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　本章では，2016年度の放送界を，「制度・政策」
「NHKを巡る動き」「民間放送と各メディアの動
き」「倫理・ジャーナリズム」「安心・安全」それ
ぞれの面から概観する。
　16年度は，BSによる 4 K・8 K試験放送が始ま
り，放送のネット同時配信に向けた本格的な議論
が開始された。新たなライブ配信サービスも次々
に台頭してきている。放送通信融合の時代から，
メディアの構造変化の時代へと向かいつつある。

Ⅰ．制度・政策

1． 4 K・8 Kを巡る動向

　15年 7 月に公表された「 4 K・8 Kロードマップ
に関するフォローアップ会合」の第二次中間報告
のロードマップを踏まえ，16年度は，BSによる
4 K・8 K試験放送が開始された。また，総務省が，
4 K・8 K実用放送を行う衛星基幹放送事業者の認
定を行うなど，大きな節目の年となった。
（1）BSによる4 K・8 K試験放送の開始
　16年 8 月 1 日からNHKがBS17chで 4 K・8 K試
験放送「NHKスーパーハイビジョン」を開始し
た。12月 1 日からは，同じくBS17chで一般社団
法人「放送サービス高度化推進協会（A-PAB：
呼称エーパブ）」が試験放送を開始した。（A-PAB
は，「次世代放送推進フォーラム（NexTV-F）」
と「デジタル放送推進協会（Dpa）」が統合し，
16年 4 月に設立された。）それぞれの放送を時間
帯によって分担する“時分割”で，毎日午前10時
から午後 5時まで，NHKが 8 Kを中心に 6時間，
A-PABが 4 Kを中心に 1時間を基本に放送して
いる。ただし，現時点ではまだ試験放送を受信で
きるテレビが市販されていないため，視聴は全国
のNHK放送局などに配備した専用テレビに限ら
れる。なお，17年 3 月，ジュピターテレコム（J：
COM）が試験放送の同時再放送を開始し，対応
するセットトップボックスを利用する世帯であれ
ば試験放送を 4 K画質で視聴できるようになった。
（2）実用化に向けての関係省令等の整備
　従来の衛星基幹放送（BSおよび東経110度
CS）は「右旋円偏波」（以下「右旋」）の周波数
帯域，すなわち人工衛星から右回りに回転しなが
ら送られる電波を使用して行われていたが，
4 K・8 Kの実用放送の実施には周波数不足が見込
まれていた。そのため，「左旋」（左回りでの電波
送信）を使用可能とした。

　これに伴い，総務省は16年 6 月，関係省令等を
一部改正した。衛星基幹放送の場合，左旋によっ
て周波数は増えても，従来の規定等では，同一の
者による一定の中継器（トランスポンダ）相当の
伝送容量を超える使用を規制しているため，既存
の衛星基幹放送事業者が 4 K・8 K放送に参入でき
ない。そのため，「基幹放送の業務に係る特定役
員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準
の特例に関する省令」を一部改正し，同一の者が
使用できるトランスポンダ数の制限を緩和した。
　また，BSおよび110度CS放送による4 K・8 K実用
放送の業務の認定に当たり指定できる周波数が不
足する場合の新たな審査基準や，実用放送の申請
書の記載事項等を規定した省令・訓令を改正した。
（3） 4 K・8 K実用放送を行う事業者の認定
　18年からの実用放送開始に向けて，総務省は17
年 1 月，実用放送を実施する11の衛星基幹放送事
業者を認定した。BS右旋での認定を受けたのは，
㈱ビーエス朝日，㈱BSジャパン，㈱BS日本，
NHK，㈱BS-TBS，㈱ビーエスフジの 6事業者。
放送開始予定はBS日本が19年12月，他の事業者
は18年12月。BS左旋での認定は，SCサテライト
放送㈱と㈱QVCサテライト，㈱東北新社，㈱
WOWOW，NHK。放送開始予定はWOWOWが
20年12月，他が18年12月である。NHKは右旋で
4 K，左旋で 8 K放送を行う。110度CSの左旋は，
㈱スカパー・エンターテイメントが認定され，18
年12月の放送開始を予定している。
（ 4 K・8 Kについては第 2章に詳述）

