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1  フィギュアスケート男子の世界選手権で，羽生結弦
選手が大逆転で 3年ぶり 2度目の優勝を果たした

4  韓国・プサンの日本総領事館前に，慰安婦問題を象徴
する少女像が設置されたことへの対抗措置として，
1月に一時帰国していた駐韓大使がソウルに戻った

10 厚生労働省の国立社会保障・人口問題研究所が将来
推計人口を発表した。2015年に 1億2,709万人だった
総人口は，53年に 1億人を割る見通し

10 フィギュアスケート女子の10年バンクーバー五輪銀
メダリストの浅田真央選手が，現役引退を表明した

11 東芝が，純損益が5,325億円の赤字となった16年 4 ～
12月期決算について，監査法人が決算に「適正」か
「不適正」かの意見を示さない「意見不表明」とい
う形で，関東財務局に報告書を提出した。大手企業
が監査法人から「適正」の見解を得られないままで
決算を発表するのは異例のこと

18 2 月の安倍晋三首相とドナルド・トランプ米大統領
による首脳会談で設置が決まった日米経済対話の初
会合が開かれた。麻生太郎副総理兼財務相とマイク・
ペンス米副大統領が出席して，両国主導による貿易・
投資ルールづくりやインフラ整備などで協力するこ
とで一致した

21 天皇陛下の退位を巡る政府の有識者会議が，退位に
伴う新たな制度を盛り込んだ最終報告を安倍首相に
提出した。天皇，皇后両陛下の退位後の称号をそれ
ぞれ「上皇」「上皇后」と定めるよう提言した

23 海上自衛隊と原子力空母「カール・ビンソン」を中心
とする米海軍がフィリピン海で共同訓練を開始した。
北朝鮮の動きを抑制するねらいもあるとみられる

24 安倍首相はトランプ米大統領と電話会談し，核実験
やミサイル発射などの挑発を繰り返す北朝鮮に強く
自制を求めていくことで一致した

25 今村雅弘復興相が，東日本大震災について「まだ東
北のほうだったから良かったが，これがもっと首都圏
に近かったりすると莫大な額になる」と発言した。今
村復興相は，この発言の責任を取って26日に辞任した

25 沖縄県の米軍普天間基地（宜野湾市）の名護市辺野古
沿岸部への移設に向けて，政府が護岸の建設に着手した

25 日本郵政は，15年に買収したオーストラリアの物流
大手のトール・ホールディングスの業績が低迷する
などしたため，17年 3 月期の決算で約4,000億円の損
失を計上すると発表した。赤字転落は07年の民営化
後初めて

27 安倍首相はロシアのウラジミール・プーチン大統領
とモスクワで会談し，北方領土での共同経済活動を
具体化するため， 5月中にも日ロ合同の官民調査団
を派遣することで合意した

28 安倍首相はテリーザ・メイ英首相とロンドンで会談
し，自由貿易を推進していくことで一致した。また，
北朝鮮問題などについて，地球規模で緊密に連携し
ていくことでも一致した

1  脚本家の橋田壽賀子さんが理事を務め，芸術性の高
い番組や制作スタッフに贈られる，第25回橋田賞を，
『土曜ドラマ』「夏目漱石の妻」と，NHKこども幼
児番組が，それぞれ受賞した

3  番組改定がスタートした。主な新番組は次のとおり
G-　『 連続テレビ小説』「ひよっこ」（月～土），『ご

ごナマ』（月～金），『人名探究バラエティー　
日本人のおなまえっ！』（木）

E-　『オトッペ』（月～金），『#ジューダイ』（木）
BS1-『スポーツ イノベーション』（日）
BSP-『美と若さの新常識～カラダのヒミツ～』（木）
R1- 『 きこえタマゴ！スペースシップちきゅーん』

（月～水）
R2- 『ボキャブライダー』（月～金）
FM-『画（え）のないアニメ館』（最終土）

3  英語によるテレビ国際放送のNHKワールドTVの番
組改定がスタートした。土・日に「地域の魅力発信
ゾーン」を新設し，地域放送局制作の番組の放送枠
を拡充した。ほかの主な新番組は次のとおり
・『#TOKYO』（土），『Train Cruise』（土）

3  19年に放送する『大河ドラマ』を「いだてん～東京
オリムピック噺（ばなし）～」と発表した。日本と
オリンピックの半世紀にわたる関わりを描く。脚本
は宮藤官九郎。主役は前半と後半で交代し，前半は
中村勘九郎，後半は阿部サダヲ

7  国民の政治意識を調べるため毎月実施している世論
調査「政治意識月例調査」で，初めて携帯電話を対
象に加え，コンピューターで無作為に発生させた固
定電話と携帯電話の番号に電話をかける方法で調査
を行った

9  熊本地震から 1年の関連番組を放送した。『NHKス
ペシャル』では，9日に「大地震 あなたの家はどうな
る？～見えてきた“地盤リスク”～」，16日に「熊本
城 再建“サムライの英知”を未来へ」を放送した。R1
では16日に『来なっせ。見ちょくれ。熊本・大分の
いま』を，熊本局をキーステーションに生放送した

13 ラジオ国際放送のNHKワールド・ラジオ日本で，日
本で起きた災害の教訓を基に防災ノウハウを世界に
発信する番組『BOSAI』を開始した

16 J リーグの「FC東京」対「浦和レッズ」戦で，ゴー
ルキーパーの視点で捉えるデータ連動企画を放送し
た。BS1の102チャンネルを専用に使い，画面を 4分
割し，キーパーの背後や正面からの映像，競技デー
タを用いた中継，解説を行った

25 役員人事で，理事の坂本忠宣およびNHKメディアテ
クノロジー代表取締役社長の児野昭彦が専務理事に
指名され，菅康弘，中田裕之の2人が新たに理事に任
命された

27 法律事務所に電話をかけ弁護士らを脅した罪で有罪
判決を受けた大津局の職員について，諭旨免職処分
とした

4月
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1  放送サービス高度化推進協会（A-PAB）は，東経
110度CSを使った左旋による 4 K試験放送を開始し
た。毎日午前11時から午後 5時の間，放送する

1  音楽著作権管理事業者のNexToneが，新たな管理委
託契約約款と使用料規程を施行した。NexToneは，
著作権管理業務に新規参入したイーライセンスとジ
ャパン・ライツ・クリアランス（JRC）の 2社が16
年 2 月に合併して設立された会社。 2事業本部制の
下で 1年かけて使用量規程の整備を進めてきた

1  毎日放送（MBS）が認定放送持株会社に移行し，商
号を「MBSメディアホールディングス」に変更し
た。持株会社への移行は在阪局では初めて。毎日放送，
GAORAのほか，制作会社のMBS企画など 6社が傘
下に入った

3  フジテレビが運営する動画配信サービス「フジテレビ
オンデマンド」は，NHKで放送されたドラマを配信す
るサービスを開始した。配信するのは『大河ドラマ』
や『連続テレビ小説』『土曜ドラマ』など11番組588話

10 内閣府（防災担当）は，国や地方公共団体，民間の
各機関が持つ情報の災害時の共有を目的に，事前に
各種の情報の取り扱い等に関わるルールを定める
「災害情報ハブ」推進チームを設置した。16年 4 月
の熊本地震で，各機関の情報を共有することの重要
性が改めて注目されたことを踏まえた対応

11 サイバーエージェントとテレビ朝日による“インタ
ーネットテレビ局”AbemaTVが，開局から 1年を
迎えた。この間，オリジナルのニュースやバラエテ
ィーの強化など視聴習慣の定着に取り組んできた

11 15年度の日本から海外への放送番組輸出額は288億
5,000万円（前年度比58％増）で，過去最高となった。
政府が掲げていた「2018年度までに200億円」という
目標を 3年前倒しで達成した

14 総務省は， 4 K・8 K放送の普及と推進に向けた周知・
広報活動を関係団体，事業者，総務省が連携・協力
して進めることを目的に「 4 K・8 K放送推進連絡協
議会」を設置し，第 1回会合を開催した

18 ヤフーは，日本テレビと連携してニュース配信サイ
ト「Yahoo！ニュース」上の新サービス「Yahoo！
ニュース動画」を開始した。CS放送やケーブルテレ
ビ加入者向けのニュース専門チャンネル「日テレ
NEWS24」が無料でライブ配信されることになった

25 吉本興業のタレントが出演し，関西を中心に放送し
ている番組をスマートフォンなどに配信する新サー
ビス「大阪チャンネル」が始まった。開始時には放
送中の番組など約1,000本を用意

27 総務省は，「改正個人情報保護法」に対応する「放送
受信者等の個人情報保護に関するガイドライン」を
策定し，公表した。施行は 5月30日

28 ジャーナリストの田原総一朗氏が司会を務める長時
間討論番組『朝まで生テレビ！』（テレビ朝日）が，
87年 4 月の放送開始から30周年を迎えた

3  イギリスの公共放送BBC存続の基本法規に当たる特
許状が更新されたことを受けて，BBCを規制する機
能が，放送通信庁Ofcom（Office of Communi-
cations）に移された。BBCに対する規制を外部機関
が行うのは初めて

4  17年末までのアナログ放送終了を目標としているシ
ンガポール政府は，アナログ停止で空きが生じる周
波数帯を通信事業用に転用するための競売を実施し
た。通信業界 1位のSingtelが75MHzの周波数を 5億
6,370万シンガポールドル（約460億円）で落札した

8  オーストリアの実業家で栄養ドリンクメーカーRed 
Bullの創業者ディートリヒ・マテシッツ氏は，ドイ
ツ語圏向けのオンラインニュースサイトNäher an 
die Wahrheit（「真実の近くへ」の意）の設立を発
表。マテシッツ氏は既存メディアを「一方的で不十
分」と批判していた

13 FCC（米連邦通信委員会）は， 1年にわたり実施し
た周波数オークションの詳細な結果を公表した。最
終的に175の放送局の84MHz分の帯域が計100億5,500
万ドル（約 1兆1,000億円）で売却された。今後は 3
年かけて約1,000の放送局に帯域が再配分される

19 米Fox Newsのビル・オライリー氏が，約20年続いた
自身の報道番組『The O’Reilly Factor』から降板。
1日にニューヨークタイムズが，同氏に性的嫌がら
せを受けたなどと申し立てた女性 5人に計1,300万ド
ルが支払われていたと報じ，Foxが降板を発表した

