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4 節　著作権・アーカイブス・考査

著作権

1．放送と通信の一体化に向けて

（1）法改正への対応
インターネット等を活用した著作物利用の円滑

化や障害者の著作物利用の機会の確保を図るた

め，著作権法の改正が行われ，2010年 1 月に施行

された。それに先立ち，政令案についての意見募

集が行われたが，NHKは，裁定制度に関し，不

明権利者の探索のよりいっそうの簡便化，コンテ

ンツの流通実態を踏まえた担保金・保証金の設定

の要望等を行った。

（2）NHKオンデマンドの拡大と権利処理
NHKオンデマンド「見逃し番組」では，出演

者が多いことなどから最も権利処理が難しいと言

われていた『紅白歌合戦』を配信することができ

た。また，これまで放送後 3年未満の番組を配信

することの許諾を得ることが難しかったが，権利

者団体との交渉の結果，新作番組でも配信が可能

となり，10年 1 月から大河ドラマ『篤姫』や『ド

ラマスペシャル　白洲次郎』などを配信した。

（3）省庁での検討
内閣官房・知財戦略推進事務局内の「放送番組

における映像実演検討ワーキンググループ」にお

いて，小説やコミック等を原作としたドラマ番組

や映画を一部使用した番組等をネット配信する際

の契約ガイドラインや，集中管理の促進などを内

容とする報告書が10年 3 月にとりまとめられた。

これを受け，放送番組のネット配信についての権

利処理のいっそうの進展が期待される。

2．番組利用形態の多様化と権利情報の充実

放送番組の利活用が多様化している中，権利処

理をより円滑に進めるためには，権利情報をより

いっそう充実させるとともに，権利処理業務のい

っそうの効率化を進める必要がある。

この観点に基づき，ベアトス（番組提案，権利

情報等を入力できる制作現場支援システム）に代

わる「新放送情報システム」の導入に向けた入力

支援ツールの整備や「放送番組保存の基本方針」

の 8年ぶりの見直しなどの施策を通じ，すべての

放送番組の保存に向けて権利処理の業務フロー全

般の点検作業を実施した。入力支援ツールは，制

作現場の権利情報入力の負担軽減をねらってのも

の。アーカイブスデータベースへの権利情報の直

接入力システムの整備も，保存体制の強化につな

がった。また，関連事業局とも連携し，大河ドラ

マを中心とした一括型権利処理の検討を進めてお

り，その一環としてのNHKオンデマンド配信番

組を「見逃し番組」からそのまま「特選ライブラ

リー」へ移行する「シームレス化」への取り組み

も一部番組でスタートした。

3．番組の不正利用（海賊版）対策

デジタル化とネットワーク化の進展に伴い，

NHKの番組を録画し無断で複製した海賊版をイ

ンターネットを通じて流通させる事例や，主に在

外邦人向けに，国内の放送を受信して無許諾でイ

ンターネットを通じて配信するサービスなどが出

現している。NHKは関係機関と連携しながらこ

のような権利侵害行為への対応を進めた。

（1）ネット上での海賊版流通への対応
放送番組を無断で複製した「海賊版」をネット

オークションに出品するケースは，プロバイダー

等の協力もあり最近では出品数が減少しつつある。

NHKと民放各社が共同で設立したデジタル放

送推進協会（Dpa）内の「放送コンテンツ適正流

通推進連絡会」を通し，Dpaが外部団体に委託し

て行う違法出品の削除要請業務等の対応は，09年

度も継続した。また，増加傾向にある違法動画投

稿サイトへの対応強化を検討した。

（2）動画投稿サイトへの対応
番組から複製した動画や静止画を無断でホーム

ページやブログ等に掲載する事例が増えている。

これらは，NHKや番組関係者の著作権や著作隣

接権，プライバシーを侵害するものである。NH

Kではプロバイダー等と連携して不正利用者に削

除を求めるなどの対応を行った。

アメリカの動画投稿サイト「ユーチューブ」に

ついては，サイトを運営するグーグル社との取り

決めにより08年12月に導入したパソコンを使った

自動削除装置を用い，ドラマや音楽番組，アニメ

等，ネット利用者が多く視聴する番組を中心に違

法動画の効率的な削除を行った。

このほか，国内および中国，韓国，ロシアなど

海外の類似のサイトについては違法動画の削除要

請等の対応を引き続き行った。削除要請を行って

も必ずしも削除されないことも多いため，より効

率的な対応が可能となるよう他の放送局やコンテ

ンツ制作事業者との連携をさらに積極的に図って

いく。
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（3）インターネットを利用した在外邦人向けの
録画・送信サービスへの対応