2．放送を巡る諸課題に関する検討会

　情報通信技術の進展で視聴者を取り巻く環境が
大きく変化していることを踏まえ，総務省は15年
11月，「放送を巡る諸課題に関する検討会」（以下
「検討会」）をスタートさせた。放送の課題を中長
期的な展望を視野に入れつつ，検討を続けている。
（1）「第一次取りまとめ」の公表
　15年11月から10回にわたり行われてきた検討会
の「第一次取りまとめ」が16年 9 月，公表された。
この中では，ブロードバンド化，デジタル化，モ
バイル化が進み，大量の情報を不特定多数に同時
に確実に安価で伝達できる放送の技術的特性が相
対化されつつあること，そして，視聴者の「いつ
でも，どこでも，視聴したいときにコンテンツを
視聴したい」というニーズがますます高まり，若
年層を中心に「テレビ離れ」が進んでいること等
が指摘された。その上で，放送メディアがこれま
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で担ってきた社会的役割を維持し，時代に応じた
新たな役割を果たしていくためには，公益性と収
益性が両立可能な枠組みを再構築し，さまざまな
課題を視聴者視点で解決していく必要があるとし
て，今後議論すべき主な論点を以下の 3項目に分
けて提示した。
　①スマートテレビ， 4 K・8 K，放送のネット同
時配信などの「新サービスの展開」に関しては，
テレビ視聴履歴の利活用について検討し，視聴者
の個人情報やプライバシー保護のために必要な措
置を講じることや，放送の同時配信を進めていく
上での課題等が示された。
　②「地域に必要な情報流通の確保」について
は，県域やメディアを越えた連携のほか，複数局
による放送設備の共有化に向けた関係規定の見直
しや認定放送持株会社制度の緩和等，経営合理化
の道筋が示された。
　③「新たな時代の公共放送」については，
NHKのネット活用の一層の推進，国際放送や地
域情報の充実強化，受信料の公平負担の徹底と今
後の在り方の検討をすることとし，NHKの業務，
受信料，経営の在り方は相互に密接不可分であり，
一体的な改革の推進が必要であるとした。
　総務省は，今後も検討会を継続し，取りまとめで
示した論点について議論を深めていくとしている。
（2）地域の放送事業者等を巡る議論の開始
　検討会が今後，議論すべき論点の一つとして掲
げた「地域に必要な情報流通の確保」に関する議
論を進めるため，総務省は16年10月，検討会の下
に「地域における情報流通の確保等に関する分科
会」（分科会長・鈴木陽一東北大学教授）を設置，
検討を始めた。災害時・平時における地域情報の
充実やアクセスの確保，地上放送事業者およびケ
ーブルテレビ事業者の将来像等について検討を進
めている。これまでに，地域の放送局とCATVの
連携，県域ラジオ局によるワイドFM導入の事例
等が紹介され，意見交換が行われた。また，分科
会では，ケーブルテレビを「地域の総合情報メデ
ィア」と位置づけ，地域情報の充実・アクセスの
確保等について検討を行うために「ケーブルテレ
ビWG」を設けた。17年 4 月，分科会の報告書案
とケーブルテレビWGの議論の取りまとめ案が提
出された。

3．  受信者等の個人情報保護に関する指針の
改正案の公表

　新サービスの展開に伴う視聴者の個人情報やプ
ライバシー保護のために必要な措置について検討

するため，総務省は16年10月，検討会・視聴環境
分科会の下に「視聴者プライバシー保護WG」（主
査・宍戸常寿東京大学大学院教授）を設置した。
15年の改正個人情報保護法の施行によって対応が
必要となる事項の検討を行った。検討結果を受け
て総務省は17年 1月，「放送受信者等の個人情報保
護に関する指針」とその解説の改正案を公表した。
　最大の課題は，視聴履歴の扱い。ここでいう視
聴履歴とは，デジタル化，IoT等技術進歩により
視聴者が認識することなく受信機に蓄積され，放
送事業者等が取得する視聴履歴であり，双方向機
能を使った懸賞応募等，受信者が意識的に行う場
合は含まれない。行動履歴を活用したリコメンド
等はスマホやネットでは実施されており，放送分
野でも受信者の利便性向上に資すると期待される
一方，日々の視聴履歴が膨大に蓄積され，分析次
第では信条等プライバシー性の高い要配慮個人情
報の推知に至る危険性がある。
　改正案では，放送法の安心・安全な視聴環境確
保の原則を踏まえ，第 3章で特別な取り扱いを定
め，匿名加工情報の作成のための利用等を放送事
業者に認めつつ，視聴履歴で同意なく要配慮個人
情報を推知しない注意義務，一旦同意しても停止
できるようにすること，同意しない者に対する放
送受信拒否の禁止等を定めている。