20 FCCは，オバマ政権時に強化された地上放送局の所
有規制の運用ルールを，従来の考え方に戻して緩和
すると発表した。FCCのアジット・パイ委員長（共
和党系）は就任以来，規制緩和に積極的な姿勢を示
していた

21 9 年連続の赤字で親会社が支援の打ち切りを決めた
香港のケーブルテレビ事業者i-Cableの経営を，香港
の永升（Forever Top）グループの邱達昌（David 
Chiu Tat-cheong）会長が引き継ぐ意向を示した

23 カリブ海および沿岸24の国と地域の放送機関が加盟
するカリブ放送連合（CBU）は，中国中央テレビ
（CCTV）のニュース映像配信プラットフォーム
「CCTV+」との提携を発表した。CBU加盟局は，
CCTV+が提携する世界1,600以上のチャンネルに素
材を配信できるようになる

26 BBCの監査を行うNAO（英会計検査院）は，10年度
と15年度を比較し，BBCの人員および経費削減は着
実に進展しているが，上級管理職については目標に
達していないとする報告書を発表した

27 米Netflixは，中国の検索大手「百度」傘下のOTT事
業者「愛奇芸」（i QI YI）との間で独占的なコンテ
ンツ提供契約を締結したと発表した。対象となるの
はNetflixのオリジナル作品の一部で，今後審査を経
て中国で配信される

4月
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1  海上自衛隊の護衛艦「いずも」が，千葉・房総半島
沖で米海軍補給艦と合流し，安全保障関連法に基づ
く初めての米艦防護の任務を実施した

3  日本国憲法が施行70年を迎えた。安倍首相は憲法改
正推進派の会合にビデオメッセージを寄せ， 9条に
自衛隊を明記する改正憲法の20年施行を目指す意向
を表明した

4  総務省が「こどもの日」に併せて発表した15歳未満
の子どもの推計人口（ 4月 1日現在）は1,571万人で，
16年の1,588万人を17万人下回り，82年から36年連続
で減少した

5  国連教育科学文化機関（ユネスコ）の諮問機関，国
際記念物遺跡会議（イコモス）は，日本政府が推薦
した「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」（福
岡県宗像市，福津市）について，世界文化遺産に条
件付きで登録するよう勧告した

7  フランス大統領選挙で，欧州連合（EU）との関係重視
などを訴えたエマニュエル・マクロン氏が，史上最年
少の39歳で当選した

9  韓国の大統領選挙で，革新系のムン・ジェイン（文
在寅）氏が当選した

11 安倍首相は，10日に就任したムン・ジェイン韓国大統
領と電話で会談し，慰安婦問題を巡る15年の日韓合
意の着実な履行を求めた。これに対してムン大統領
は，韓国国内では否定的な意見が強いことにふれた

15 東芝は，監査承認を得ていない17年3月期連結決算を
暫定的な見通しとして発表した。米子会社ウェスチ
ングハウスの経営破綻などにより，純損益は9,500億
円の赤字となった

16 秋篠宮家の長女眞子さまが，大学時代の同級生で東
京都内の法律事務所勤務の小室圭さんと婚約される
ことが分かった

19 政府は閣議で，天皇陛下の退位に向けた特例法案を
決定した

19 観光庁は， 5月13日に過去最速のペースで訪日外国
人数が1,000万人を突破したことを明らかにした。中
国からのクルーズ船が増加したことなどが要因

21 離脱した米国を除く環太平洋パートナーシップ協定
（TPP）の署名11か国は，ベトナム・ハノイで閣僚会
合を開き，参加国の結束を示す閣僚声明を取りまと
めた

23 「共謀罪」の構成要件を改めた「テロ等準備罪」を新
設する法案が，衆院本会議で自民，公明両党と日本
維新の会などの賛成多数で可決，参院に送付された

26 安倍首相は，14日に就任したマクロン仏大統領とイ
タリアで初めて会談し，北朝鮮に対して圧力を強め
ていくことで一致した

28 米インディアナ州で，世界 3大自動車レースの一つ
といわれる第101回インディアナポリス500マイル
（インディ500）の決勝が行われ，佐藤琢磨選手が日
本人初優勝を果たした

7  『趣味の園芸』放送開始50年の記念番組「育てて、飾
って、撮って～新・園芸生活スタート」を，全国都
市緑化よこはまフェアの会場から生放送した

10 第17回ワールド・メディア・フェスティバルで， 3
番組がインターメディア・グローブ金賞を受賞した。
▽ドキュメンタリー部門スポーツ・アクティビティ
ーカテゴリー『NHKスペシャル』「ミラクルボディー 
第 1回 世界最強の人魚たち～シンクロナイズドスイ
ミング　ロシア代表～」，▽教育部門小・中学校カテ
ゴリー『奇跡のレッスン～世界の最強コーチと子ど
もたち～』「バスケットボール編」，▽ドキュメンタ
リー部門グローバル問題カテゴリー『ETV特集』「武
器ではなく　命の水を～医師・中村哲とアフガニス
タン～」

11 16年度決算の速報を公表した。事業収入は前年度よ
り205億円多い7,073億円，事業支出は前年度より212
億円多い6,793億円で，280億円の黒字。事業収入のう
ち受信料収入は6,769億円で，前年度より144億円増え
て過去最高となった

15 KDDIと共同で，移動する車両からの 8Ｋ映像を次世
代通信規格の5Gでリアルタイム伝送する実験に国内
で初めて成功した

23 16年度末のNHK受信料の推計世帯支払率は，全国値
で78.2％となり，前年度末と比べて1.3ポイント向上し
たと発表した

23 スーパーハイビジョン放送に適したフレキシブルデ
ィスプレーの実現に向けて，有機ELディスプレーの
表示色域を大幅に拡大することができる，色純度が
極めて高い緑色有機ELデバイスを開発した

23 スポーツ中継の画面上に，競技中のボールの軌跡や
スピードをCG合成する「三次元被写体追跡スポーツ
グラフィックスシステム」を開発した

23 特別な眼鏡をかけなくても自然で見やすいインテグ
ラル立体テレビの研究開発で，立体テレビで再現す
る空間領域を従来よりも高品質に撮影できる，多視
点ロボットカメラによる立体撮影技術を開発した

23 世界最小の8.3インチの 8Ｋ有機ELディスプレーを用い
たVR（バーチャルリアリティー）システムを開発した

25 ワンセグでテレビ放送を視聴できる機能のある携帯
電話を所持した場合，放送受信契約を結ぶ義務があ
るかが争われた裁判で，水戸地裁は受信契約の義務
があるという判決を言い渡した

25 放送技術研究所が「技研公開2017」（一般公開）を，
28日まで 4日間開催した。放送サービスへのAI（人
工知能）活用や，フルスペック 8Ｋスーパーハイビ
ジョンなどが注目された

31 テレビが備えつけられた短期の賃貸マンションに入
居していた男性が受信料の返還を求めた裁判で， 2
審の東京高裁は，受信契約を結ぶ義務のあるテレビ
の「設置者」には「使用者」も含まれると判断し，
1審とは逆に訴えを退けた

5月
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3  記者 2人が散弾銃で殺傷された87年の朝日新聞阪神
支局襲撃事件から30年が経過した。朝日新聞社の渡
辺雅隆社長は，事件で犠牲となった小尻知博記者の
墓を訪れ，「ジャーナリストとして思いを新たに励ん
でいきたい」と述べた

10 パナソニックは，有機ELの最新型テレビを 6月に発
売すると発表した。夏のボーナス商戦に向けて，東芝，
ソニーに続き，最新型が出そろった。各社ともこれ
まで事業の縮小や撤退が続いたが，質を重視し，高
価格帯に特化することで利益確保をねらう

10 AbemaTVを運営するサイバーエージェントは， 7日
に配信した『亀田興毅に勝ったら1000万円』の視聴
数が過去最高の1,420万になったことを発表した。こ
の数字は， 1人が複数回アクセスした場合も加算さ
れる「累計」

10 第25回橋田賞（橋田文化財団主催）の授賞式で，民放
からTBSテレビ『ふつうが一番～作家・藤沢周平　父
の一言～』，東海テレビ『人生フルーツ』が受賞した

12 第32回農業ジャーナリスト賞（農政ジャーナリスト
の会主催）の映像部門で民放からテレビ愛媛『じい
ちゃんの棚田』が受賞した

17 気象庁は，大雨や洪水などの注意報や警報を発表す
る際に，24時間先までのどの時間帯に，どの程度の
危険が予想されるかを分かりやすく色分けした表を
ウェブページで公開する運用を始めた。夜中や明け
方に風雨などが強まる見通しを視覚的に伝え，避難
など早めの防災対応に役立ててもらうねらい

20 「放送人の会」主催の第16回「放送人グランプリ」の
贈賞式が開かれ，脚本家の池端俊策さんが受賞した。
同賞が脚本家に贈られるのは初めて。準グランプリ
には『NHKスペシャル』「ある文民警察官の死～カン
ボジアPKO　23年目の告白～」が選ばれた

23 TBSや日経新聞など 6社が，インターネット動画配
信事業で提携し新会社を設立すると発表した。新会
社を作るのはTBSホールディングス，日本経済新聞
社，テレビ東京ホールディングス，WOWOW，電通，
博報堂DYメディアパートナーズの 6社。ドラマ，バ
ラエティー，経済ニュースなどを定額で動画配信す
る。18年 4月からサービス開始の予定

26 総務省は，情報通信審議会の「放送コンテンツの製
作・流通の促進等に関する検討委員会」（主査・村井
純慶大教授）の中間報告書案を公表した。放送内容
の適正な製作取引の推進に向け，民放連や全日本テ
レビ番組製作社連盟などによる継続的な対話と情報
共有の場の設置などを提言した

30 個人情報の扱いを大きく変更する改正個人情報保護
法が全面施行された。これに先立つ29日，民放連と
新聞協会はそれぞれ声明を出し，改正法は，個人情
報の取り扱いについてさらなる萎縮効果を及ぼし，
匿名社会の深刻化につながりかねないとして，懸念
を表明した

4  米議会上院は，CPB（公共放送機構）を通じて全米
の公共テレビと公共ラジオ約1,500局に配分される交
付金 4億4,500万ドル（約500億円）を承認した。トラ
ンプ政権が 3月に出した18年度の予算案では，公共
放送の予算を「ゼロ」にすることが提案されていた
が，最終的には16年度と同額となった

4  韓国内唯一の衛星事業者のKT SATは，仏領ギアナ
で，韓国で 4基目の衛星となる「ムグンファ（むく
げ）衛星 7号」の打ち上げに成功した。今回の打ち
上げで，朝鮮半島に限られていた衛星のカバー範囲
が東南アジアやインドにまで広がった