主に海外に住む日本人を対象に，日本で放送さ

れる番組をインターネット経由で録画・視聴させ

る有料サービスが登場している。こうしたサービ

スを放置すれば，番組の権利者の利益が損なわれ

るおそれがあるため，NHKは，民放各局と共同

で裁判を提起するなどの対応を行った。

①「ジェーネットワークサービス」事件
「ジェーネットワークサービス」は，NHKや

民放の放送番組を，日本国内に設置したサーバー

を使い，著作権者の許諾を得ずに同社と契約をし

た海外に住む日本人向けに有料で配信し多額の利

益を得ていた。著作権法違反にあたるとして，N

HKと民放 2 社が刑事告訴した。2009年 5 月，警

視庁ハイテク犯罪対策総合センター等の捜査によ

りジェーネットワークの経営者が逮捕された後，

起訴された。同年10月には有罪判決が下されてい

る。

②「まねきTV」事件および「ロクラク」事件
「まねきTV」は，市販の機器を購入させて預

かり利用者がインターネットに接続することによ

り，また，「ロクラク」は自社製の一対のハード

ディスク・レコーダーの親機を国内で預かり，利

用者が海外に持参した子機により，日本のテレビ

番組を視聴，録画できるサービスである。NHK

と関係民放各社は07年，それぞれに対し，サービ

スの停止と損害賠償を求めて東京地裁に民事訴訟

の本訴を提起したが，いずれも知財高裁で敗訴し

た。そのため，09年 3 月， 4月にそれぞれ最高裁

判所に上告受理の申し立てを行っている。

③その他の対応
こうした配信に加え，インターネットや通信技

術を利用したサービスは，さらに多様化している。

サーバーの所在地だけではなく発信者を特定でき

ない場合が多く，著作権侵害の立証がより困難に

なっている。NHKは，放送事業者と番組関係者

の権利を守り，放送事業の健全な発展のため，民

放各局や関係機関，また官と民の連携により，正

規のコンテンツ流通を促進し，不正流通を抑制・

防止する対策を継続していくこととしている。

4．国際的な対応

（1）放送事業者等の権利保護のための条約
世界知的所有権機関（WIPO）では，常設委員

会を設置してインターネット時代における不正利

用行為から放送事業者の権利を守るための条約の

検討作業が進められてきた。07年12月に予定され

ていた条約採択のための外交会議の開催には至ら

ず，この数年実質的な議論は行われなかった。

09年の 5月の常設委員会では，こうした状況を

打開するため，放送事業者の保護に関する「情報

交換会合」が開催された。近年，インターネット

上での不正流通により急激に変化する放送事業を

取り巻く環境と放送事業者の保護の重要性につい

て各国政府関係者の理解を促した。さらに，10年

の常設委員会前に，こうした変化が放送事業に及

ぼす社会的，経済的影響についてWIPOが調査を

行い，また各地域で放送事業者の保護に関する地

域セミナーを開催することになった。

（2）アジア太平洋放送連合（ABU）著作権部
会

ABU著作権部会は，WIPOの放送条約の早期

成立に向け，アジア・太平洋地域の放送事業者に

対して，著作権や著作隣接権の保護の重要性と権

利執行に関する理解促進活動を行っている。09年

4 月，マレーシアのクアラルンプールで開かれた

著作権部会では，WIPOの放送条約に関する議論

を引き続き行った。域内の放送事業者を対象に行

ったアンケート調査では，インターネット上の違

法配信や放送信号の窃
せっ

取
しゅ

等の横行により放送事業

が社会的・経済的に影響を受けていること，また，

放送番組の不正流通に関する著作権侵害訴訟の件

数は増加しつつあることが明らかになった。

また，有効な権利保護の方策について，法整備

と技術的な保護の両面から検討し，09年10月に行

われたABU技術委員会にデジタル放送のコンテ

ンツ保護に関するガイドラインの策定を共同提案

し，承認された。

（3）ヨーロッパ放送連合（EBU）法律・公共問
題委員会

EBUの「法律・公共問題委員会」では，近年，

放送事業者が行うインターネットを活用した多様

なサービスの権利処理をより簡便なものとするよ

うに，権利者団体との契約の促進，各国および欧

州域内での法整備の必要性について議論した。

[強い権利と容易なアクセス（Strong Rights，

Easy Access）」という基本的な考え方により，

著作権者の権利を保護し，同時に視聴者や利用者

の情報へのアクセスを確保することが，デジタル

時代にはさらに重要になると認識している。10年

3 月，EBUは，こうした意見を「EBU著作権白

書」としてまとめ，公表した。
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アーカイブス
NHKアーカイブスには 3つの目的がある。