4．放送の同時配信に向けた議論スタート

　16年 9 月に公表された検討会の「第一次取りま
とめ」では，動画配信市場が拡大し，若者を中心
にテレビ離れが進む中，放送コンテンツを積極的
にインターネット配信していくことが，視聴者の
利便性向上や放送の社会的価値の維持・向上につ
ながる可能性があると示された。
　これを受けて，総務省は10月19日，情報通信審
議会に対して「視聴環境の変化に対応した放送コ
ンテンツの製作・流通の促進方策の在り方」を諮
問，検討委員会が設けられ議論が始まった。
　検討委員会では，放送事業者が放送と同一のコ
ンテンツを同時配信するにあたって，アクセスが
集中した際のシステムへの負荷や，ネットワーク
利用に関わる費用負担，権利処理の在り方等の課
題について検討を進めている。こうした課題につ
いて具体的な議論を深めるため，検討委員会では
村井純慶応義塾大学教授を主任とするWGを設
置。メンバーにはNHK・民放各局，電気通信事
業者，広告代理店のほか，JASRACや日本音楽事
業者協会など主だった著作権管理団体も名を連
ね，関係団体が一堂に会して議論を重ねている。
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　16年度中に行われた検討委員会では，「NHKの
同時配信実験，民放等の同時配信への取り組み」
「電気通信事業者による通信インフラや技術面で
の課題」「諸外国の同時配信の動向や国内の一般
ユーザーの動画視聴状況」「放送局と番組製作会
社との製作取引の適正化の現状」などについて，
意見交換が行われた。検討委員会では17年夏に中
間答申，18年夏には最終答申を目指す方針。

Ⅱ．NHKを巡る動き

1．  スーパーハイビジョンなど新サービスの
展開

　前掲「Ⅰ．制度・政策」で述べたように，NHK
は 8 月 1 日から 4 K・8 K試験放送「NHKスーパ
ーハイビジョン」を開始した。試験放送と連動す
る形で，『リオ五輪』『大相撲』『NHK紅白歌合戦』
『選抜高校野球』では大画面でのパブリックビュ
ーイングを生中継（『リオ五輪』は一部録画再
生）で実施した。
　また， 8 K映像の防災分野での活用が始まり，
16年 4 月の熊本地震では，上空から撮影した 8 K
映像によって地震後の調査では発見できなかった
活断層が複数発見されるなど新たな成果が報告さ
れた。今後も 8 K映像を防災・減災，災害報道に
生かしてくための検討が始まっている。このほか，
東京都美術館で開催された「生誕300年記念　若
冲展」で若冲関連の 8 Kコンテンツを上映するな
ど芸術分野や医療分野など，放送外を含めたさま
ざまな活用法の研究・開発が進められている。
　インターネット活用では， 4月の熊本地震， 7
月の参議院議員選挙，11月のアメリカ大統領選挙
など，緊急ニュースをテレビと同時に配信した。
　NHKネットラジオ「らじる★らじる」は，こ
れまで提供していた地域に加え， 9月から広島県
域，福岡県域，北海道域，愛媛県域にも放送と同
時の番組の提供を開始した。
　アプリ関連では， 6月「NHKニュース・防災
アプリ」（「Ⅴ．安心・安全」で詳述）をリリース。
また，17年 3 月「NHK1.5チャンネル」も開始し，
テレビでは接してもらうのが難しい若年視聴者層
にNHKのコンテンツを届ける手法の開拓にも取
り組んでいる。

2．  リオデジャネイロオリンピック・パラリ
ンピック放送

　 8月のリオデジャネイロオリンピックでは放送

と共に，現地の競技映像をそのまま提供するライ
ブストリーミングを2,513時間行った。特設サイ
トやYouTubeのNHK公式チャンネル等を合わせ
た動画再生回数は， 8月末で7,929万回に達した。
　 9月のパラリンピックでは，初めて大会期間中
の毎日，競技のもようを総合テレビで生中継した。
テレビ放送時間は合計133時間余りで，前回ロン
ドン大会の約 3倍。Eテレではユニバーサル放送
を実施。ライブと見逃しでの配信はそれぞれ780
時間を超えた。
　なお，10月に「2020東京オリンピック・パラリ
ンピック実施本部」が発足し，10月10日には，イ
ベント連動企画を放送した。

