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1．データ放送

ここでは，総合テレビと教育テレビ，デジタル衛星ハ
イビジョンテレビで随時編成した「独立型データ放送番
組」と，特集編成した「独立型データ放送番組」，さら
に「番組連動型データ放送を実施した特集番組」を掲載
した。

〔数字は編成した月日〕

1．総合テレビ（12セグ）
【随時編成した「独立型データ放送」】
『台風情報』
（ 1号）05.05～07 （ 8 号）08.05～09
（ 9 号）08.09～11 （11号）08.28～09.01
（12号）09.04～10 （14号）09.17～20
（17・18号）10.03～08 （20号）10.23～27

『大雨情報』 04.24～27，07.18～28，08.09
『その他気象に関する情報』
「大雪情報」 12.17～20，12.30～01.02
「暴風・高波情報」

12.17～20，12.30～01.02，03.19～22
「暴風雪・高波情報」 02.05～07，03.09～11
『地震・津波情報』 （随時）
『鳩山内閣組閣』 09.01～16
『茨城県知事選』 08.30～31
『横浜市長選』 08.30～31
『09衆院選』 08.30～31
『衆院神奈川補選』 10.25～26
【特集編成した「独立型データ放送」】
『新型インフルエンザ』 04.28～07.17
『皆既日食』 07.17～23
『スペシャルドラマ～坂の上の雲』 11.27～12.28
『坂の上の雲　ゆかりの地』 11.27～12.28
『第60回NHK紅白歌合戦』 12.01～01.04
『NHK杯フィギュア』 11.02～09
『高校野球　センバツ』 03.13～04.02
『高校野球　夏　本大会』 08.07～24
『全国高校駅伝』 12.20～21
『都道府県対抗女子駅伝』 01.17～18
『都道府県対抗男子駅伝』 01.24～25
『バンクーバーオリンピック』 01.15～03.01
【番組連動型データ放送実施の特集番組】
『第41回　思い出のメロディー』 08.22
『もうすぐ紅白！ここが見どころ生放送スペシャル』

12.15
『紅白歌合戦AtoZ』 12.30
『第60回NHK紅白歌合戦』 12.31
『大リーグ』 05.04，05.22，06.10，07.15，07.23

08.03，09.03，09.08，09.13，09.27
『バンクーバーオリンピック』 02.13～03.01
『全国高校駅伝』 12.20
『都道府県対抗女子駅伝』 01.17
『都道府県対抗男子駅伝』 01.24

2．総合テレビ（ワンセグ）
【随時編成した「独立型データ放送」】
『地震・津波情報』 （随時）
【特集編成した「独立型データ放送」】
『第41回　思い出のメロディー』 08.10～23
『第60回NHK紅白歌合戦』 12.01～31
『大リーグ』 04.04～11.09
『高校野球　センバツ』 03.21～04.04
『高校野球　夏　地方大会』 07.24～8.07
『高校野球　夏　本大会』 08.07～23
『バンクーバーオリンピック』 01.15～03.01
『全国高校駅伝』 12.20～21
『都道府県対抗女子駅伝』 01.17～18
『都道府県対抗男子駅伝』 01.24～25
【番組連動型データ放送実施の特集番組】
『第60回NHK紅白歌合戦』 12.31
『バンクーバーオリンピック』 02.13～03.01
『全国高校駅伝』 12.20
『都道府県対抗女子駅伝』 01.17
『都道府県対抗男子駅伝』 01.24

3．教育テレビ（12セグ）
該当番組無し

4．ワンセグ・デジタル教育テレビ
該当番組無し

5．デジタル衛星ハイビジョン
【随時編成した「独立型データ放送」】
『台風情報』
（ 1号）05.05～07 （ 8 号）08.05～09
（ 9 号）08.09～11 （11号）08.28～09.01
（12号）09.04～10 （14号）09.17～20
（17・18号）10.03～08 （20号）10.23～27

『大雨情報』 04.24～27，07.18～28，08.09
『その他気象に関する情報』
「大雪情報」 12.17～20，12.30～01.02
「暴風・高波情報」