①NHKが制作・放送した番組・ニュース等のコ

ンテンツを資産として〈保存〉する。

②保存したコンテンツを番組公開施設や「NHK

オンデマンド」などにより〈公開〉する。

③コンテンツを多角的に〈活用〉することにより，

アーカイブスの社会還元を進める。

特に③では，教育，学術目的での利用などアー

カイブス資産による社会貢献を推進することで，

公共放送としての「新たな価値」の創出につなげ

ていくことがライツ・アーカイブスセンターの目

標となっている。

1．保　存

（1）放送番組保存の基本方針
デジタル時代のコンテンツ施策の一環として，

番組・ニュースおよびこれらの素材を，NHKア

ーカイブス（埼玉県川口市）を中心に体系的・系

統的に保存・管理・活用している。

全国放送の番組等に関しては，放送総局の「権

利と保存に関する委員会」で保存方針についての

審議を行っている。地方のブロック放送および県

域放送の番組等については，全国の放送局に設置

した「権利と保存に関する委員会」で各局の実情

に応じた権利確保と保存を行っている。

また，本格的なテープレス時代に備えて，コン

テンツや権利情報の一元管理による番組制作力や

発信力の強化に向けて検討を進めている。

（2）コンテンツ保有数
2009年度末のコンテンツ保有数は，渋谷の放送

センターに保管されている分も含め，映像がニュ

ース：164万3,000，番組：59万8,000に及んでいる。

(全国計では，ニュース：490万9,000，番組：71

万3,000）。また，ニュース原稿が94万1,000本，写

真は42万6,000枚，音楽CDは31万9,000件，図書・

雑誌・地図は22万5,000冊，楽譜は11万5,000冊を

保有している。

（3）保存番組のデジタル化
アナログ 1 インチVTRテープには，貴重な映

像が多く残されており，09年度も映像素材を中心

にデジタル化を進め，ほぼ終了した。また，

NHKのテレビ放送開始直後の『NHKテレビジョ

ンニュース』と，昭和30年代から世界を取材して

きた『NHK特派員報告』の貴重な映像フィルム

をハイビジョン仕様のデジタルテープにコピーし

て保存した。地域放送局の保有するコンテンツに

ついても，フィルムやアナログテープなど，

2,000本近い旧媒体をデジタルテープ化した。

（4）次世代アーカイブスに向けた検討
NHKは，急速なデジタル化に対応していくた

め，制作・放送，そして保存・展開に至る工程か

らテープをなくし，すべてファイルベースの仕組

みに移行する検討を進めている。これに伴い，ラ

イツ・アーカイブスセンター内に「次世代アーカ

イブス検討プロジェクト」を設置して，海外のア

ーカイブス事情の調査や，新システムの具体化計

画に向けた検討を進め，10年 3 月までに整備方針

のたたき台を策定した。

（5）コンテンツ管理の各業務
〔コンテンツ管理〕
NHK自身が制作・放送した番組，ニュース映

像，ニュース原稿，音声コンテンツに加え，写真，

音楽CD，楽譜などを保存・収集し，放送への活

用を基本に体系的な管理・整備を行っている。川

口市のNHKアーカイブスと渋谷の放送センター

とは二重化されたIPネットワーク回線で結ばれ，

ハイビジョン 5系統（うち 2系統はアップコンバ

ート），スタンダード 3 系統の同時伝送で番組制

作・ニュース制作への映像提供を行っている。

また，権利確保と保存のルール徹底など，放送

の確固たる基盤とするための業務に取り組んでい

る。放送番組の各種情報（メタデータ）は，NH

K内各部局システムとの連携により生成し，参照

用動画や構成表への静止画貼付などの映像作業を

加えた後イントラネットを通じ，全国での検索・

発注を可能としている。

09年度に実施したアーカイブスデータベースの

利用者アンケート結果を参考にして，データベー

ス検索の高速化や検索機能の向上を図るととも

に，メタデータ入力作業を簡素化・効率化する仕

組みを新たに導入した。

〔ニュースコンテンツ〕
NHKのニュース原稿・ニュース映像のデータ

ベース化を中心に取り組み，データベースの利活

用に力を注いでいる。全国放送の原稿に加えて各

地方ブロック放送向け原稿のデータベース化を新

たに09年10月から開始したところ，その効果もあ

って原稿利用件数は過去最高を記録した。

個人や団体などの過去の不名誉・不利益情報が

検索できるデータベースの特性を踏まえ，より適

切な対応を可能にするため，08年度に続き人権・

プライバシーなどの保護措置規定の見直しと改訂

を行った。あわせて関連するニュース映像に対し
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て具体的な事例を提示したガイドラインの改訂を