3．インターネット同時配信実験の実施

　NHKは，「インターネット実施基準」（15年 2
月総務大臣認可）にのっとり，16年度も同時配信
実験（試験的提供A・B）を行った。試験的提供
Aはスポーツイベントの生放送番組を 5件程度，
一般に対して提供するもの，試験的提供BはNHK
受信契約者から募集する参加者に 1日16時間以内
の範囲で期間を限定して提供するものである。
　試験的提供Aでは16年 8 月のリオデジャネイロ
オリンピック期間中，総合・Eテレで， 1日 4 時
間程度，合わせて49時間27分のネット配信（ニュ
ースなどの中断を含む）を実施。訪問者数は約67
万7,000人だった。
　試験的提供Bの 2回目の実験は，16年11月28日
から12月18日の 3 週間（ 1 日16時間以内）行わ
れ，総合の他，Eテレも初めて実施した。また，
試験的提供に合わせて見逃し配信（同時配信直後
から 1週間，24時間視聴可能）も行った。対象参
加者は調査会社を通じて性別・年齢層に偏りがな
いよう募集した4,999人，NHKネットクラブプレ
ミア会員であることを条件として一般公募した
3,000人等，合計9,518人。
　調査の結果，Eテレでも一定の視聴ニーズが確
認できたこと，夜間に自宅での利用が目立ったこ
と，同時配信と見逃し配信の両方を利用した人の
満足度が高かったことなどが示された。
　前回同様「フタかぶせ」もあった。実施期間中
の配信できた574時間55分は，総配信対象時間の
約84％。出演者から配信の許諾が得られなかった
ことや，映像に配信権がないことなどが理由で，
権利処理が依然課題となっている。
（同時配信実験については第 2章に詳述）
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4．番組

　16年度の国内放送番組は，平日夜間の総合テレ
ビを大幅に見直し，『NHKニュース 7』の後の時
間帯を刷新，若い世代の視聴者も週に 1度はチャ
ンネルを合わせたくなるよう多彩な番組を配置し
た。
　1993年放送開始の『クローズアップ現代』は，
『クローズアップ現代＋』として刷新，午後10時
台の放送になった。
　Eテレでは，教育・福祉の重要課題発信を継続
するとともに，趣味・実用番組の充実や，ネット
との連携強化を目指した。
　BS1では，「2020東京」を新たな柱に据えて，『超
人たちのパラリンピック』（日曜午後 9時台・月
1回）を新設。BSプレミアムは，超大型枠『ス
ーパープレミアム』等を新設した。
　ラジオでは，第 1放送は「安全・安心ラジオ」
としての機能強化，第 2放送は「生涯学習波」と
インターネットとの連携，FM放送は「総合音楽
波」を柱に編成した。
　ニュースでは，他の報道機関に先駆けた独自取
材を報道し， 7月13日の特報「天皇陛下『生前退
位』の意向」が新聞協会賞を受賞した。
　『広島原爆の日ラジオ特集』「あの日、母は少
女だった～被爆の記憶をたどる母と息子の対話
～」（8.6）が芸術祭ラジオ部門大賞を，『プレミ
アムドラマ』「奇跡の人」が芸術祭テレビドラマ
部門大賞を受賞した。
　『大河ドラマ』「真田丸」は，過去 5年間の『大
河ドラマ』での年間平均世帯視聴率が最高を記録
し，最終回のホームページアクセス数は33万に達
した。
　20年に向け，東京の魅力を世界に発信するプロ
ジェクトとして，『東京ミラクルシティ』（3.22）
を放送。東京に暮らす人たちが撮影したスマート
フォンの動画をクリエイターたちが映像作品に仕
上げるという新たな制作手法を取り入れた。