11 フランスの通信と放送メディアの複合企業体SFRが，
ヨーロッパの各国リーグのチャンピオンチームなど
が優勝を競うサッカーの「UEFAチャンピオンズリ
ーグ」と，下位の大会に当たる「ヨーロッパリーグ」
の18年から 3か年の 3大会について，国内での独占
中継の権利を獲得した。日刊紙フィガロによると落
札額は過去最高額の約12億ユーロ（約1,400億円）

15 フィリピン国会の上院は，新聞や雑誌の記者などが
情報源を秘匿する権利を認めた共和国法第53号につ
いて，適用対象を従来の活字媒体からテレビ・ラジオ・
ネットメディアのジャーナリストや制作関係者，国
内外の通信社にまで広げる改正案を可決した

15 ジャーナリストの殺害や誘拐が相次ぐメキシコで，
麻薬問題の報道で有名なジャーナリストのハビエル・
バルデス氏が銃撃され，17年になって 5人目の犠牲
者となった。18日には地方テレビ局の社主でジャー
ナリストのアダメ・パルド氏が誘拐された

18 FCCは，インターネット接続事業者がネット上を流
れるすべてのコンテンツを平等に扱うよう義務付け
る「ネットの中立性」の規則を見直す提案を可決し
た。パイ委員長（共和党系）は17年中に現行の規則
を撤廃し，規制緩和を進める考えを示している

22 Amazonは，イギリスでテレビチャンネルの同時配信
サービスを始めた。ディスカバリーやユーロスポー
ツなど約40のテレビチャンネルの同時視聴が可能に
なる。契約は“バンドル（束）”ではなく個別に行わ
れ，月額1.99～9.99ポンドで提供される

23 VOAなどアメリカの 5つの国際放送を管轄する政府
の放送管理委員会は，18年度の予算要求額を 6億
8,515万ドル（約750億円）と発表した。前年度実績か
ら8.4％減少するが，政府の外交方針に沿う形で，過
激派組織などに対抗するサービスに注力する

25 BBCは，16年度のBBCグループのすべての海外向け
メディアの視聴者・利用者が前年比で 7％増加し，
過去最高の 3億7,200万人に達したと発表した

25 BBCは，放送済み番組をダウンロードして購入でき
るサービスBBC Storeを閉鎖すると発表した。BBC
の人気番組『シャーロック』『ドクター・フー』など
はNetflixやAmazon Videoでも提供しており，BBC 
Storeの需要は期待ほど伸びなかった

5月
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1  トランプ米大統領が，地球温暖化対策の国際的枠組
みの「パリ協定」から脱退する方針を発表した

2  厚生労働省は，16年の人口動態統計（速報値）を公
表した。 1人の女性が生涯に産む子どもの推計人数
「合計特殊出生率」は1.44となり，前年から0.01ポイ
ント低下。出生数が97万6,979人と初めて100万人を
割る一方，死亡数は戦後最多の130万7,765人に上り，
33万人余りの自然減となった

3  ドイツで行われた卓球の世界選手権のミックスダブ
ルス決勝で，吉村真晴・石川佳純組が勝利した。こ
の種目で日本勢48年ぶりの金メダルを獲得した

6  茨城県大洗町の日本原子力研究開発機構大洗研究開
発センターで，保管中の核燃料物質の点検作業をし
ていた男性職員ら 5人が被ばくした

9  天皇陛下の退位に向けた特例法が，参院本会議で可
決，成立した。明治以降で初めて天皇の退位が実現
する

12 人口約400人の高知県大川村の和田知士村長は，議員
のなり手不足対策として，議会を廃止して有権者に
よる「町村総会」を設ける検討を始めたと表明した。
「町村総会」の設置は1955年以降例がない

12 東京・上野動物園のジャイアントパンダの雌「シン
シン」が約 5年ぶりに赤ちゃん 1頭を出産した。前
回の赤ちゃんは生後 6日で死んでおり，同園は母子
の体調を慎重に観察する

15 「共謀罪」の構成要件を改めて「テロ等準備罪」を新
設する改正組織犯罪処罰法が，参院本会議で，自民，
公明両党と日本維新の会などの賛成多数で可決，成
立した

15 松野博一文部科学相は，学校法人「加計学園」の獣
医学部新設を巡る文書の有無を再調査した結果，内
閣府が文科省に伝えたとされる「総理のご意向」な
どと書かれた文書が同省で保存されていたと発表し
た。一方首相は，16日の参院予算委員会で「具体的
に指示したり，働きかけをしたりしたことは一度も
ない」と関与を否定した

18 男子ゴルフの全米オープン選手権で，松山英樹選手
が 2位に入った。80年の同選手権 2位の青木功選手
に並ぶ，メジャー大会での日本勢最高順位となった

20 東京都の小池百合子知事は，築地市場（中央区）を
豊洲（江東区）へ移転し，築地の跡地は再開発して
市場機能も持たせ，将来的に両者を併存させる基本
方針を表明した

22 フリーアナウンサーで，歌舞伎俳優の市川海老蔵さ
んの妻，小林麻央さんが死去した。34歳。乳がんで
闘病中だった

26 中学 3 年生で将棋の最年少棋士の藤井聡太四段が，
東京都渋谷区の将棋会館で行われた竜王戦決勝トー
ナメント 1回戦で増田康宏四段に勝って，デビュー
戦から負け知らずで歴代単独 1位となる29連勝を達
成した

1  第54回ギャラクシー賞（放送批評懇談会主催）のテ
レビ部門で，『NHKスペシャル』「ある文民警察官の
死～カンボジアPKO　23年目の告白～」が大賞を受
賞した。また，ラジオ部門で，『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～」が優秀賞を受賞した

4  『BS1スペシャル』「知られざるトランプワールド～
360°カメラが探訪する新大統領を生んだ世界～」を
4日と11日に 2回シリーズで放送した。360°全方位
を撮影できるカメラで取材した映像を放送と同時に
インターネットで配信し，“360°の世界”を体験で
きる試みを行った

8  第43回放送文化基金賞が決まった。NHKの番組では，
▽テレビドキュメンタリー番組『NHKスペシャル』
「ある文民警察官の死～カンボジアPKO　23年目の
告白～」，▽テレビドラマ番組『土曜ドラマ』「トッ
トてれび」，▽テレビエンターテインメント番組『ザ・
プレミアム』「寅さん、何考えていたの？渥美清・心
の旅路～」が，それぞれ最優秀賞を受賞した

8  10日から放送予定だった『土曜ドラマ』「神様からひ
と言～なにわお客様相談室物語～」の放送の全編中
止を決めた。主演を予定した俳優について，未成年
の女性との飲酒や不適切な交遊があったとして，所
属事務所が無期限の活動停止を決めたため

10 『NHKスペシャル』「ニッポンの家族が非常事
態！？」を11日までの 2日間放送した。思春期の子
どもたちの暴走と急増する離婚という新たな家族の
問題に最新科学で迫った

11 全国の大学生や高等専門学校生などが手作りのロボ
ットで技術力やアイデアを競い合う「NHK学生ロボ
コン2017」が，東京・大田区で開催された。事前選考
を通過した24チームが出場し，東京工業大学が優勝，
東京大学が準優勝した。 2チームは 8月の「ABUア
ジア・太平洋ロボットコンテスト」の出場が決まった

20 18年 4 月から放送の『連続テレビ小説』「半分、青
い。」のヒロインを，永野芽郁に決定したと発表した

27 委託先の事業者による衛星契約について全国調査を
行った結果，不正な契約手続きが 4件，誤って契約
を結んだものが243件見つかったと発表した。NHK
はこうした契約で支払い済みの受信料について返金
手続きを行った

28 連続人形劇『プリンプリン物語』のうち，NHKが保
存できていなかった映像が，「番組発掘プロジェク
ト」の呼びかけで番組関係者や視聴者から提供され，
ほぼ全編がそろった。これらの映像などを使って，
BSPで特別番組『復活！プリンプリン物語～伝説の
人形劇“ここがスゴイ！”～』を放送した

28 舞台美術に功績のあった人に贈られる，第44回伊藤
熹朔賞を，山口類児，杦本梨奈両職員など 5人が受
賞した。対象番組は『大河ファンタジー』「精霊の守
り人Ⅱ　悲しき破壊神」

6月
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8  放送文化基金は，第43回放送文化基金賞を発表した。
ラジオ番組部門の最優秀賞は山口放送の『メロディ
ーの向こうに～童謡・唱歌の世界～』が受賞した

12 スイスで開かれた国連人権理事会の会合で，16年に
日本で表現の自由について調査を行った特別報告者
が，日本政府に対し，メディアの独立性を強化する
ため放送法の一部を見直すべきだなどと勧告した。
日本政府は「表現の自由や知る権利は憲法で最大限
保障されている」と反論した

16 電通は，過去の視聴率データや番組ジャンル，出演
者情報，ネット上のコンテンツ閲覧傾向などのデー
タを基に，放送前にテレビ視聴率を予測するシステ
ムを開発した。システムには人工知能学習手法のデ
ィープラーニングを用いている。性・年代別などタ
ーゲット別に予測を行い，広告枠割り付けの最適化
を図る実証実験を行っていく予定

19 フジテレビは，地上波のデータ放送機能を使い，関
東の 1都 6 県で都県ごとに異なるメッセージを出す
エリアメッセージCMを初めて実施した

21 日本新聞協会は，白石興二郎・読売新聞グループ本
社会長を会長に再任した。任期は 2年

21 インターネットなどで「フェイクニュース」が広が
るのを防ぐため，メディアの情報が本当かどうかを
検証する「ファクトチェック」を国内で推進する団
体「ファクトチェック・イニシアティブ」が発足し
た。ガイドラインの作成や，真偽不明の情報を集め
るシステムの開発などを進め，ファクトチェックに
携わる団体や個人を支援する

23 日本新聞協会は，総務省・情報通信審議会の「放送
コンテンツの製作・流通の促進等に関する検討委員
会」中間報告書案に意見を提出した。同時配信のニ
ーズが十分に検証されていないことを問題視したほ
か，民放事業者とNHKを包合する動画配信プラット
フォームの構築では，既存の民間プラットフォーム
の価値に配慮した検討を求めた

27 総務省東北総合通信局は，ラヂオ気仙沼にコミュニ
ティ放送局の免許を付与した。気仙沼市が免許人と
して11年に開設した臨時災害放送局の閉局に伴い，
その放送設備を譲り受け，周波数および放送エリア
を変更せずに運用する

29 朝日新聞社は，仮想現実動画やパノラマ静止画を視
聴できるスマートフォンアプリ「NewsVR」の配信
を始めた。事故や災害など記者が足を踏み入れた現
場の臨場感を「体験するニュース」として伝える