続け，より効果的な保護措置の実現に取り組んだ。

また，局外向けの活用としては，日経テレコン

21，ジー・サーチに加え，Gメディアへの原稿提

供を開始した。

海外総支局が撮影し保管してきたハイビジョン

ニュース映像素材の受け入れは，報道局と連携し

ながら体制の整備と効率的な作業を実施し受け入

れ本数を大幅に増やすことができた。

〔音楽・図書〕
音楽・図書資料の利用率を高めるため，2009年

度途中から，利用者の希望ジャンルを中心に購入

することにした。この結果，新規購入CDの貸出

率は70％から88％に高まった。

一方，最近ほとんど使われていなかったSP/LP

レコード盤の利用促進を図るため，番組制作部局

に積極的に音源利用の呼びかけを行い，09年度に

は 4つのラジオ特集番組放送が実現した。この中

には，SP/LP盤を保管している浜松支局初となる

生放送や，12時間を超えるリクエスト番組もあり，

いずれも視聴者から好評をいただいた。

図書では，番組制作部門が購入した資料や書籍

を積極的に受け入れ，厳密に精査した後，アーカ

イブスでの保存や売却などの振り分けを行うな

ど，資料を死蔵しないための工夫を凝らしている。

さらに，収蔵・展示場所を確保するため，広い

スペースを占有していた法規集をウェブ版に変更

した。これにより，項目の検索が容易となり，書

籍よりも少ない経費で最新の法規集が利用できる

ようになった。

2．公　開

（1）番組公開ライブラリー
NHKが過去に放送してきた番組を，来館者が

無料で，オンデマンドで視聴できる設備で，川口

市のNHKアーカイブスのほか，横浜放送局を除

く全国の放送局など56か所に配備されている。

映像・音声はNHKアーカイブスから光回線を

介して配信され，全国の施設で好きな番組を見る

ことができる。

登録番組は公開のために新たに権利処理を行っ

たもので，09年度末現在，番組総数6,685本（テ

レビ：6,099本・ラジオ：586本）を視聴できる。

今後も引き続き内容を厳選し，充実を図っていく。

登録番組はホームページから検索できる。

(http://www.nhk.or.jp/archives/）

09年度における全国の番組公開ライブラリー利

用者数は，16万9,456人（累計126万1,604人）とな

っている。

（2）保存番組リストの公開
NHKでは，より多くの視聴者が番組や映像の

情報を活用することができるための一助となるよ

う，NHKアーカイブス保存番組検索システムの

データを，07年 2 月 1 日からホームページで公開

している。これは，NHKアーカイブスが持つ保

存番組リストを基に作られたもので，検索システ

ムからは番組タイトル・放送日・放送波・主な出

演者・内容紹介（要約）を検索することができる。

（3）NHKオンデマンド（NOD）
NHKオンデマンド（NOD）については「特選

ライブラリー」としてアーカイブス番組の選定を

進めており，10年 3 月末時点で2,502本の番組を

配信している。また，サービスの普及促進を図る

ため，番組公開ライブラリーの設備とは別に，全

国各放送局に来館者がNODサービスをいつでも

体験できる端末を整備した。

（4）放送番組表データベース
NHKが放送した番組の公式記録である「放送

番組確定表」をデータベース化したもので，テレ

ビは1951年12月（実験放送期）から現在までのす

べてのデータ，ラジオは92年 4 月以降のデータが

検索できる初めてのシステムを構築している。編

成局や放送文化研究所などNHK内での業務・研

究利用のほか，将来はインターネットを通じて視

聴者に公開するため準備を進めている。

3．活　用

（1）業務での活用
アーカイブスシステムは， NHKイントラネッ

トに接続されたパソコンであれば全国どこからで

もコンテンツを検索し，オンラインで発注するこ

とができる。検索できるのは，「ニュース・番

組」「ニュース原稿」「写真」「音楽CD」｢図書・

雑誌」などである。オンラインで発注した映像は，

埼玉県川口市のNHKアーカイブスから渋谷の放

送センターへ光回線でデジタル伝送し，コピーし

たVTRを利用者へ貸し出すシステムとなってい

る。全国の各放送局からの発注については，渋谷

からの陸送で対応している。

事前の利用申請が必要であり，所属部局ごとに

アクセス制限を設けるなどのセキュリティ対策が

施されている。

（2）アーカイブス番組
09年度，『NHKアーカイブス』は，「リスト

ラ・ワーキングプア揺れる雇用」「石原裕次郎の

世界」「追悼森繁久彌」など，多彩なオーダーに
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より幅広い視聴者の関心に応えた。また「集団就