5．国際放送

　国際放送の編成計画ではNHKワールドテレビ
で，「ニュースの充実と平日夜間の強化」や「国
内放送とのさらなる連携」「日本への関心を高め
る番組の編成」を要点とした。
　 4月，毎正時のニュース番組を刷新した『NHK 
NEWSLINE』，インタビュー番組『Direct Talk』
や大相撲のダイジェスト『GRAND SUMO 
Highlights』などを新たにスタートした。また，

「NHKワールド」のウェブサイトを刷新。
　10月からケーブルテレビ「J:COM TV」での
放送が開始され，国内の視聴可能世帯数がこれま
での 3倍近い約470万となる一方，アメリカでは，
17年 1 月からボルティモアとデンバーでNHKワ
ールドTVの24時間配信が始まり，全米の11都市
でおよそ3,000万世帯が視聴可能となった。

6．NHK新会長に上田良一氏就任

　16年12月 6 日，NHK経営委員会は，17年 1 月
24日に任期満了となる籾井勝人会長の後任に，元
三菱商事副社長で，NHK経営委員の上田良一氏
を任命することを決めた。
　上田氏は67歳。米国三菱商事社長や，本社の
CFO（最高財務責任者），副社長などを歴任し，
13年 6 月にNHKの常勤の経営委員に就任，監査
委員も務めた。NHK会長としての任期は 1月25
日から 3年間となる。

7．NHK受信料制度等検討委員会

　17年 2 月，放送と通信の融合時代に即した受信
料制度とその運用の在り方等を検討するため，
NHK会長の常設諮問機関として委員会を設置。
安藤英義専修大学教授ら 5人の外部有識者で構成
され，オブザーバーとして平松剛実弁護士も参加
し，テレビ番組の常時同時配信が実現した際の負
担の在り方等について検討が始まった。

8．新放送センター建替計画

　16年 8 月，放送センター建替の基本計画を公表。
設計・施工業者の決定までの過程における透明性
と客観性を確保する観点から，外部の有識者から
なる「NHK放送センター建替工事に関する技術
審査委員会」（委員長・深尾精一首都大学東京名
誉教授）を12月に設置して募集要項の内容につい
て諮問するなど，着工に向けた準備を進めた。

9．決算

　NHKの16年度決算によると，事業収入は15年
度より205億円多い7,073億円で，事業支出は，リ
オデジャネイロオリンピック・パラリンピックの
放送の実施等により前年度比212億円増の6,793億
円。この結果，収入から支出を差し引いた事業収
支差金は，前年度比 7億円減の280億円であった。
事業収入のうち受信料収入は前年度比144億円増
の6,769億円。放送センター建替のための積立資
産残高は1,707億円となった。
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10．予算

　NHKの17年度予算は， 3月の衆参本会議で 4
年ぶりに全会一致で採択された。17年度予算は，
事業収入を前年度比101億円増の7,118億円，事業
支出は83億円増の7,020億円とした。
　事業収入のうち受信料は契約件数が増えること
などを見込み， 2％増の6,892億円を計上した。
また，事業支出は，国内・国際放送の充実や
4 K・8 K番組制作を強化する一方，事業運営の一
層の効率化を推進し，事業収支差金98億円を繰越
金に繰り入れるとしている。

Ⅲ．民間放送と各メディアの
動き

1．動画配信サービス等の動向

　15年はNetflix，Amazonプライムビデオの日本
でのサービス開始が話題となったが，16年度の動
画配信サービスは，ライブ配信を中心に一層目ま
ぐるしく展開した。
　16年 4 月，ブログ事業やネットゲームの開発を
行うサイバーエージェントとテレビ朝日が運営す
る“インターネットテレビ局”「Abema TV」が
開局した。ニュースチャンネルの他，アニメや釣
り，海外ドキュメンタリーなど約30チャンネルを
テレビと同様に24時間の番組表に沿って無料でラ
イブ配信している。開局から 7か月後の11月には
アプリのダウンロード数が1,000万を超えた。
　11年スタートの「スカパー！オンデマンド」
は，16年10月にリニューアル，CS放送中のスカ
パー！の番組とVOD番組をひとつのアプリを通
じて常時見られるサービスを開始した。
　16年 7 月，イギリスの映像配信大手のパフォー
ムグループが，Jリーグと17年のシーズンから10
年間の放映権契約を結び，翌 8月から，月額制に
よるスポーツの試合映像のライブ配信サービス
「DAZN（ダ・ゾーン）」を開始した。それまでJ
リーグ中継を担ってきたスカパー！は，12月に17
年シーズンの放送・配信を断念すると発表した。
　一方，6月にはスマートフォン向けの有料放送
サービス「NOTTV」をはじめとする「モバキャス
放送」 6チャンネルのサービスがすべて終了した。
　在京民放キー 5局によって始まった無料見逃し
配信プラットフォーム「TVer」は，16年度中に，
朝日放送，毎日放送，読売テレビが参加。番組配
信数も100本超となり，12月にアプリのダウンロ