30 動画配信サービス「bonobo（ボノボ）」と「ゲオチ
ャンネル」が終了した。「bonobo」は15年 9 月開始，
ディズニーなど国内外の映画会社やテレビ局による
「コンテンツホルダー直営型サービス」として都

つ

度
ど

課金で提供していた。「ゲオチャンネル」は16年 2 月
に開始，大手レンタルビデオチェーンが運営。店舗
でのレンタルへの特典を武器としていた

5  韓国のムン・ジェイン（文在寅）新政権は，「政府組
織改編案」を発表し，規制機関の放送通信委員会
（KCC）と放送通信審議委員会（KCSC）は存続す
ることとなった。特にKCCに対しては，常に与党の
意向が反映されるという批判があり，政権交代で大
規模な組織改編を求める声もあった

14 チリの政府機関である文化芸術国家評議会は，国内
で制作された映画やドキュメンタリーなどをインタ
ーネットで無料配信するサービスを開始したと発表
した。サービスはチリ国内限定

16 スペインの最高裁は，公共放送RTVEの財源として
通信事業者や商業放送事業者に課される負担金は合
憲だとする判断を示した。受信料制度のないスペイ
ンでは，負担金は政府交付金や電波税とともに
RTVEの主要な財源となっている

21 ドイツの公共放送ARD，ZDF，ドイチュラントラジ
オが共同で運営する放送負担金の徴収機関「負担金
サービス」は，16年の事業報告書を公表した。16年
の放送負担金の総収入は79億7,800万ユーロ（約 1兆
200億円）で，前年比で1.9％減だった

21 公共放送フランステレビジョンとイタリアの公共放
送RAIは，欧州でも増え続けている定額見放題の動
画配信サービスの事業者Netflixなどに対抗する戦略
として，外国向けの英語番組を共同制作する業務提
携協定を結んだ。国際的なテレビ番組市場への売り
込みを目指す

23 ホワイトハウス記者会のJ.メーソン会長は，記者ブリ
ーフィングの現状を改善するよう，米大統領報道官
に申し入れたとの声明を出した。ワシントン・ポス
トによると，ホワイトハウスの記者ブリーフィング
は政権発足直後は平均で 2日に 1回開かれていたが，
その後 3日に 1回程度に減ったという

26 BBCウェールズは，1,050万ポンド（約15億円）の追
加予算を投入し，地域放送を拡充する計画を発表し
た。計画では，平日夜 8時からカーディフを拠点に
したニュース枠を新設するなどローカルニュース報
道の強化や，ウェールズを舞台にしたドラマ 3本を
18年度に放送するなど，娯楽番組の拡充を進める

29 英政府は，ルパート・マードック氏傘下の21st 
Century FoxのSky完全買収について，日本の公正取
引委員会に当たる「競争・市場庁（CMA）」に審査
を指示する意向を明らかにした

30 香港最大の商業テレビ局TVBは，規定で放送するこ
とになっている公共放送RTHKの時事風刺番組『頭
条新聞』の放送を急きょ取りやめ，香港を訪問中だ
った中国の習近平国家主席が香港で行った講話を紹
介する特別番組などに置き換えた。中国への政治的
配慮から取りやめたとの見方が出ている。これに対
して，RTHKはTVBに強い不満を表明し，規制機関
の放送通信業務管理局に申し立てを行った
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2  東京都議選で自民党が惨敗した。改選前の57から23
へ議席を大きく減らし，過去最低だった38議席をも
下回った。小池知事が率いる地域政党「都民ファー
ストの会」は追加公認も含めて55議席を獲得し，第1
党に躍進。公明党など知事支持勢力を含めると，過
半数を大きく超える79議席を確保した

2  将棋の最年少棋士の藤井四段が，竜王戦決勝トーナ
メント 2回戦で佐々木勇気五段と対局。佐々木五段
が勝ち，藤井四段の連勝記録は29で止まった

4  南米原産で強い毒を持つ「ヒアリ」が，大阪港で見
つかった

5  福岡，大分両県で発生した豪雨で，土砂崩れなどの
災害が多発した。両県の死者は35人，行方不明は 6
人に上り， 5年前の九州北部豪雨を上回る惨事とな
った

9  国連教育科学文化機関（ユネスコ）は，日本の「『神
宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」（福岡県）の世
界文化遺産登録を決定した。日本の文化遺産は17件
目で，自然遺産を含めた世界遺産は21件目

10 学校法人「加計学園」の獣医学部新設計画で，衆参
両院は閉会中審査を行った。参考人の前川喜平前文
部科学事務次官は，国家戦略特区での同計画選定に
ついて「初めから加計学園ありき」で「背景に官邸
の動きがあったと思う」と指摘した

12 大手広告代理店の電通の違法残業事件で，東京簡裁
は労働基準法違反罪で法人としての同社を略式起訴
した東京地検の処分を「不相当」と判断し，正式裁
判を開くことを決めた。検察の処分を覆した異例の
判断だった

14 サッカー日本代表の本田圭佑選手が，メキシコ 1部
リーグの「パチューカ」に移籍することが決まった

18 文化勲章受章者の日野原重明さんが，呼吸不全のた
め死去した。105歳。100歳を超えても現役医師を続
けていた

19 第157回芥川賞・直木賞の選考会が開かれ，芥川賞に
沼田真佑さんの「影裏」，直木賞に佐藤正午さんの
「月の満ち欠け」が決まった

19 日本政府観光局が発表した17年上半期（ 1～ 6 月）
の訪日外国人数（推計値）は，前年同期比17.4％増
の1,375万7,300人と 5 年連続で過去最高を更新した。
格安航空会社（LCC）の増便などを背景に，アジア
からの訪日客が大幅に増えた

21 大相撲の横綱・白鵬が名古屋場所13日目で，序ノ口
からの通算1,048勝目を挙げ，元大関・魁皇を抜いて
歴代単独 1位となった

27 民進党の蓮舫代表は，党の体制一新を図るためなど
として，代表を辞任する考えを表明した

28 稲田朋美防衛相は，記者会見で破棄していたとしてい
た南スーダン国連平和維持活動（PKO）の日報を，
陸上自衛隊が保管していたことを巡る問題の責任を取
って安倍首相に辞表を提出した。辞表は了承された

5  九州北部豪雨ではニュースを継続して放送，現地の
放送局からも随時，地域向けの放送に切り替えて関
連ニュースを伝えた。気象庁が 7月から新たに発表
を始めた大雨や洪水の危険度分布のメッシュ地図を
使ってリアルタイムに解説する，初めての取り組み
も行った。また，インターネットで放送の同時配信
を行い，全国放送が大雨関連ニュースを放送してい
ない時間帯には福岡局のニュースを配信した。 7日
からは福岡局と大分局でライフライン情報を伝えた

6  NHKの子会社の株主総会が終了し，配当が確定した
と発表した。16年に配当に関する考え方を見直し，
大型の配当も16年度に引き続き実施した結果，子会
社の配当総額は84.1億円で，このうちNHKが受け取
る総額は56.3億円と，いずれも過去最高となった

12 NHKのラジオ放送を17年10月から民放の共同配信プ
ラットフォームのradikoで実験配信するにあたり，
地域限定配信を基本とする民放に合わせて，ラジオ
放送の提供対象地域には制限を設けないことを基本
とする，インターネット実施基準の変更を総務省に
申請，認可を得た

14 第33回ATP賞テレビグランプリ（全日本テレビ番組
製作社連盟主催）で，『BS1スペシャル』「原爆救護
～被爆した兵士の歳月～」がグランプリとドキュメ
ンタリー部門の最優秀賞を，『プレミアムドラマ』「奇
跡の人」がドラマ部門の最優秀賞を受賞した

15 ロンドンで開催された世界パラ陸上選手権のもよう
を，24日までの毎日，BS1で50分のハイライト番組
として放送した

22 『NHKスペシャル』「AIに聞いてみた　どうすんの
よ！？ニッポン」を放送した。日本が抱えるさまざ
まな課題の解決策のヒントを，NHKが中心になって
開発したAIに導き出させ，従来にはない一手を考え
ていく新シリーズ

25 NHK会長の諮問機関のNHK受信料制度等検討委員会
は，第 1号「常時同時配信の負担のあり方について」
の答申を行った。放送と同様の受信料型，サービス
の対価の有料対価型のどちらの場合でも，契約の単
位は世帯とし，放送受信契約者には 2台目のテレビ
と同様，追加負担は求めないとしている。また，ス
マートフォンなどを利用することを考慮し，受信料
型の場合は，端末所持者全員ではなく，同時配信を
利用できる環境をつくった者に負担を求めるのが適
当としている

27 全国の高校生がアナウンスや番組制作などの技術を
競い合う「第64回NHK杯全国高校放送コンテスト」
の決勝が，東京・渋谷のNHKホールで行われた。今
回は全国1,677の高校から約 1万6,300人が参加し，予
選を勝ち抜いた代表の中から,アナウンス・朗読の各
部門の優勝者と，ラジオドキュメント・テレビドキ
ュメント・創作ラジオドラマ・創作テレビドラマの
各部門の優勝作品が決まった
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1  Amazonが，AI（人工知能）とクラウドを使った音
声合成サービスに本格参入。エフエム和歌山はこの
サービスを使い，配信されたテキスト原稿を音声合
成し，ニュース，天気予報の自動送出を始めた。AI
を使った音声合成放送は初めて

1  東京メトロポリタンテレビジョン（東京MX）の動
画配信サービス「エムキャス」で視聴できるチャン
ネルに，群馬テレビと奈良テレビが加わった（奈良
テレビは 9日から）

3  フジテレビのネットメディア「ホウドウキョク」は，
経済ニュースプラットフォーム「NewsPicks」と共
同で新たなウェブ経済ニュース番組『Live Picks』
を開始した。毎週月～木曜の夜に30分間配信する

4  BPO（放送倫理・番組向上機構）の放送人権委員会
は，16年 5 月にフジテレビの『Mr. サンデー』が舛
添要一東京都知事（当時）の政治資金の私的流用疑
惑を取り上げた放送について，舛添氏の妻の雅美氏
と長男，長女への肖像権の侵害などの人権侵害はな
いとする委員会決定を公表した

4  気象庁は，大雨で下水道や側溝から水があふれ出す
内水氾濫の危険度を 5段階に分けてメッシュ上に表
示する「大雨警報（浸水害）の危険度分布」と，全
国約 2万の中小河川を対象に氾濫の危険度を 5段階
に分けてメッシュ上に表示する「洪水警報の危険度
分布」という新しい情報の発表を始めた