職列車15歳の旅路」や「甲子園伝説の名勝負」

[ポーランド民主化20年」など，過去と現在をつ

なぐ特集番組にも積極的に取り組んだ。『新日本

紀行ふたたび』では過去に取材された日本各地の

風土とその移り変わりを複眼的な視点で描き，

{あの人に会いたい』では，さまざまな分野で活

躍した人の含蓄ある言葉を紹介した。過去のラジ

オドラマの中から名作・秀作を紹介する『ラジオ

ドラマ・アーカイブス』も月ごとに12本，さらに

夏にはFM特集を放送した。

（3）外部への提供（二次使用）
二次使用のルールに則り，番組や映像素材を

関連団体を通じて提供している。番組については

映像・音声商品化，出版化，海外販売，キャラク

ター展開，BS・CSやケーブルテレビへの提供な

ど多様な展開を行っている。また映像素材につい

ては，国内および外国の放送局や事業者等に提供

を行っている。（「第 7章・関連事業　放送番組等

の二次展開」（⇒p.526））

一方，音楽データに加えニュース原稿データに

ついて2009年度新たにGメディアへの提供を始め

た。

（4）学術利用
アーカイブスの放送資産を学術の分野で生かし

たいとの要望に応えるため，09年度から，番組・

ニュース映像を研究者に利用していただくための

[学術利用トライアル研究」をスタートさせた。

[トライアル研究」の実施方法については09年10

月以降，東京大学・吉見俊哉教授を座長とする実

行委員会を組織して検討を重ね，それを踏まえて

11月から第 1期の公募を開始した。応募のあった

研究提案について審査を行った結果， 5件の提案

を採択し，10年 3 月から川口のNHKアーカイブ

スで研究閲覧を開始した。アーカイブス施設内に

は検索，試写端末を備えた研究閲覧室 2室を整備

し，研究者のニーズに応えられる態勢を整えてい

る。放送資産をさまざまな分野での研究に役立て

てもらうことで，公共放送や放送文化の新たな発

展にも資することを期待している。

（5）NHKティーチャーズ・ライブラリー
「NHKの番組を授業で使いたい」という学校

の先生方からの声が数多く寄せられていることを

踏まえ，09年度から，全国の小・中・高校に『N

HKスペシャル』や特集番組などを含めた放送番

組のDVDを無償で貸し出すサービスを始めた。

09年度は，環境教育や平和教育に役立つ24の番組

について著作権処理を行って貸し出しを行ったと

ころ，北海道から沖縄まで92校の学校から申し込

みがあり，利用した教師からは「番組を利用する

