスティングによる外国語ニュースの配信

配信
番組

英語番組

英語化
国内番組

日本国内

実施
※著作権処理可能なもの

権利処理が比較的容易
（相当程度の権利者か
ら許諾が得られるもの
と見込まれる）

実施しない

日本国外（海外）

実施
※著作権処理可能なもの

権利処理が比較的容易
（相当程度の権利者か
ら許諾が得られるもの
と見込まれる）

実施
※著作権処理可能なもの

権利処理が著しく困難
（権利者の許諾を得る
ことが著しく困難であ
ることに加え，仮にこ
れが得られたとして
も，追加支払い額が大
きく増加することが見
込まれる）

権利処理にやや困難を
伴う（一定程度の権利
者から許諾が得られる
ものと見込まれる）
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も実施している（日本語を除く21言語／07年10月

に17言語に縮小）。

広報・反響

Ⅰ．広　報
09年 2 月の外国人向け英語放送に特化したNH

KワールドTVの認知度向上に向けて，放送上だ

けではない，インターネット，紙媒体を立体的に

組み合わせた広報活動を行った。

（1）PR
◯スポット

09年 2 月からの編成枠 4時間× 6ローテーショ

ン化に伴い， 3 種類の基本スポットを合計100本

程度制作し，あらかじめ定時スポットとして編成

している。30秒スポットとして，その日の放送予

定を告知する『Choice of the Day』，30分後，60

分後の放送予定を告知する『Coming UP』， 1 分

スポットで当該枠の明日の番組を告知する

{This time tomorrow』そしてホームページ案

内『Web PR』を組み合せに，特集番組のスポッ

トを随時加えて，バリエーションとした。また12

月のHD化に合わせて，全スポットのHD化も実

施した。

◯チャンネルガイド誌出稿

イギリスで900万世帯をカバーするBskyBで

の配信開始に伴い，番組ガイド誌「Skymag」に

1 ページカラーの広告出稿を 4 月， 5 月， 6 月，

8 月，10月と定期的に行った。また香港のケーブ

ルテレビガイド誌にも09年以来，継続的に出稿を

行っている。

◯10月期新番組新聞広告

10月期の新番組『ASIA BIZ FORECAST』と

{JAPAN7DAYS』の周知とNHKワールドTVの

認知度向上のため， International Herald

Tribune（10月23日発行）に 1 ／ 4 カラーの広告

を出稿した。

◯アメリカ業界誌キャンペーン

アメリカの伝統ある週刊テレビ業界誌

[BRAOADCAST & CABLE」に10年 1 月 4 日

号から，事業者向けキャンペーンを開始した。

[HD放送を行う国際ニュース・情報チャンネ

ル」としての認知度向上を図るために， 2月 4日

号， 3月 4日号，そして 4月12日号までの計 4号

に継続的な出稿を行っている。

◯その他，紙媒体など

08年度に引き続き，雑誌「海外赴任2010リロケ

ーションガイド」「帰国ガイド到着から帰国まで

2010年度版」に広告出稿した。

国内の外国語学習者を対象に，NHK語学講座

の 7言語のテキストに広告出稿した。

スタジオパーク内でのNHKワールドのサービ

ス全般を紹介するパネルを09年度も実施した。

（2）モニター
年間にモニター募集を前期と後期の 2 回実施。

ワールドTV上でのスポットとホームページを連

動させて周知を行い，67名体制となった。

（3）イベント
◯世界経済フォーラム～ダボス会議

世界の有識者が集う「世界経済フォーラム年次

大会（通称：ダボス会議）」において，NHKが 1

セッションを主催。そのもようをワールドTVの

番組『ASIAN VOICES』特別編として収録した。

世界の国際放送局もセッションを持ち，また関連

PRを実施する檜
ひのき

舞台であるため，NHKワールド

TVとしても，政治経済の第一線に立つ層への認

知拡大を目途として，PRキャンペーンを実施し

た 。 セ ッ シ ョ ン 当 日 の 1 月 3 0 日 に は ，

International Herald TribuneとFinancial Times

に 1 ／ 4 カラー広告を出稿。合わせて会場周辺で

配布されるIHTのカヴァーラップ展開を行った。

◯フランス・カンヌMIPへの継続的な出展

08年度から継続的に出展を行なっている世界

最大のテレビ番組見本市MIPに， 3 月30日から 4

月 2 日のMIPTV2010，10月 5 日から 7 日の

MIPCOM2010でそれぞれNHKブースの一角をN

HKワールドコーナーとし，受信公開とインター

ネット配信の展示を実施し，商談の場とした。

◯CASSBAへの参加

11月 1 日から香港で行われた，アジアの衛星

放送およびケーブル配信事業者が集うイベント

に初参加。受信公開とともに，国際放送局長のキ

ーノートスピーチの機会を得た。また香港のメデ

ィアからの取材も多数受けた。

◯『Your Japanese Kitchen』ロンドン収録

ロンドンでの認知拡大を目途として，料理研究

家・栗原はるみさんがホストを務める日本の家

庭料理を紹介する番組『 Your Japanese 