5  九州北部の記録的な豪雨で，福岡県や大分県では大
きな被害となり，助けを求める声はTwitterなどの
SNSにも投稿された。Twitterのウェブサイトには，
「#救助」のハッシュタグで救助要請をする方法が
掲載されているが，今回の豪雨で「#救助」から情
報を探すと，救助要請と関係ないツイートが並び，
大事な情報が“埋没”する事態となった

7  気象庁は大雨特別警報の運用を一部見直し，発表地
域を危険度が著しく高まっている市町村に絞り込む
ことを決めた。絞り込みには，浸水害の危険度を判
定する最新の技術を使う

7  総務省は，16年の「情報通信メディアの利用時間と
情報行動に関する調査」の結果を公表した。利用す
る文字ニュースに，ヤフーなどのポータルサイトを
挙げた人が 6割を超え，初めて新聞を上回った

20 KDDIは，ケーブルテレビで番組やインターネット
の動画を音声検索できる初めての機器の提供を始め
た。提携の局で順次利用する

21 総務省九州総合通信局は，「平成29年 7 月九州北部豪
雨」で被災した福岡県朝倉市から申請された臨時災
害放送局の開設を認めた

22 モバイルゲームを手がけるコロプラの子会社で，360
度動画配信サービスを行う「360Channel」が，「鹿
島アントラーズ」対「セビージャFC」の試合でJリ
ーグ初のVR生配信を行った。映像は見られたが，実
況の音声は乱れ，聞き取ることができなかった

5  アルゼンチン政府は，NetflixやSpotifyなどのOTT 
サービスに課税する方針を発表した。南米ではコロ
ンビアが 1月にOTTへの課税を始めたほか，ウルグ
アイやチリでも同様の動きがみられる

5  タイの国家放送通信委員会は，OTTサービスを提供
する事業者への新たな規制の法制化に取り組むこと
を明らかにした。17年10月をめどに法案の承認を目
指しており，新規制の発効後は事業登録が必要にな
るとしている

11 米マイクロソフト社は，「ホワイトスペース」と呼ば
れるテレビ局に割り当てられた未使用の周波数を使
い，アメリカの人口が少ない地域でブロードバンド
網を提供する計画を提示した

12 ドイツのデュッセルドルフ上級地方裁判所は，公共
放送ARDの加盟局に対し，大手ケーブルテレビ事業
者Vodafone Kabel Deutschlandに番組送信料約350万
ユーロ（約 4億5,400万円）を支払う義務があるとの
判決を下した

13 BBCと米CBSは，報道分野での協力関係を結んだこ
とを発表した。世界各地での取材で情報等を共有す
ることで，国際ニュース取材を効率的に計画できる
ようになるとしている

15 五輪関連のコンテンツを通年で放送する「Olympic 
Channel：Home of Team USA」が，アメリカで放
送を開始した。アメリカで五輪の独占放送権を持つ
NBC UniversalがIOCなどと立ち上げたもので，アメ
リカ人選手が参加する五輪競技の試合や過去の大会
の映像，ドキュメンタリー等を放送する

18 フランスが本部の国際的ジャーナリスト団体の国境
なき記者団が，アジア初の事務所を台湾に開設する
にあたり，記者発表会を行った。当初香港に事務所
を設置する予定だったが，中国の影響力が強まって
いることを考慮し，17年「報道の自由度世界ランキ
ング」でアジアトップの45位となった台湾を選んだ

19 韓国の国政企画諮問委員会は，「100の国政課題」を
発表し，表現の自由や言論の独立のための事業の一
環として，過去の保守政権の時代に解雇されたジャ
ーナリストらの復職と名誉回復のための課題を，18 
年までに解決する方針を示した

19 BBCは，新特許状の下でガバナンスが変更されて初
めての年次報告を発表した。冒頭でデビッド・クレ
メンティ理事長が，BBCの規制監督機関がOfcomに
移され，理事会が執行責任を担うことで，責任の所
在が明確になったと評価した

22 全米で170以上の放送局を所有・運営するSinclair 
Broadcast Groupが，さらに50以上もの地方の地上放
送局の買収を発表したことに対し，保守系大手メデ
ィアNewsmaxの最高経営責任者はインタビューで，
1社に放送局の所有が集中することに強い懸念を示
した。25日の連邦議会でも，同社とメディアの所有
規制の問題を巡り，民主党議員が懸念を示した
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1  京都大学iPS細胞研究所（山中伸弥所長）の研究グル
ープは，筋肉中に骨ができる難病に予防効果が期待
される物質を，iPS細胞を活用して発見したと発表し
た。iPS細胞を活用した創薬に向けた治験は国内初と
いう

3  安倍首相は内閣改造を行った。第 3次安倍内閣とし
ては 3度目の改造で，全閣僚19人のうち13人が交代。
外相には河野太郎・前国家公安委員長，総務省には
野田聖子・元郵政相を充てた

4  トヨタ自動車とマツダは，資本・業務提携すると発
表した。電気自動車技術や先進的な安全技術などの
共同開発を推進し，米国では折半出資で16億ドルを
投じて年産能力30万台規模の合弁工場を新設する

7  東京都議会議員選挙で小池東京都知事を支援した若
狭勝衆院議員は，自身が代表を務める政治団体「日
本ファーストの会」を設立したと発表した。次期衆
院選に向け，小池氏と連携して国政新党づくりを進
める意向

10 東芝は，17年 3 月期決算の有価証券報告書を関東財
務局に提出した。 3か月遅れで正式発表した連結決
算は，純損益が国内製造業で過去最大となる9,656億
円の赤字

12 防衛省は，北朝鮮がグアム沖へ弾道ミサイルを発射
する計画を表明したことを受けて，日本国内への落
下に備え，迎撃ミサイル（PAC3）を中国・四国地方
の陸上自衛隊駐屯地に配備した

13 ロンドンで開かれた世界陸上競技選手権大会の男子
400mリレーで，日本が銅メダルを獲得した。世界選
手権の同種目で初のメダルとなった。競歩では男子
50kmで荒井広宙選手が銀メダル，小林快選手が銅メ
ダルを獲得した

23 甲子園球場で行われた第99回全国高校野球選手権大
会決勝で，花咲徳栄（埼玉）が広陵（広島）を14対
4 で破って初優勝した。埼玉県勢として初めて夏の
甲子園を制した

27 東京や大阪などのクリニックが他人のさい帯血を無
届けで患者に投与していたとして，愛媛県警などの
合同捜査本部は，再生医療安全性確保法違反の疑い
でさい帯血の販売業者や医師ら 6人を逮捕した

28 羽田孜元首相が老衰のため死去した。82歳。94年に
非自民連立政権で首相を担ったが，在職日数は戦後
2番目に短い64日間だった

29 北朝鮮は，弾道ミサイル 1発を予告なしに発射した。
ミサイルは北海道上空を通過し，襟裳岬東方約1,180km
の太平洋上に落下。政府は外交ルートを通じて北朝
鮮に厳重抗議した

31 サッカーのワールドカップ2018ロシア大会・アジア
最終予選の第 9戦が埼玉スタジアム2002で行われ，
日本はオーストラリアを 2対 0 で破り，同組首位で
W杯出場権を獲得した。日本のW杯出場は98年のフ
ランス大会から 6大会連続 6度目

1  広島市の広島平和資料館が所蔵する，市民が描いた
原爆の絵4,200点余りについて， 8Ｋを超える超高精
細映像で記録し，3D地図上に日時や場所の情報とリ
ンクさせて表示するシステムを，資料館と共同で作
り，16日までの間，特別展示が行われた

13 『NHKスペシャル』「731部隊の真実～エリート医学
者と人体実験～」を放送した。部隊の中枢メンバー
の肉声の音声記録がロシアで見つかり，細菌兵器開
発を進めたり，多くの研究者も部隊に参加したりし
ていた実態を浮かび上がらせた

14 NHKと民放の各局が制作した戦争関連のドキュメン
タリーの共同上映会が，18日までの 5日間，広島市
で開催された。番組を保存する横浜市の放送ライブ
ラリーの協力で，30本余りの番組が上映された。外
国人から要望の多かった英語版も一部，初上映され
た。上映会は長崎市などでも開催された

18 全国の中学生が番組制作やアナウンスなどの技術を
競う「第34回NHK杯全国中学校放送コンテスト」の
決勝が，東京・千代田区で行われた。今回は全国か
ら680校が参加し，テレビ番組，ラジオ番組，アナウ
ンス，朗読の 4部門で最優秀賞が選ばれた

25 世界初の放送専門博物館として1956年に開館し，放
送の歴史に関する約 3万5,000点の資料などを所蔵す
る，NHK放送博物館（東京・港区）の入館者が500
万人に達した

26 防災に関する知識を楽しみながら学ぶ「防災パーク
2017」を，27日までの 2日間，東京・渋谷の放送セ
ンターで開催した。VRの技術を使って，17年 7 月の
九州北部豪雨の被災地の様子を知ることができるコ
ーナーなどが設けられた

27 アジア・太平洋地域の若いエンジニアが手作りのロ
ボットで技術力やアイデアを競う「ABUアジア・太
平洋ロボットコンテスト」が，東京・大田区で開催
された。日本で 8年ぶりの開催。18の国と地域から
19の大学が参加し，ベトナムのラクホン大学が優勝
した。大会のもようはインターネットでライブ配信
され，英語の実況に加え，AIによる自動翻訳機能を
使って11か国語の字幕をつけて配信した

29 北朝鮮からミサイルが発射されたことに伴い，政府
は「 Jアラート（全国瞬時警報システム）」で，12道
県の617市町村に避難を呼びかける情報などを発信し
た。この情報を受けて，NHKなどテレビ各社は緊急
ニュースで内容を伝えた

31 『ハートネットTV』などの番組が,「# 8 月31日の夜
に。」と題したキャンペーンを行った。18歳以下の自
殺者数が最も多い日の前夜，悩みを抱え込みやすく
なる夏休みの終わりに，一人一人の声に耳を傾ける
番組を生放送した。テレビとインターネット，
Twitterを連携させて，若い世代から思いを寄せても
らい，出演者たちもみずからの体験を語り，メッセ
ージを送った

8月
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1  Jリーグ公式アプリ「Club J. LEAGUE」がリリース
された。スポーツのライブ配信サービス「DAZN」
を手がけるパフォーム社は，Club J. LEAGUEを使
ってスタジアムのWi-Fiに接続すると，DAZNのラ
イブ映像などを無料で視聴できるサービスを始めた