ード数が累計500万を突破した。
　radikoは，10月からタイムフリー（聴き逃しサ
ービス）とSNSと連携する「シェアラジオ」の実
験を開始した。
　また， 8月のリオ五輪に際して，地上波民放
132局による公式動画サイト「gorin.jp」が開始さ
れ，ロンドン五輪の5.7倍に当たる約2,300時間の
ライブ配信を実施した。

2．番組

　ビデオリサーチ発表の16年の年間世帯視聴率に
よると，桂歌丸の引退特番となった『笑点』
（5.22），『FIFAクラブワールドカップ決勝・レ
アル・マドリード×鹿島アントラーズ』（12.18）
などの日テレの番組や，『逃げるは恥だが役に立
つ』（TBS・10～12月），『木曜ドラマ・ドクター
X～外科医・大門未知子』（テレ朝・10.27）など
がよく視聴された。

3．決算

　在京民放キー局 5社の17年 3 月期連結決算によ
ると，リオデジャネイロオリンピックなど大型ス
ポーツイベントが相次ぎ広告費が伸びたことなど
から，全社とも前年より増収となった。純利益は
本社移転で出費が多かったテレビ東京を除いて 4
社が増益となった。
　日本テレビHD（ホールディングス）は，広告
収入が16年度も好調で，売上高4,167億円（前年
比0.5％増）で純利益は407億円（10.6％増）。テレ
ビ朝日HDは，売上高2,958億円（5.4％増），純利
益159億円（31.1％増）で，共に過去最高。東京
放送（TBS）HDは，ドラマのDVD販売も好調で，
売上高3,553億円（2.0％増），純利益161億円（11.3％
増）。フジ・メディア・HDは，売上高6,539億円（2.1％
増），純利益273億円（20.0％増）。テレビ東京HDは，
売上高1,426億円（4.7％増），純利益42億円（8.9％
減）となった。

4．広告費，インターネット増加続く

　17年 2 月，電通が発表した「2016年日本の広告
費」によると，16年は 6 兆2,880億円（前年比
101.9％）で， 5 年連続で前年実績を上回った。
テレビは 1兆9,657億円，ラジオは1,285億円で，
前年より微増。インターネット媒体は 1兆3,100
億円と増加傾向が続いている。



第
1
部

２
０
１
6
年
度
の
動
き

第１部　2016年度の動き｜第１章　放送界の動き  

13 NHK年鑑’17

5．「タイムシフト視聴」関東で本格運用

　ビデオリサーチは，13年から一部の世帯で行っ
ていた「タイムシフト視聴調査」を，10月から対
象世帯を大幅に拡大（関東地区900世帯）して本
格的に開始した。放送時点から 7日以内の録画再
生（追っかけ再生も含む）をタイムシフト視聴と
定義し，さらにリアルタイム・タイムシフトの視
聴が重複した部分を除いた「総合視聴率」の提供
も始めた。