12.17～20，12.30～01.02，03.19～22
「暴風雪・高波情報」 02.05～07，03.09～11
『地震・津波情報』 （随時）
『秋田県知事選』 04.12～13
『秋田市長選』 04.12～13
『青森市長選』 04.19～20
『富山市長選』 04.19～20
『松江市長選』 04.19～20
『名古屋市長選』 04.26～27
『さいたま市長選』 05.24～25
『千葉市長選』 06.14～15
『静岡県知事選』 07.05～06
『兵庫県知事選』 07.05～06
『奈良市長選』 07.12～13
『茨城県知事選』 08.30～31
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『横浜市長選』 08.30～31
『岡山市長選』 09.13～14
『堺市長選』 09.27～28
『佐賀市長選』 10.18～19
『宮城県知事選』 10.25～26
『参院静岡補選』 10.25～26
『川崎市長選』 10.25～26
『神戸市長選』 10.25～26
『長野市長選』 10.25～26
『広島県知事選』 11.08～09
『福島市長選』 11.08～09
『山口市長選』 11.08～09
『宮崎市長選』 01.24～25
『名護市長選』 01.24～25
『津市長選』 01.31～02.01
『岐阜市長選』 02.07～08
『長崎県知事選』 02.21～22
『石川県知事選』 03.14～15
【特集編成した「独立型データ放送」】
『ワールドカップ事前』 05.29～12.07
『大リーグ』 04.03～11.09
『大リーグ　オールスター』 07.14～16
『大リーグ　ポストシーズン』 10.07～11.09
『プロ野球』 03.20～11.09
『Jリーグ』 03.06～12.07
『大相撲』

05.08～25（夏場所） 07.10～28（名古屋場所）
09.11～28（秋場所） 11.07～24（九州場所）
01.09～26（初場所） 03.12～29（春場所）

『高校野球　センバツ』 03.13～04.03
『高校野球　夏　地方大会』 06.19～08.07
『高校野球　夏　本大会』 08.07～25
『バンクーバーオリンピック』 01.15～03.01
『バンクーバーパラリンピック』 03.08～23
『天皇杯サッカー』 11.13～01.06
『NHK杯フィギュア』 11.02～09
『全国高校駅伝』 12.18～21
『都道府県対抗女子駅伝』 01.17～18
『都道府県対抗男子駅伝』 01.24～25
【番組連動型データ放送実施の特集番組】
『あなたが選ぶ　ドナウ川絶景30』 08.18
『プレミアム 8 世界史発掘！時空タイムス編集部』
06.02，06.09，06.16，06.23，09.01，09.08，09.15，09.22
『第60回NHK紅白歌合戦』 12.31
『体感！デジタルパワーがやって来る』 03.20

2．文字放送・字幕放送

1．テレビ文字放送定時番組
900# NHK目次（000#）
901# NHKヘッドラインニュース
902# ニュース
904# ニューススーパーライン
911# NHKガイド
912# NHKテキスト情報
913# NHK衛星放送　映画・音楽情報
914# 番組みどころ情報

915# ハイビジョンみどころ情報
917# バラエティー生活笑百科
919# NHK世論調査
991# 聴力障害者・イベント情報
992# 字幕番組案内
993# 字幕番組（ドラマ）のあらすじ
994# 人にやさしい福祉情報
995# NHK福祉番組情報