3  内閣改造で総務大臣に野田聖子氏が就任した。翌 4
日の閣議後記者会見で野田氏は，放送法について「放
送事業者の自主性をしっかり担保するものだと受け
止めています」と述べた

4  総務省は，東経110度CS（右旋）における衛星基幹
放送の高画質化に向け，放送業務認定の比較審査に
用いる基準を改正した。規定整備を受け，17年 9 月
には，衛星基幹放送業務の認定申請の受け付けを開
始した

5  KDDIは， 5 ～ 6 日に行われた「日本ハムファイタ
ーズ」の公式戦で，自由視点映像システム「4D 
REPLAY」によるリプレー映像の実証実験を実施。
CSチャンネルの中継などに活用された

6  広島テレビは，平和を願うドキュメンタリー番組の
英語版をウェブサイトで無料配信した。配信したの
は日本放送文化大賞準グランプリを受賞した
『WATCH「被爆米兵」』など過去に制作した 6作品
に英文字幕や吹き替え音声を加えたもの

7  AbemaTVのアプリのダウンロード数が，累計2,000
万の大台に乗った

8  16年 7 月，静岡県の浜名湖で切断遺体が見つかった
事件をテレビ静岡が放送したニュース番組について，
BPOの放送人権委員会は「放送倫理上の問題があっ
たとまでは判断しない」との「見解」を公表した

10 放送セキュリティセンターは，「放送分野の個人情報
保護に関する認定団体指針」を公表した。放送分野
の認定個人情報保護団体として作成したもので， 5
月に全面施行された改正個人情報保護法を踏まえて
刷新した

18 WOWOWは，22日のラグビー・フランスリーグと，
28日～ 9月11日の全米オープンテニスにおいて，ハ
イブリッドキャストを利用した実証実験を行うと発
表した。前者では放送と同時に 4 Kを配信，後者で
は放送以外の試合をライブ配信する「ピックアップ
コートサービス」を行う

28 総務省は，地上基幹放送分野での中小企業等の経営
力向上が特に必要との観点から，中小企業等経営強
化法の規定により，指針を策定した。事業者は，経
営多角化や他事業者との連携強化，災害対策の強化
等の計画を策定し，認定されれば経営強化法上のさ
まざまな支援策を得ることが可能になる

29 北朝鮮からミサイルが発射されたことに伴い，政府
は「Jアラート（全国瞬時警報システム）」で12の道・
県の617市町村に避難を呼びかける情報などを発信し
た。この情報を受けてNHKなどテレビ各社は緊急ニ
ュースで内容を伝えた

7  英政府は，ウェールズ語の放送サービスS4Cの将来
像についてレビューを開始することを正式に発表し
た。レビュー担当にエールン・オグエン・ウィリア
ムズ氏（S4C初代番組局長）を指名し，ウェールズ
の言語と文化を長期的に維持していくためのS4Cの
任務や財源の調達方法など，幅広い検討を委託した

8  米ABCを傘下に擁するThe Walt Disney Company
は，Netflixとの配信契約を解消してジャンルに特化
した独自のOTTサービスを立ち上げると発表した

11 香港のRTHKは，商業局の相次ぐ撤退に伴いデジタ
ルラジオ放送を 9月初めに終了するのに併せて，そ
れまでデジタルラジオで中継してきた中国中央人民
ラジオ（CNR）の香港向け番組を，BBCワールドサ
ービスの24時間英語版を放送してきたアナログの
AM第 6チャンネルに移すことを発表した

11 18年から24年までのドイツでの五輪放送権について，
ドイツの公共放送ARDとZDFは，権利者のDis-
covery Communicationsからサブライセンスを受け
ることで合意したと発表した。ARDとZDFは共同で，
夏冬合わせて 4大会を，テレビ，ラジオ，インター
ネットでライブ中継できるようになる

11 中国の国家ネット情報管理弁公室は，ソーシャルメ
ディアの 3大プラットフォームとされる騰訊微信
（WeChat），新浪微博（Weibo），百度貼吧（Tieba）
に対し，暴力やデマなどの情報が流通しているとし
て，法に基づく本格調査を行うと発表した

21 BBCの国際放送，BBCワールドサービスは，1940年
代以降で最大規模となるサービス拡充に動き出した。
その端緒として，西アフリカのナイジェリアなどを
対象にしたピジョン語のオンラインサービスが始ま
った。年内には北朝鮮向けの朝鮮語放送も開始する
計画だ

21 米CNNは，若者に人気が高いスマートフォン向け動
画サービスSnapchatのプラットフォーム「Discover」
上にニュース配信「The Update」を提供すると発表
し，同日午後 6時からサービスを開始した

25 インドで， 9歳の少年と18歳の少女の結婚を描いた
ソニー・エンターテインメント・テレビジョン（SET）
の連続ドラマが，児童婚を助長すると批判されてい
た問題で，SETは25日をもって放送を中止した。イ
ンドでは女性は18歳，男性は21歳から結婚を認めら
れるが，農村部などには児童婚の風習が残っている

28 韓国の公共放送KBSでは，パク・クネ（朴槿恵）前
政権時代に任命されたコ・デヨン（高大栄）社長の
退陣を求めて，ソウル本部の記者の労組がストライ
キに入った。地方局の記者とカメラマンの労組も29
日からストに入り，番組制作の労組も30日からスト
に合流した

31 OECD（経済協力開発機構）は，メキシコの通信と
放送の現状に関する報告書を発表し，とりわけ放送
市場の改革の必要性を指摘した

8月
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1  民進党の代表選挙で，前原誠司元外相が枝野幸男元
官房長官を破って新代表に選出された

3  宮内庁は，秋篠宮家の長女眞子さまと，大学時代の
同級生で法律事務所勤務の小室圭さんの婚約が内定
したと発表した

7  安倍首相は，ロシアのプーチン大統領とウラジオス
トクで会談した。北方四島での共同経済活動で，観
光や養殖などの 5項目で事業の具体化を目指すこと
で合意した

9  福井市で行われた陸上競技の日本学生対校選手権男
子100m決勝で，東洋大学の桐生祥秀選手が日本人で
初めて10秒の壁を破る 9秒98の日本新記録を樹立し
た。日本記録の更新は19年ぶり

15 北朝鮮が弾道ミサイルを発射した。北海道上空を通
過し，襟裳岬の東約2,200kmの太平洋上に落下した。
小野寺五典防衛相は，中距離弾道ミサイル「火星
12」との見方を示した

17 安倍首相は，28日召集の臨時国会の冒頭にも衆院を
解散して10月に総選挙を実施する意向を固め，公明
党の山口那津男代表に伝えていたことが分かった

17 総務省は，65歳以上の高齢者の推計人口を公表した。
15日時点で前年同期を57万人上回る3,514万人とな
り，全体に占める割合は27.7％と過去最高を更新。
90歳以上は206万人に上り，データを取り始めた80年
以降初めて200万人を超えた

17 大型の台風18号が，九州南部と四国，近畿を通過し
た後，北海道に再上陸し，日本列島をほぼ縦断した。
大分県，高知県，香川県で計 5人が死亡し，九州や
近畿，北海道の各地で，住宅の浸水や冠水などの被
害が発生した

19 メキシコのメキシコ市近郊でマグニチュード7.1の地
震があり，350人以上が死亡した

20 歌手の安室奈美恵さんが，18年 9 月で引退すること
を公式サイトで発表した。安室さんは 9月，デビュ
ー25周年を迎えていた

25 東京都の小池知事は，国政新党「希望の党」を結成，
自らが代表に就任する考えを表明した。10月の衆院
選では，全国規模で候補者を擁立する考えを示した

25 東京・上野動物園で 6月に生まれた雌のジャイアン
トパンダについて，東京都は名前が「シャンシャン
（香香）」に決まったと発表した

28 安倍首相は，臨時国会冒頭で衆院を解散した。与野
党は10月10日公示，22日投開票の第48回衆院選に向
けて事実上の選挙戦に突入した

28 民進党は両院議員総会で，衆院選に向けて希望の党
へ事実上合流するとした前原代表の提案を了承した。
自由党も希望の党に合流する検討に入った。一方，
希望の党の小池代表は党単位での合流を否定し，候
補者の公認の是非を個別に判断する考えを示した

6  陸上自衛隊が保管していたPKO部隊の日報の存在を
防衛省が公表しなかったことを明らかにした，NHK
の17年 3 月15日のニュースなどの報道が，17年度の
新聞協会賞に選ばれた。日本新聞協会は「政府の情
報公開や説明責任の在り方に一石を投じ，端緒とな
って防衛大臣の辞任に発展するなど，社会に大きな
影響を与えたスクープだ」とした

10 NHK放送博物館の特別展「東日本大震災　伝え続け
るために」が最終日を迎えた。映像などに加え，報
道に関わった職員の取材メモなども展示。17年 3 月
7 日から半年間の来場者は 6万4,952人

12 NHK受信料制度等検討委員会は，第 2号「公平負担
徹底のあり方について」と第 3号の「受信料体系の
あり方について」の答申を，それぞれ行った。「公平
負担徹底のあり方」では，受信契約が確認できない
家屋の居住情報を照会し，郵送による契約案内を可
能とする制度や，受信設備を設置していない場合に
申し出てもらうことなどで設置状況を確認するとい
った制度を整備する妥当性があると考えられる，な
どとしている。「受信料体系のあり方」では，受信契
約の単位については，現時点では世帯単位を維持す
ることが妥当であるとし，世帯および事業所におけ
る契約や受信料免除の在り方など，現行の受信料体
系の在り方について，その妥当性を改めて検討する
必要があるなどとしている

13 総務省は，NHKが試験的提供実施に関連して申請し
ていたインターネット実施基準の変更を認可した。
試験的提供Aとして，ピョンチャンオリンピックの
同時提供を 1日16時間以内実施する。試験的提供B
として，G・Eの同時提供を 1日20時間以内に拡大し，
早戻し配信と見逃し配信，地域放送番組の配信を加
え，対象に受信料支払い者以外も含める。試験的提
供Cとして， 4Ｋ試験放送をハイブリッドキャスト
対応テレビに 1日 5時間以内配信する，など

15 北朝鮮のミサイル発射に伴い，政府はJアラートで12
道県に避難を呼びかける情報等を発信し，NHKなど
テレビ各社は緊急ニュースで伝えた。今回は「頑丈
な建物へ避難」の「頑丈な」を削除し，身近な建物
への避難の呼びかけに改めるなどの変更を行った