ことで効果的な授業ができた」「生徒たちが環境

問題を自分たちの問題としてとらえるようになっ

た」などの意見が寄せられた。

（6）インターネットによる新規サービス
インターネットによる新たなサービスとして，

番組と連動して戦争体験者の証言や貴重な映像，

音声資料を集め，立体的に構成した「戦争証言ア

ーカイブス」のウェブサイトを09年 8 月13日から

10月12日までの 2か月間，トライアルサイトとし

て開設した。10年夏にはさらに証言数を増やし，

本格サイトとしての公開を予定している。

また，09年10月末からは，NHKが保有してい

る自然・風景・CGなどの映像素材を視聴者に無

償で提供する「NHKクリエイティブ・ライブラ

リー」のウェブサイトを開始した。このサイトで

は映像素材（10年 3 月末で3,021本をアップロー

ド）の視聴だけでなく，ダウンロードや，簡易編

集ソフトによる映像作品の制作も自由に行うこと

ができ，創造性の伸長や映像リテラシー教育など

における利用を期待している。

4．イベント

（1）NHKアーカイブスでの独自イベント
川口市のNHKアーカイブスでは08年度に引き

続き，地元視聴者との交流や「番組公開ライブラ

リー」やアーカイブスの活動を幅広く知ってもら

うためのイベントを実施してきた。

09年度は，教育テレビ50周年関連イベントとし

て「中学生日記の半世紀展」を実施，制作担当の

名古屋局と連携して番組制作過程の図解パネル

や，検定クイズなどを制作，川口での開催後，名

古屋局での開催も実現した。また， 7月に開催し

た夏のイベントでは，「語り継ぐ戦争体験」とい

うテーマで番組上映会やシンポジウム，展示を実

施，改めて平和の大切さを訴えた。

10年 2 月には，川口アーカイブス 7周年を記念

したイベントを埼玉県と共同で実施，地元の鋳物

職人の作品展やコンサートなど多彩な催しで好評

を得た。

（2）コンクール受賞番組制作者と語る会
09年11月に譛放送番組センターとの共催でシン

ポジウム「テレビドキュメンタリーは，いま！」

を横浜で開催した。国内外のコンクールで受賞し

たNHKと民放の 3 本のドキュメンタリー番組を

上映し，それぞれの番組制作者ら 5人の登壇者が

ドキュメンタリーの可能性や課題について議論を
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繰り広げた。シンポジウムには，一般市民や学生