2．字幕放送番組
○定時番組（09年度 4月改定期）
総合テレビ
<新規〉『先どり　きょうの健康』，『ニュース・気象情
報（8:30～8:35）』，『時代劇アンコール』，『こんなステキ
なにっぽんが』，『にっぽん釣りの旅』，『とくせんETV』，
{ニュース（13:00～13:05）』，『アジアンスマイル』，『ク
ラシックミステリー　名曲探偵　アマデウス』，『週刊こ
どもニュース』，『クローズアップ現代』（9.7～），『追
跡！A to Z』（随時），『世界遺産への招待状』，『歴史秘
話ヒストリア』，『ソクラテスの人事』，『金曜ドラマ』，
{ワンダー×ワンダー』，『世界と出会った日本人』，『大
人ドリル』，『あなたが主役　50ボイス』，『笑・神・降・
臨』，『タイムスクープハンター』，『関口知宏のファース
トジャパニーズ』，『ドキュメント20min.』，『ワンセグ劇
場』，『アニメ　タイタニア』，『ERXⅡ 緊急救命室』
<継続〉『シリーズ世界遺産100』，『絶景　日本の名峰』，
{日本の話芸』，『美の壺』，『産地発！たべもの一直線』，
{月刊　やさい通信』，『デジタルQ』，『NHKニュース
おはよう日本』（一部），『さわやか自然百景』，『小さな
旅』，『連続テレビ小説～つばさ』，『課外授業　ようこそ
先輩』，『みんなの体操』，『きょうの料理プラス』，『趣味
の園芸プラス』，『パパサウルス』，『趣味悠々選』，『知る
楽選』，『NHKアーカイブス』，『新日本紀行ふたたび～
NHKアーカイブス』，『地域発！ぐるっと日本』，『三つ
のたまご』，『ニュース』（正午），『バラエティー生活笑
百科』，『笑いがいちばん』，『百歳バンザイ！』，『ふだん
着の温泉』，『テレビ体操』，『星新一　ショートショート』，
{とっておき世界遺産100』，『アートエンターテインメ
ント　迷宮美術館』，『それいけ！民謡うた祭り』，『大相
撲』，『ニュース（16:55～17:05）』，『NHKニュース 7 』，
{土曜時代劇』，『ダーウィンが来た！生きもの新伝説』，
{鶴瓶の家族に乾杯』，『NHK歌謡コンサート』，『ため
してガッテン』，『ドラマ 8』，『難問解決！ご近所の底力』，
{いよっ日本一！』，『新トーキョー人の選択』，『天地人』，
{ニュースウオッチ 9 』，『土曜ドラマ』，『NHKスペシ
ャル』，『スポーツ大陸』，『プロフェッショナル　仕事の
流儀』，『NHK映像ファイル　あの人に会いたい』，『熱
中時間』，『世界ふれあい街歩き』，『爆笑問題のニッポン
の教養』，『SONGS』，『サラリーマンNEO』，『東京カワ
イイ★TV』，『MUSIC JAPAN』，『トップランナー』，
{爆笑オンエアバトル』，『わたしが子どもだったころ』，
{ミッドナイトチャンネル』（随時）

教育テレビ
<新規〉『住まい自分流アルファ』，『ざわざわ森のがん
こちゃん』，『コミ☆トレ』，『見えるぞ！ニッポン』，『ひ



ょうたんからコトバ』，『アニメ　今日からマ王！ 3 』，
{日曜美術館』，『時々迷々』，『スタイルアップ』，『カラ
フル！～世界の子どもたち』，『ここが聞きたい！名医に
Q』，『となりの子育て』，『住まい自分流ミニ』
<継続〉『日めくり万葉集』，『テレビ体操』，『クインテ
ット』，『アニメ　南の島の小さな飛行機バーディー』，
{趣味の園芸　やさいの時間』，『趣味の園芸ビギナー
ズ』，『趣味の園芸』，『理科 3年　ふしぎだいすき』，『お
はなしのくに』，『ストレッチマン 2』，『アニメ　メジャ
ー 3』，『理科 4年　ふしぎ大調査』，『理科 5年　ふしぎ
ワールド』，『こどもにんぎょう劇場』，『理科 6年　ふし
ぎ情報局』，『日本とことん見聞録』，『見える歴史』，『ど
～する？地球のあした』，『道徳ドキュメント』，『マテマ
ティカ 2』，『わかる国語　読み書きのツボ 5・ 6年』，
{伝える極意』，『きょうの料理』，『きょうの料理ビギナ
ーズ』，『おしゃれ工房』，『まる得マガジン』，『日本の話
芸』，『NHK映像ファイル　あの人に会いたい』，『NHK
映像ファイル　あの人に会いたい選』，『週刊　日本の名
峰』，『アニメ 忍たま乱太郎選』，『アニメ おじゃる丸選』，
{アニメ　おじゃる丸』，『アニメ　忍たま乱太郎』，『ア
ニメ　メジャー 5』，『アニメ　獣の奏者　エリン』，『海
外ドラマ　アルフ』，『中学生日記』，『ワンポイント介護』，
{NHKみんなの手話』，『福祉ネットワーク』（随時），
{きょうの健康』，『きらっといきる』，『すくすく子育て』，
{ETVワイド　ともに生きる』（随時），『趣味悠々』，
{知る楽』，『美の壺』，『ETV特集』，『めざせ！会社の
星』，『あしたをつかめ～平成若者仕事図鑑』