20 総務省の「放送を巡る諸課題に関する検討会」で，
NHKは常時同時配信にあたっての基本的な考え方を
説明した。常時同時配信を「放送の補完」と明示し，
受信料制度等検討委員会の答申を踏まえ，受信契約
を結んでいる世帯は追加負担なく常時同時配信を利
用できるようにするとした。また，国民の生命を守
るために広く情報を提供すべきだと判断した場合に
は誰でも利用できるようにするとした。さらに，こ
れまで受信料支払い契約が確認できない場合，「視聴
しうる環境」をつくった人への「適切な負担」を求
めるのが適当としてきたのを，「メッセージ付き画面
などの視聴にとどめる」とし，負担に言及しなかった

9月
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1  ビクターエンタテインメントは，TBS系ドラマ『逃
げるは恥だが役に立つ』の放送を機にネットへの投
稿が相次いだ“恋ダンス”動画の削除措置を始めた。
動画の大半は楽曲・音源の無断使用とみられている
が， 8月末までは正規購入の音源の利用など条件付
きで投稿を認めていた

1  ニッポン放送は「ラジオ局が作ったラジオ」として，
家電ベンチャーや玩具メーカーと共同開発した
「Hint」の販売を開始。AMラジオの番組をFM放送
でも聴けるワイドFMに対応しており，無指向性ス
ピーカーで360度クリアに音声を聞くことができる

14 テレビ朝日や電通などが，女優の黒柳徹子さんの等
身大のアンドロイド「totto」を発表した。声はトー
ク番組『徹子の部屋』の42年分の会話データを基に
作成。黒柳さんそっくりの“おしゃべり”で，高齢
者とのコミュニケーションや子どもへの読み聞かせ
などにも活用したいとしている

14 フジテレビの 2つの番組が，インターネット上の架
空の情報を事実として放送したことについて，BPO
の放送倫理検証委員会は，川端和治委員長による委
員長談話を発表し，注意を喚起した。この中で，ネ
ット上の情報は容易に拡散されるため，同じような
情報が他のサイトにあっても真実性の担保にはなら
ず，「裏付けはインターネット以外の場で行わなけれ
ば確実ではない」と指摘した

21 字幕放送，解説放送，手話放送といった視聴覚障害
者等に向けた放送については，総務省が行政指針で
目標を定めており，17年度が現行目標の最終年度と
なる。このため，総務省は18年度以降の目標策定に
向けて，「視聴覚障害者等向け放送に関する研究会」
を設置し，視聴覚障害者や放送事業者，有識者など
による検討を始めた

23 TBSテレビとNTTドコモは，有明コロシアムで開催
された「東レ パン パシフィック オープンテニスト
ーナメント2017」で，来場者のスマートフォンやタ
ブレット端末向けに試合のリプレー映像などを配信
する実証実験を行った。会場内には配信用にWi-Fi
設備が特設され，来場者は選手の映像やスコアを確
認しながら試合を観戦することができる

23 MBSは全国高校ラグビー大会で，北北海道と南北海
道の決勝をインターネットでライブ配信した。地方
大会では初めて

28 総務省は，電波の有効利用を図るために毎年改定し
ている「周波数再編アクションプラン」で，5Gや
4 K・8 K放送の実現に加え，活用されていない
V-High帯域の有効利用の方策の検討について初めて
言及した

30 放送衛星システムは，運用する放送衛星「BSAT-
4a」の，南米仏領ギアナからの打ち上げに成功した。
BSAT-3aの後継機として，18年12月から順次開始さ
れる予定の 4 K・8 K実用放送に対応する

4  韓国MBCの労組が全面ストに突入した。KBSの労組
と同様，現在の経営陣に対し「公正な放送」を要求
して 8月上旬から一部でストを行っていた

7  16年 2 月にテレビ放送を廃止し，ネットのみでの提
供となった若者向けチャンネルBBC3についてBBC
は，BBC3のネット化は成功だったと評価。ドラマ
のほか，麻薬や虐待などを正面から取り上げ，真の
公共目的に合ったコンテンツを制作したことで，ソ
ーシャルメディアでの存在感が高まったという

12 アメリカの国際放送，ラジオ・フリー・アジア
（RFA）は，カンボジアで報道機関としての使命が
達成できなくなったとして，首都プノンペンの支局
を閉鎖すると発表した。18年に下院の選挙が行われ
るカンボジアでは，フン・セン政権によるメディア
や野党への弾圧が強まっていた

14 フランスのメディアを所管するフランソワーズ・ニ
セン文化相は，フランステレビジョンやラジオフラ
ンスなど公共放送機関の18年度予算を削減する方針
であることが，AFP通信で報じられた。17年度に比
べ総枠で3,600万ユーロ（約45億円）減額するという

19 香港特別行政区政府の林鄭月娥（Carrie Lam）行政
長官は，これまで公式の記者会見などへの出席を認
めてこなかったネットメディアに対し，一定の条件
下で登録すれば取材を認める方針を明らかにした

19 フェイクニュースが社会問題となっているアメリカ
で，共和党の知事らで作る政治団体が，自らが立ち
上げたウェブサイトを報道機関が運営しているよう
に見せかけていたことが，AP通信社の指摘で明らか
になった

25 台湾でメディア政策を管轄する文化部の鄭麗君部長は
大手紙「自由時報」のインタビューで，放送・通信の
融合という時代の流れに合わせ，現在の公共テレビ
法に代えて公共メディア法を制定する方針を示した

26 フランスのテレビ国際放送フランス24は，ラテンア
メリカ向けのスペイン語放送を開始した。毎日 6時
間，衛星やケーブルテレビ，地上テレビなどで放送
される。同局はすでに，フランス語，英語，アラビ
ア語で世界各地向けに放送を行っている

28 カナダのメラニー・ジョリー民族遺産相は，自国で
のコンテンツの制作や海外展開の支援策を発表した。
政府は国内でのコンテンツ制作を支援する非営利団
体Canada Media Fundへの交付金を増額するほか，
カナダのコンテンツの輸出支援に今後 5年間で 1億
2,500万カナダドル（約111億円）を支出するなどと
している

29 ドイツの公共放送ARD，ZDF，ドイチュラントラジ
オは，経費削減のための合理化計画を，放送政策の
権限を持つ16州政府にそれぞれ提出した。計画は主
に，管理・制作部門のITシステムの合理化を中心と
したもので，28年までに合わせて約12億5,000万ユー
ロ（約1,700億円）の削減を見込んでいる
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1  米ラスベガスで，男がホテルの32階から野外コンサ
ート会場に向けて銃を乱射し，59人が死亡，500人以
上が負傷した

2  民進党の枝野元官房長官は，新党「立憲民主党」を
結成すると表明した

4  原子力規制委員会は，東京電力柏崎刈羽原発 6・ 7
号機（新潟県）が新規制基準に適合とすると認めた
審査書案を了承した

5  スウェーデン・アカデミーは，日本生まれの英国人
作家で「日の名残り」などのベストセラーで知られ
るカズオ・イシグロ氏に17年のノーベル文学賞を授
与すると発表した

6  新入社員が過労自殺し，違法残業で労働基準法違反
罪に問われた大手広告代理店の電通に対して，東京
簡裁は求刑どおり罰金50万円の判決を言い渡した

8  神戸製鋼所は，アルミ・銅製品などの一部について
強度などを示す検査証明書のデータが改ざんされ，
顧客企業と交わした製品仕様に合わない不適合品が
出荷されていたと発表した。現場の管理職が不正を
隠していたことも明らかになった

10 三菱重工業と宇宙航空研究開発機構（JAXA）は，日
本版GPS（全地球測位システム）実現を目指す政府の
測位衛星「みちびき」 4号機の打ち上げに成功した

10 東京電力福島第一原発事故を巡って，福島県や近隣
県の住民が国と東電に慰謝料などを求めた訴訟で，福
島地裁は総額約 5億円を支払うよう国と東電に命じた

22 第48回衆院選が投開票され，自民党が284議席を獲得
して大勝した。公明党と合わせて連立与党は313議席
となり，憲法改正の国会発議に必要な 3分の 2（310
議席）を上回った。立憲民主党が55議席を獲得して
野党第 1党に躍進。希望の党は50議席で，公示前か
ら 7議席減らした

23 超大型で強い台風21号が静岡県御前崎市付近に上陸
し，関東を縦断して，福島県いわき市沖へ抜けた。
近畿から東北地方の広い範囲で大雨となり，大阪府
で水没した車から女性の遺体が見つかるなど， 6府
県で 8人が死亡した

27 民進党は両院議員総会を開き，希望の党に合流する
衆院選前の方針を撤回し，地方組織を含めて党を存
続させることを正式決定した。前原代表は党分裂を
招いた責任を取って辞任する考えを表明。31日の総
会で，大塚耕平参院議員が新代表に選出された

27 SUBARU（スバル）は，主力工場の群馬製作所で資
格のない従業員に完成車の検査を行わせていたと発
表した。無資格者が検査に関わった全生産車種25万
5,000台をリコールする予定。国内メーカーで完成検
査のルールが守られていなかったことが判明したの
は，日産自動車に続き 2社目

30 神奈川県座間市のアパートで 9人の遺体が見つかっ
た。警視庁は31日，死体遺棄容疑でこの部屋に住む
白石隆浩容疑者を逮捕した

1  メキシコで開催された世界パラ競泳選手権のもよう
を，7日までの毎日，BS1で50分のハイライト番組と
して放送した

2  17年度後半期の番組改定がスタートした。主な新番
組は次のとおり
G-　『 連続テレビ小説』「わろてんか」（月～土），『海

外ドラマ』「THIS IS US 36歳、これから」（日）
E-　『人間ってナンだ？超AI入門』（金）
BSP-『偉人たちの健康診断』（水）

2  NHKラジオのradikoへの実験配信を開始した。民放
連との共同ラジオキャンペーンの一環。関東広域と，
宮城，広島，愛媛，福岡の各県域に，R1・R2・FM
の 3波を配信。17年度は18年 3 月30日まで実施した

2  NHKワールドTVは，インターネットで放送後の番
組を無料視聴できるVODサービスで，従来の英語，
中国語に，新たにタイ語，ベトナム語，インドネシ
ア語，韓国語，スペイン語の 5言語を加えた

4  13年 7 月，首都圏放送センターに勤務していた女性
記者（当時31歳）が，自宅でうっ血性心不全で亡く
なり，労働基準監督署から長時間労働による過労死
と認定されていたことを公表した。記者は当時，東
京都庁の担当で，遺族の代理人によると，亡くなる
前の 1か月間の時間外労働時間は約159時間と認定さ
れていた

10 14年の“出家詐欺”報道の問題を受けた，再発防止
策の実施状況を発表した。再発防止に向けた各種の
チェックが，本部，各放送局ともにより広く実施さ
れていることが確認できたとしている