110人が参加し，「NHKと民放の垣根を越えた企

画を高く評価する」「制作者の話を聞けてとても

貴重な体験だった」といった声が寄せられた。

番組考査

1．番組考査

組織上，本部に会長直属の考査室，各地域拠点

局には，局長直属の考査室（または考査部門）が

あり，番組考査を担当している。

考査業務は，NHKの放送が，「放送法」「国内

番組基準」などに沿っているか，「放送倫理」の

面で問題がないか，を中心に考査を行い，リスク

マネジメントの観点からも，番組の質の向上を図

ることを目的としている。

考査には，放送前に台本・DVDなどで行う

[事前考査」と放送視聴で行う「放送考査」とが

ある。

（1）事前考査
総合テレビの夜 8 時台・10時台の番組やドラ

マ，衛星波では『ハイビジョン特集』などを中心

として，制作現場と協議して対象の番組を選定の

うえ実施している。用語に誤りが無いか，不適切

な表現が含まれていないか，視聴者にわかりやす

い内容になっているか，番組本来の情報の信頼性，

人権への配慮や広告・宣伝に関して問題は無い

か，などの視点で考査を行っている。

疑義がある場合には，直ちに制作現場に指摘し，

確認やアドバイスを行っている。

事前考査は，番組の質の確保と危機管理を放送

前に行うという点で重要であるが，それ以前に，

制作担当者自身の放送倫理意識，現場における

チェック・検収体制の充実が不可欠である。

（2）放送考査および考査結果の周知
ニュースについては，正確・迅速か，公平・公

正でわかりやすいか，伝えるべきことを視聴者に

伝えているか，などの視点で考査している。

番組については，『NHKスペシャル』『クロー

ズアップ現代』『ハイビジョン特集』など，時代

や社会の課題と向き合ったものから，生活情報・

文化・福祉，エンターテインメント番組，ラジオ

番組などさまざまな分野・時間帯の番組から対象

を選定し，公共放送としてふさわしい内容か，企

画・演出の完成度は高いか，表現・用語が適切か，

人権への配慮や広告・宣伝に関する配慮が十分に

なされているか，などの視点で考査している。

放送考査の結果は，「考査週報」としてまとめ

ている。「考査週報」は，主要なニュース 6 項目

程度・番組 6 本程度を扱い，NHKイントラネッ

ト上に掲載し職員が参照できるようにしている。

これらの考査結果は，原則月 1回，放送総局番

組考査会議で放送関係の部局長および関連団体の

代表者に通知し，さらに理事会にも報告している。

（3）放送考査の具体事例
民主党が大勝した2009年 8 月の衆議院選挙は，

正確な開票速報をはじめ政権交代が実現した選挙

結果をきちんと伝えた。09年 9 月の鳩山連立政権

の発足，温室効果ガス25％削減を表明した首相の

国連演説，その後の事業仕分けなど新政権の動向

をポイントや課題を整理してわかりやすく伝えて

いた。

年末には，国内や世界でさまざまな変化が起き

た09年を豊富な映像で振り返る『ニュースハイラ

イト2009』，各放送局でも各地域の 1 年のニュー

スをまとめたニュースハイライトが放送され，地

域拠点局の考査部門と連携して考査した。豊富な

映像と多彩な演出で 1年の出来事を振り返り，新

年の課題なども展望していた。

09年末からは，鳩山首相の政治資金収支報告書

の虚偽記載事件や民主党・小沢幹事長の資金管理

団体の土地購入を巡る事件，いわゆる政治とカネ

を巡る報道では，検察の捜査状況や当事者の主張，

与野党や街の声などを幅広く取材していねいに伝

えていた。

日本航空の経営破綻やトヨタのリコール問題な

ど日本を代表する企業の動向については，経緯や

背景など，解説を交えながら視聴者にわかりやす

く伝えていた。

2010年 2 月のバンクーバー冬季五輪ではメダル

を獲得した選手や注目の選手の活躍を分厚く紹介

した。

番組では，年間を通じて，環境，災害，食料，

医療・介護・福祉，教育などについて考える番組

を放送し，公共放送としての役割を果たしていた。

日本の社会や政治を考える番組では，『NHKス

ペシャル』の「証言ドキュメント　永田町・権力

の興亡」，「“無縁社会”～無縁死 3 万 2 千人の衝

撃」，『日本の、これから』の「“核の時代”とど

う向き合うか？」があり，問題を考えるうえで有

効な材料を提供する番組だった。

このほか，『ETV特集』のシリーズ「日本と朝

鮮半島2000年」や夏の「戦争と平和を考える」特

集，「命みんなで守るstop！自殺」キャンペーン

関連番組，「阪神・淡路大震災15年」関連番組な
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どを集中的に考査した。2010年度の新番組『クエ