Kitchen』のロンドン公開収録を 9 月に実施。11

月の放送を中心とした現地でのPRキャンペーン

を行った。

◯新東京国際空港（成田空港）での受信公開

12月25日から，日本の表玄関，成田空港の制限

区域内にあるモニター10か所で，NHKワールド

TVの受信公開を開始した。
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○NHKワールドカレンダー・フォトコンテスト

国際放送局では，広報活動の一環として毎年

NHKワールドカレンダーを制作している。主に

海外の放送局，大使館，日系人協会，日本人学校

などに配布し，NHKワールドを世界に広くPRし

ている。09年度のフォトコンテストは，「いま，

始まる」をテーマに写真を公募，全国502名の応

募者から2,259点の応募が寄せられた。写真家・

浅井愼平氏を委員長に審査を行い，金賞，銀賞，

優秀作品賞，佳作，努力賞の合計25点が選ばれた。

これらの写真は，カレンダー，卓上カレンダー，

ベリカードなどに使用された。なお，08年度まで

実施していた全国への巡回写真展は廃止した。

（4）国内広報番組への露出
総合テレビ『三つのたまご』 2月 7日放送分に

おいて，副会長の出演により，国際放送リニュー

アル 1年の現状を報告した。

Ⅱ．反　響

（1）見学対応
新しくなった国際放送局の顔ともいうべき

{NEWSLINE』専用のスタジオCU777を中心と

した国際放送局への見学希望に対して，国際広報

が対応した。主に日本人を中心とした見学者は，

10年 1 月末までで，およそ1,000人を超えた。

（2）投書数
○NHKワールド ラジオ日本

09年度の郵送とEメールによる投書数は 1 万

8,193件で，08年度同期に比べて，1,201件の減少

であった。このうち，郵送による投書数は9,154

件で08年同期より1,148件減少した。一方，Eメー

ルによる投書数は9,039件で，これは08年度同期

とほぼ同じである。地域別では，アジア地域では

1,560件減少し，欧州地域では例えばアフリカで

は投書数は571件減少したが，Eメールによる投

書数は674件増加した。

（3）反響の活用
テレビとラジオの反響は，週 1回「反響メモ」

としてまとめ，イントラ上から閲覧できるように

している。また「NHKワールド ラジオ日本投書

概況」「ラジオ日本モニター報告」と「NHKワー

ルドテレビ海外番組モニター報告＆反響」を月 1

回まとめている。これらは，国際放送局の各番組

担当者にフィードバックし，放送の質のさらなる

向上に役立てている。

（4）番組キャンペーン
◯第45回衆議院議員選挙特番キャンペーン

国政の大きな分け目といわれる選挙における

NEWSLINE特別編成についてPRを実施。事前は

30秒スポットによる周知を行った。また開票特別

番組放送当日は，International Herald Tribune

への 1 ／ 4 カラー広告出稿とBBC.comおよびNY

T.com上で24時間のバナーキャンペーンを実施し

た。平均クリック率を上回る実績を残し，導入先

のNHKワールドTVトップの動画配信も通常の 3

倍程度のページビューを記録した。

技術・施設

Ⅰ．テレビの送受信
「NHKワールドTV」は，英語による「外国人

向けテレビ国際放送」で，09年 2 月に専用スタジ

オを設け24時間毎正時ニュースを放送している。

09年12月には，標準画質の放送に加え，ハイビジ

ョンによる放送も開始した。放送はノンスクラン

ブル（無料）で，インテルサット社の 3 つのCバ

ンド衛星を使い，ほぼ全世界をカバーしているが，

受信には直径2.5メートル以上のパラボラアンテ

ナが必要なため，NHKでは，小型のアンテナで

受信できる放送衛星（Kuバンド）や地域のCAT

V等を通じてより簡便に視聴できるよう，受信環

境の整備を進めている。09年度末には，14機の放

送衛星でおよそ120か国のエリアをカバーし，約

1億2,500万世帯で視聴が可能となった。（図 1）

「NHKワールド プレミアム」（テレビ番組配

信）は，「NHKワールドTV」と同じ 3つのCバン

ド衛星で，海外のCATVや衛星放送局などの放

送事業者にNHKの番組を有償で配信し，各事業

者が放送する邦人向けのサービスである。

「テレビジャパン」は，北米JNG社（JAPAN

NETWORK GROUP INC．ニューヨーク）と欧

州 JSTV社 （ Japan Satellite Television

(Europe）Ltd．ロンドン） 2 社が，放送衛星

(Kuバンド）を使って91年から実施している有

料の邦人向け放送である。NHKや民放の番組に

スクランブルをかけて放送している。

NHKは，「NHKワールド プレミアム」と「テ

レビジャパン」を使って， 1日およそ 5時間，ノ

ンスクランブル（無料）の「邦人向けテレビ国際

放送」を実施している。

Ⅱ．ラジオの送信

短波による国際放送「NHKワールド・ラジオ
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日本」は，八俣送信所と海外中継所からの送信を