Ⅳ．倫理・ジャーナリズム

放送倫理・番組向上機構（BPO）

（1）放送倫理検証委員会
　放送倫理検証委員会は16年 3 月，設立から10周
年を迎えた。16年度は以下の 2件の委員会決定を
通知，公表した。
・『珍種目№ 1は誰だ！？ピラミッド・ダービー』
「双子見極めダービー」に関する「意見」
 （TBSテレビ・16年12月 6 日）
　 4人の出演者が双子の見極めを競った番組で，
最後まで解答した 1人が途中で脱落したことにさ
れ，映像加工で姿を消されていた。検証委は「出
演者に対する敬意や配慮を著しく欠いた編集を行
った」として，放送倫理違反と判断した。
・2016年の選挙をめぐるテレビ放送についての
「意見」 （民放連・NHK・17年 2 月 7 日）
　16年に行われた参議院議員選挙と東京都知事選
挙をめぐって民放連とNHKに「意見」を通知し
た。まず選挙に関する放送のあり方に言及し，放
送法第 4条の「政治的に公平であること」という
規定は，「法規範」ではなく「倫理規範」であり，
行政指導や処分の根拠にならないとしている。ま
た選挙の放送に求められる公平性とは，候補者一
人ひとりに同じ時間を与えるような「量的公平」
ではなく，各局が自主的に基準を判断できる「質
的公平」だとした。公選法についても「放送局は
選挙の公正を害することにならない限りは，選挙
に関する報道と評論を自由にできる」と強調し
た。そして問題が指摘された放送についてはいず
れも放送倫理違反はない，違反とまでは言えない
と判断した。
（2）放送と人権等権利に関する委員会
　16年度は以下の5件の委員会決定を通知・公表
した。
・「自転車事故企画に対する申立て」に関する

「見解」 （フジテレビ・16年 5 月16日）
　自転車事故で母親を亡くした男性のインタビュ
ーに続けて，事故を起こした側を描いたドラマを
放送したが，そのドラマは，事故でけがをした人
が「当たり屋」だったという結末だったため，イ
ンタビューを受けた男性が「自分も当たり屋であ
るかのような誤解を視聴者に与えられかねず名誉
を侵害された」として申し立てた。委員会は，人
権侵害は認められないと判断したが，番組の趣旨
や取材意図を男性に十分に説明したとは言えない
ことなどから放送倫理上の問題があると判断し
た。
・ 「世田谷一家殺害事件特番への申立て」に関す
る「勧告」 （テレビ朝日・16年 9 月12日）

　2000年に東京世田谷区で一家 4人が殺害された
事件を取り上げ，出演したアメリカFBIの元捜査
官が「一家に強い怨

えん

恨
こん

を持つ顔見知りによる犯
行」という見立てを示した。元捜査官と面談する
かたちで出演した遺族の女性は，自分があたかも
元捜査官の見立てに賛同したかのようにみられ，
名誉などを侵害されたとして申し立てた。人権委
は「人権侵害には当たらない」とする一方で，テ
レビ朝日は，「申立人に対する公正さと適切な配
慮を著しく欠いていた」として，放送倫理上重大
な問題があったと判断した。
・ 「STAP細胞報道に対する申立て」に関する「勧
告」 （NHK・17年 2 月10日）

　STAP細胞に関する小保方晴子氏の論文を検証
した番組について，委員会は「元留学生作製の細
胞を申立人が何らかの不正行為により入手し，こ
れを混入してSTAP細胞を作製した疑惑があると
受け取られる内容」で真実性・相当性が認められ
ず，名誉棄損の人権侵害が認められると判断した。
　これに対してNHKは，「BPOの決定を真

しん

摯
し

に受
けとめますが，番組は関係者への取材を尽くし，
客観的な事実を積み上げ表現にも配慮しながら制
作したもので，人権を侵害したものではないと考
えます」というコメントを発表した。
・ 「事件報道に対する地方公務員からの申立て」
に関する「見解」

 （熊本県民テレビ・17年 3 月10日）
・ 「事件報道に対する地方公務員からの申立て」
に関する「見解」

 （テレビ熊本・17年 3 月10日）
　酒に酔った女性の裸の写真を撮影したという容
疑で逮捕され，その後不起訴処分となった男性が，
二つの放送局によって，同意なく女性の服を脱が
せたなど自分が認めていない事実まで認めたよう
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に報道され，名誉を毀損されたと申し立てた。
　人権委は，「名誉棄損が成立するとは言えない」
としたが，「警察の明確とは言い難い説明に依

い

拠
きょ

して，直接の逮捕容疑となっていない事実につい
てまで真実であるとの印象を与えるものであっ
た」として，放送倫理上問題があると判断した。
（3）放送と青少年に関する委員会
　委員会が16年度に公表したのは，以下の「委員
会の考え」 1件と「委員長コメント」 1件。
・ 『オール芸人お笑い謝肉祭 ’16秋』に関する「委
員会の考え」 （TBSテレビ・16年12月21日）
　男性芸人が全裸で階段を昇り降りするシーン等
が放送された番組について審議し，委員会は「特
定の場面に嫌悪感を表し，また，子どもに悪影響を
与えると懸念する視聴者に対しても謙虚に耳を傾
けるべきではないか」等の考えをまとめ公表した。
・ “残虐なシーンのある番組を放送する際の配慮”
に関する「委員長コメント」 （16年 8 月 9 日）
　女の子が口に物を詰められて殺されているシー
ンなどがあった連続ドラマ（番組名は公表されて
いない）について，「猟奇的に殺された人間の，
殺されている姿をそのまま突然前触れもなく放送
するというのは，一部の人に『嫌悪感』『過度の
刺激』を与える可能性がある」等，討論の内容を
公表した。