スタ』，『みんなでニホンGO！』，『関口知宏のオ

ンリーワン』などは，定時化される前に単発の番

組として放送された時点で考査対象とし，課題や

改善点について制作現場に対して助言を行った。

2．放送倫理

ここ数年，放送界において人権への配慮の欠如

やいわゆるメディア・スクラムの問題，不十分な

取材による誤報や不適切な演出など，視聴者の信

頼を損なう事例が相次ぎ，放送に注がれる視聴者

の視線はますます厳しさを増している。

放送の自主自律を守るためには，放送に携わる

者自身が放送倫理に対する理解と認識を日々深め

ながら仕事に向き合うことが不可欠である。

考査室は，公共放送人としての放送倫理を協会

全体に徹底させる部署の 1つとして，人権等に関

する問い合わせ対応や情報の連絡などを通じて，

職員の意識の向上に努めている。

（1）レファレンス（問い合わせ）
取材・制作の過程で生じるさまざまな疑問や問

題について，放送倫理に反しないよう放送現場を

バックアップするのも考査部門の役割である。

放送現場からの人権や差別，登録商標（商品

名）の扱いなどに関する相談・問い合わせに対し

て，指導・助言などの対応を行っている。

（2）「NHK新放送ガイドライン2008」の改訂
放送法改正などに対応して08年 5 月公表した

[NHK新放送ガイドライン2008」の今後の改訂

に向けて，裁判員裁判の開始など新たな項目を検

討し，資料を収集している。

（3）外部団体との連携
「マスコミ倫理懇談会全国協議会」（放送・通

信・新聞・雑誌・広告・映画など加盟220社・団

体）は，マスメディアみずからが自主自律を強化

することで言論の自由を守ることに努めている。

同協議会では，月例の研究会や全国大会（09年度

は裁判員裁判の取材・報道などについて議論），

[メディアと法」研究会などの活動を行っている。

また，「在京考査実務責任者会議」（NHKおよ

び在京民放 5 社で構成）は，放送倫理上の問題，

用字用語や視聴者からのクレームの事例などにつ

いての情報交換・検討を月 1回開催し，互いに番

組水準の向上に努めている。

これら外部団体の情報は，局内の連絡会などを

通じて放送現場に連絡している。

3．番組モニター

（1）番組モニター制度
放送の視聴実態を示す指標としては“視聴率”

や電話などによる反響があるが，視聴者の番組に

対する感想・意見・評価を詳細に把握することは

難しい。「番組モニター」は，放送に関心の高い

視聴者が番組を視聴し，その感想・意見などを

[リポート」として報告する制度である。

その内容は，考査室が行う番組考査の参考にな

るとともに，取材・制作者にとって非常に貴重な

ものである。09年度は，全国で1,062人の方々に

モニターを委嘱した。

09年10月，全国にモニターシステムを導入し，

地域放送番組も含めて制作現場に迅速にモニター

の声をフィードバックできるようになった。モニ

ターには，「割当番組」および「選択番組」の中

から一定本数のリポートを報告してもらってい

る。報告件数は，全国で約14万件に上る。

（2）番組モニターの活用
リポートは，①番組に対する 5段階の総合評価，

②「新しい知識や情報」「取材や問題の掘り下

げ」「共感・見応え・感動」「人権への配慮」など，

12項目の詳細評価とその理由，③自由記述からな

っている。

評価のデータは，集計して「週刊モニターの

声」としてNHKイントラネットに掲載している。

モニター意向の集計・分析資料は，理事会およ

び番組審議会にも報告している。

（3）モニターの具体事例
年末の『第60回NHK紅白歌合戦』について，

前年の 2 倍以上の667件のリポートをまとめた。

5 段階の総合評価では，「 5 ＝たいへんよい」「 4

＝よい」が占める割合は67％（前年は62％）であ

った。男性では50代以上，女性では30～40代で評

価が高かった。

年間を通しては，例えば，『NHKスペシャル』

の「浅田真央　金メダルへの闘い」（10年 2 月21

日），「MEGAQUAKE 巨大地震　KOBE15秒間

の真実～そのとき地下で何が」（10年 1 月17日），

{スペシャルドラマ　坂の上の雲』の第 1回「少

年の国」（09年11月29日），『ETV特集』の「ピア

ニストの贈り物～辻井伸行・コンクール20日間の

記録」（09年11月22日）などの番組には，極めて

高い評価が寄せられた。

以上のように，考査部門は，放送現場とは一線

を画し，放送に関するさまざまな問題についての

見解や視聴者の意向を放送現場に伝えることで，

放送の質の向上を図っている。
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