デジタル衛星ハイビジョン
<新規〉『証言記録　兵士たちの戦争』，『アニメ　メジ
ャー』，『さわやか自然百景セレクション』，『ごきげん歌
謡笑劇団』，『金曜ドラマ』，『風林火山アンコール』，『シ
リーズドラマアンコール』，『アニメ・ゾーン』（随時），
{プレミアム 8 』（随時），『クラシックミステリー　名
曲探偵　アマデウス』，『特集＆シネマ　ゾーン』（随
時）
<継続〉『日めくり万葉集』，『小さな旅』，『美の壺』，
{連続テレビ小説～つばさ』，『ハイビジョンふるさと
発』，『さわやか自然百景』，『ハイビジョン秀作選』（随
時），『週刊　日本の名峰アンコール』，『シリーズ世界遺
産100』，『ハイビジョン・セレクション』（随時），『にっ
ぽん熱中クラブ』，『ドラマ 8』，『土曜時代劇』，『にっぽ
ん釣りの旅』，『土曜ドラマ』，『天地人』，『刑事コロンボ』，
{熱中時間～忙中“趣味”あり』，『ハイビジョン特集』
(随時），『こんなステキなにっぽんが』，『素敵にガーデ
ニングライフ』，『アインシュタインの眼』，『アートエン
ターテインメント　迷宮美術館』，『COOL JAPAN』，
{わたしが子どもだったころ』，『世界ふれあい街歩き』

衛星第2テレビ
<新規〉『歴史秘話ヒストリア』，『クラシックミステリ
ー　名曲探偵　アマデウス』，『アートエンターテインメ
ント　迷宮美術館セレクション』，『小さな旅』，『難問解
決！ご近所の底力』，『いよっ日本一！』，『美の壺』，『ド
キュメント20min.』，『ソクラテスの人事』，『バラエティ
ー生活笑百科』，『世界遺産への招待状』，『あなたが主役

50ボイス』，『衛星アニメ』，『ごきげん歌謡笑劇団』，『ク
ローズアップ現代』（ 8月末～），『めざせ！会社の星』
<継続〉『ふだん着の温泉』，『こんなステキなにっぽん
が』，『みんなの体操』，『百歳バンザイ！』，『器　夢工房』，
{NHKニュース　おはよう日本』（一部），『熱中時間』，
{連続テレビ小説～つばさ』，『素敵にガーデニングライ
フ』，『にっぽん釣りの旅』，『鶴瓶の家族に乾杯』，『NH
K歌謡コンサート』，『ためしてガッテン』，『海外連続ド
ラマアンコール』，『アインシュタインの眼　セレクショ
ン』，『NHK映像ファイル　あの人に会いたい』，『今週
の連続テレビ小説～つばさ』，『さわやか自然百景』，『あ
なたのアンコールサンデー』（随時），『ニュース』（正午），
{大相撲』（一部），『あなたのアンコールサタデー』（随
時），『新日本紀行ふたたび～NHKアーカイブス』，『プ
ロフェッショナル　仕事の流儀』，『ダーウィンが来た！
～生きもの新伝説』，『課外授業　ようこそ先輩』，『産地
発！たべもの一直線』，『月刊　やさい通信』，『あしたを
つかめ～平成若者仕事図鑑』，『ハイビジョン秀作選』
(随時），『SONGS』，『東京カワイイ★TV』，『蔵出し劇
場』（随時），『熱中時間～忙中“趣味”あり』，『NHKニ
ュース 7 』，『衛星アニメ劇場』（随時），『にっぽん熱中
クラブ』，『海外連続ドラマ』，『天地人』，『サラリーマン
NEO』，『きょうの健康』，『爆笑問題のニッポンの教養』，
{トップランナー』，『爆笑オンエアバトル』，『きょうの
料理』，『きょうの料理ビギナーズ』，『おしゃれ工房』，
{日本の話芸』，『学校放送番組』（随時）

○夏・冬の主な特集番組
『少女たちの日記帳 「ヒロシマ・昭和20年 4 月 6 日

～ 8 月 6 日」』『NHKスペシャル～日本海軍　400時間の
証言』『NHKスペシャル～終戦ドラマ「気骨の判決」』
{思い出のメロディー』などの夏の特集番組や，『スペ
シャルドラマ～坂の上の雲』『松本清張ドラマスペシャ
ル「顔」』『紅白歌合戦　AtoZ』『ETV50 もう一度見
たい教育テレビ　フィナーレ』などの冬の特集番組に字
幕を付与した。
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