Ⅴ．安心・安全

1．自然災害に対するNHKの対応

（1）平成28年熊本地震
　 4月14日午後 9時26分頃，熊本地方の深さ11キ
ロを震源とするマグニチュード（M）6.5の地震
が発生し熊本県益城町で震度 7を観測。さらに28
時間後の 4月16日午前 1時25分ごろには，熊本地
方の深さ12キロを震源とするM7.3の地震が起き，
益城町と西原村で震度 7を観測した。これらの地
震による死者は熊本県と大分県で228人（災害関
連死含む），全壊した住宅は8,697棟に上り，最も多
い時で18万3,882人が避難した（17年 4月現在）。
　NHKでは 4月14日の地震発生直後からテレビ・
ラジオ全波で特設ニュースを放送，27日朝までに
約130時間にわたり地震関連ニュースを放送。 4
月14日夜から18日朝にかけては，総合テレビの地
震関連ニュースのインターネット緊急同時配信を
行い，訪問者数は 5日間で500万を超えた。全中
ニュースを放送していない時間帯は，福岡局発の
ニュースを配信したが，拠点局ニュースの同時配

信は初めてであった。また，海外でも同時配信を
視聴したいという要望に応え国内限定の措置を解
除した。
　ラジオ第 1では地震発生から 4月27日朝までに
地震関連ニュースを約120時間放送した。また，
インターネット緊急同時配信をラジオ第 1は 4月
19日から 6月14日まで，FMは 4月22日から 5月
31日まで実施した。
　熊本地震では道路や鉄道，水道・ガスなどのラ
イフライン，医療機関などが大きな被害を受け，
熊本局では，被災地で必要とされる生活関連情報
をきめ細かく伝える「ライフライン放送」を 4月
15日未明から 2か月間放送した。テレビ，ラジオ
のほか，データ放送やインターネットなど，NHK
のあらゆるメディアを通じて情報を発信した。
（2）福島県沖の地震と津波警報
　16年11月22日午前 5時59分ごろ，福島県沖の深
さ12キロを震源とするM7.4の地震が発生。福島
県，茨城県，栃木県で震度 5弱を観測した。気象
庁は福島県と宮城県に津波警報を発表，宮城県仙
台港では144センチ，福島県相馬で83センチなど，
北海道から近畿の各地で津波を観測した。
　NHKは地震発生直後からテレビ・ラジオ全波
で特設ニュースを放送した。津波警報の発表に伴
って，アナウンサーが強い口調で避難を呼びかけ
たり，テレビ画面に目立つ表示で「津波！避
難！」「つなみ！にげて！」と表示したりするな
ど，東日本大震災後に改善した緊急報道のスタイ
ルで，危機感を伝える放送を行った。
（3）NHK防災情報アプリの公開
　 6月20日からスマートフォン向けの「NHKニ
ュース・防災アプリ」の提供を開始した。地震・
津波・台風など最新の災害情報や気象警報，自治
体からの避難情報などを配信するほか，災害発生
時にはテレビ放送の同時配信やNHKのロボット
カメラのライブ映像も見られる。

2．臨時災害放送局

　東日本大震災以降，災害発生後に復旧・復興の
ための情報伝達を担う臨時災害放送局を開局する
自治体が増加している。東日本大震災では27の自
治体が開局し，震災から 6年を経過した現在も，
岩手県陸前高田市，福島県南相馬市と富岡町の 3
局で放送が続いている。また，15年の関東・東北
豪雨では，茨城県常総市と栃木市が開局（すでに
両市とも閉局），熊本地震では，益城町，御船町，
甲佐町の 3町が開局し，震災から 1年を経過した
現在，益城町，御船町の 2町で放送が続いている。