実施した。効果的・効率的な送信体制への移行を

図る目的で，09年 3 月29日から海外中継体制を変

更。従来の短波の送信体制の見直し・強化ととも

に，衛星ラジオ，中波やFM波を使った送信を開

始し，さまざまな放送対象地域のメディア事情に

適した，より効率的で効果的な送信体制への移行

を進めた。その結果，短波については八俣送信所

と 9つの海外中継局からの送信体制とした。さら

に中波，FM波による新メディア展開を 4 つの国

と地域で開始した（図 2）。

○八俣送信所
送信機 6 台（300kW： 5 台，100kW： 1 台），

アンテナ15式（カーテン型：14式，水平LP型：

1 式）で送信。「ラジオ日本」を 1 日74時間25分

送信した。さらに，海外の放送機関と相互に送信

施設を提供し合い相互の番組の中継を行う「交換

中継」として，「ラジオ・カナダ・インターナシ

ョナル（RCI）」を 2 時間送信し，合計で 1 日76

時間25分送信した。

（1）カナダ中継放送
86年10月に，サックビル中継局の250kW送信

機を借用し放送を開始。88年からはRCIとの交換

中継とした。93年に借用中継を再開。09年度は，

中米向けに 2 時間の交換中継のほか，北米東部，

北米西部，中米，南米東部向けに合わせて 4時間

20分の借用中継を実施。合わせて 1日 6時間20分

の送信とした。

（2）イギリス中継放送
92年 7 月から，スケルトン中継局などの500

kW送信機などを借用し放送。09年度は，欧州向

けに 1日 1時間20分の送信を実施。

（3）シンガポール中継放送
96年 4 月に，クランジ中継局の250kW送信機

を使用し借用中継を開始。09年度は，東南アジア，

南西アジア向けに 1日 7時間45分の送信を実施。

（4）ダバヤ中継放送
03年 4 月から，ダバヤ中継局（アラブ首長国連

邦）の500kW送信機を借用し放送を実施。09年

度は，中東・北アフリカ向けに， 1日 3時間送信。

（5）ボネール中継放送
03年10月から，ボネール中継局（カリブ海・オ

ランダ領アンティル諸島）の250kW送信機を借

用し放送を実施。09年度は，南米，中米向けに，

合わせて 1日 6時間30分送信した。

（6）フランス中継放送
08年 3 月30日にイスーダン中継局の500kW送

信機を借用し放送を開始。アフリカ西部，中部，

南部，中東・北アフリカ向けに 1日 9時間送信を

実施。

（7）ドイツ中継放送
08年 3 月30日に，ヴェルタハタル中継局の500

kW送信機などを借用し放送を開始。欧州，中

東・北アフリカ，アフリカ中部，西部向けに 1日

3時間送信を実施。

（8）ウズベキスタン中継放送
09年 3 月29日に，ウズベキスタン中継局の100

kW送信機を借用し放送を開始。南西アジア向け

に 1日 2時間15分送信を実施。

（9）アルメニア中継放送
09年 3 月29日に，アルメニア中継局の100kW

送信機（短波），1,000kW送信機（中波）を借用

し放送を開始。中東・北アフリカ向けに 1日 1時

間（短波），30分（中波）送信を実施。

（10）モスクワ中継放送
09年 3 月29日に，モスクワ中継局の10kW中波

送信機を借用し放送を開始。モスクワ市および周

辺地域向けに 1日 1時間送信を実施。

（11）インドネシア中継放送
09年 3 月29日に，インドネシアの首都ジャカル

タおよび主要20都市のFMラジオ局の放送時間を

借用し放送を開始。 1日45分送信を実施。

（12）ヨルダン川西岸中継放送
09年 4 月20日に，中東のヨルダン川西岸地区の

FMラジオ局の放送時間を借用し放送を開始。ラ

マラ，ジェニンの 2都市で 1日30分送信を実施。
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図 1「NHKワールドTV」等のカバーエリア（2010年 3 月末現在）

図 2「NHKワールドラジオ日本」の送信方向概念図（2010年 3 月末現在）