18 NHKが主催する教育コンテンツの国際コンクール
「日本賞」の授賞式が東京・渋谷の放送センターで
行われた。44回目となる今回は，61の国と地域から
309の作品が寄せられ，グランプリ日本賞にフランス
の制作会社などによるドキュメンタリー『炭鉱の子
どもたち』が選ばれた

23 東京パラリンピックを見据えた初の試みとして，17
年 6 月から公募した「障害者キャスター・リポータ
ー」に，千葉絵里菜さん（脳性まひ），後藤佑季さん
（難聴）の 2人を選んだと発表した

24 受信料の契約者の個人情報が記載された書類を，
NHKが廃棄処理を委託した業者が紛失したと発表し
た。11年 4 月22～28日にホームページでクレジット
カード払いを申し込んだ人の書類，計3,031枚

25 宿泊施設の女性用シャワー室にビデオカメラを設置
したとして逮捕，略式起訴された沖縄局の職員を，
諭旨免職処分とした

28 東京オリンピック開幕1,000日前となり，さまざまな
動きや大会の楽しみ方などを紹介する『1000日前　
東京大会へ！スペシャル』などの特集番組を放送し
た。また，オリンピック競技の体験などができるイ
ベント「Nスポ！2017」を，東京・渋谷の放送セン
ターなどで29日まで 2日間開催した

10月
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2  ラジオ局が制作した番組を無料で聴取できる，音声
コンテンツ配信アプリ「ラジオクラウド」の配信社
が11社から64社に拡大した。アプリを提供する博報
堂DYメディアパートナーズによると，地上民放ラジ
オ局の約 6割が聴取可能になったという

2  ニッポン放送の深夜番組『オールナイトニッポン』
が，67年の放送開始から50年を迎えた。10～20代の
若者をターゲットとして明確に打ち出し，パーソナ
リティーと呼ばれる多彩な出演者が若者たちの“話
し相手”となって，絶大な支持を集めた

2  日本広告業協会と民放連が準備を進めてきたテレビ
CM素材の各局へのオンライン搬入の運用が始まっ
た。現段階で民放21局が対応済みで，徐々に拡大す
る予定

5  スピーカーに話しかけるだけで，音楽を再生したり，
ニュースを読み上げたり，家電を操作したりする「ス
マートスピーカー」の国内での発売が相次いでいる。
LINEは 5日に「Clova WAVE」，Googleは翌 6日に
「Google Home」の国内発売を開始した

5  TBSの情報番組『白熱ライブ ビビット』の15年 9 月
の放送内容について，BPOの放送倫理検証委員会は，
ホームレスの人々への偏見を助長するおそれがあっ
たとして，放送倫理違反とする「意見」を公表

10 楽天が，北米のプロバスケットボールリーグ
「NBA」の日本国内における放映権を独占したと発
表した。2016-17シーズンまで放送していたテレビ局
の中で視聴可能なのはWOWOWのみとなり，NHK
とフジテレビの放送はなくなった

16 日本ケーブルテレビ連盟は，地域に密着したプロジ
ェクトの運営資金をクラウドファンディングで幅広
く調達するため，コンソーシアムを発足させた。地
方創生に資するプロジェクトについて，全国のケー
ブルテレビ事業者が加入者に周知し幅広く資金を募
る。現段階で13の事業者が加盟

16 フジテレビは 9月28日の『とんねるずのみなさんの
おかげでした　30周年記念SP』で，石橋貴明さんが
ふんする男性同性愛者のキャラクター「保毛尾田保
毛男（ほもおだほもお）」を放送したことについて，
「男性同性愛者を嘲笑すると誤解されかねない表現
をしたことで，性的少数者の方々をはじめ沢山の視
聴者の皆様がご不快になった」として，同社のウェ
ブサイト上で陳謝した

17 ヤフーは，「Yahoo！ニュース動画」で新たに『TBS 
ニュースバード Everywhere LITE』の配信を開始
した。「ニュース動画」では17年 4 月から，『日テレ
NEWS24』を24時間無料配信していた

18 名古屋テレビはこれまで，ハイブリッドキャストを
活用し地上波放送と同期させて 4 Kを配信する取り
組みを行ってきたが，初めてテレビ朝日系列の中部
ブロック 5局同時に配信を行った。総務省の検証事
業の一環として実施した

1  カタルーニャ自治州の独立の賛否を問う住民投票に
関する，スペインの公共放送RTVEの報道姿勢に対
し，独立に反対するスペイン政府に配慮したのでは
ないかとする批判が上がった。一方，カタルーニャ
自治州の公共放送機関CCMAに対しても，独立を支
持する報道姿勢が明らかだとする批判がなされた

11 アメリカのドナルド・トランプ大統領は，「国務長官が
大統領を批判し関係悪化」などと報じた米NBCについ
て，Twitterで「報道はねつ造でフェイクニュース」
と非難したうえで，放送免許の剝奪をほのめかした

13 17年発効の新特許状の下で初めてBBCを規制監督す
ることになった独立機関Ofcomは，BBCが公共目的
を達成するために守るべき基準となる「運営免許」
の確定版を発表した。運営免許では，テレビ主要チ
ャンネルで全放送時間の75％以上をイギリス制作の
オリジナルコンテンツとすることなど，約100の量的
基準が示されている

15 BBCの子会社BBCワールドワイドは，中国のSNS最
大手テンセントと『ブループラネットⅡ』を共同制
作・展開する事業契約書に正式調印したと発表した

16 スウェーデンの公共放送の財源を検討してきた超党
派の議会委員会は，受信料制度に代わる新たな税金
の導入を提案した。所得に応じて個人から徴収し，
成人の 7割が上限額の1,308クローネ（約 1万8,000 
円）を支払う見込み

18 スイス連邦政府は，受信機の所有の有無にかかわら
ず全世帯と全企業から受信料を徴収する新受信料制
度を，19年 1 月 1 日に導入すると発表した。また，
新制度の世帯の受信料を，現行の年額451スイスフラ
ン（約 5万1,300円）から365スイスフラン（約 4万
1,500円）に値下げすることも決定した

23 CNNは，自社の報道姿勢をPRする広告キャンペーン
“Facts First”を開始した。CNNはトランプ大統領
に名指しで「フェイクニュース」と非難されてきた
が，メディアの在りように関心が高まっている中，
大統領の批判に対抗するためにもキャンペーンを行
うことにしたという

23 経営陣の辞任や「公正な放送」を求めて韓国のKBSと
MBCの労組がストを始めて50日が経過。ストが長期
化する中，両社の労組，市民，ジャーナリスト団体な
ど1,000人余りがソウル市内のセジョン（世宗）文化会
館の前で「公正な放送」を掲げる共同集会を開いた

25 フランスのメディアを所管するニセン文化相は，議
会下院での18年度予算審議の中で，いずれもローカ
ル放送を担っているものの今は別組織となっている，
フランステレビジョンのFrance3とラジオフランス
のFrance Bleuについて，ローカルレベルで統合を図
る考えを示した

31 フランス政府は，公共放送の18年度予算について，
5社合計の総枠で当初の予定より8,000万ユーロ（約
100億円）減額すると発表した

10月
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1  10月の衆院選を受けた特別国会が召集され，安倍自
民党総裁が第98代の首相に選出された。首相は 8月
の内閣改造で任命した閣僚全員を再任し，第 4次内
閣を発足させた

5  トランプ米大統領が就任後初来日した。天皇，皇后
両陛下は 6日午前，大統領夫妻と皇居で会見した。
安倍首相は同日午後に大統領と会談し，核・ミサイ
ル開発を続ける北朝鮮に対し，圧力を最大限まで高
めることで一致。大統領は通商政策で対日貿易赤字
の是正に言及した

7  政府は，北朝鮮の核・ミサイル開発への独自制裁と
して，北朝鮮の35の団体・個人を新たに資産凍結の
対象とする追加措置を閣議了承した

7  東京株式市場は日経平均株価の終値が 2万2,937円60
銭で，96年 6 月につけたバブル崩壊後の高値を更新
した

10 希望の党の玉木雄一郎衆院議員が，党内の選挙で共
同代表に選ばれた。14日には小池東京都知事が共同
代表を辞任する意向を表明し，玉木氏が単独で代表
に就いた

13 千葉県市原市にある地層について，国際地質科学連
合の専門部会が，77万年前の地質時代の境界を研究
するうえで最も優れた地層「国際標準地」にふさわ
しいとする答申をまとめたことが分かった。決定す
れば77万～12万6000年前の地質時代が，ラテン語で
千葉の時代を意味する「チバニアン」と名付けられ
る

14 林芳正文部科学相は，学校法人「加計学園」による
獣医学部新設を認可したと発表した。同学園の岡山
理科大学が，国家戦略特区に指定された愛媛県今治
市に18年 4 月開設する。野党は，学園の加計孝太郎
理事長と友人関係にある安倍首相などの関与がなか
ったか国会で追及している

14 大相撲の横綱・日馬富士が，10月下旬の鳥取市での
巡業中，幕内・貴ノ岩に暴行を加えていたことが分
かった。九州場所 3日目から休場，17日に鳥取県警
の事情聴取を受けた。場所後の29日には，日本相撲
協会に引退届を提出した

22 学校法人「森友学園」に国有地が約 8億円値引きさ
れて売却された問題で，会計検査院は検査結果を公
表した。「今回のように必要な資料が十分残されてい
ないケースは極めて異例」と指摘した

23 非鉄金属大手の三菱マテリアルは，連結子会社 2社
が検査記録データの改ざんなど不適切な行為により，
顧客が求める品質や社内基準を満たさない「不適合
品」を出荷していたことが判明したと発表した

29 北朝鮮が，大陸間弾道ミサイル（ICBM）を発射し
た。高度は4,000kmを大きく超え，約1,000km飛行し
て青森県西方約250kmの日本の排他的経済水域
（EEZ）内に落下したと推定される。安倍首相は「暴
挙を断じて容認できない」と非難した

3  ABU（アジア太平洋放送連合）加盟の放送機関が制
作したテレビ・ラジオ番組の中で優れた作品に贈ら
れるABU賞の授賞式が，中国・四川省で行われた。
テレビ・ラジオ合わせて266の作品の応募があり，テ
レビのスポーツ番組部門で，『NHKスペシャル』「ミ
ラクルボディー　第 1回　世界最強の人魚たち～シ
ンクロナイズドスイミング　ロシア代表～」が，ラ
ジオのドキュメンタリー番組部門で，『関西発ラジオ
深夜便』「特集　調査報告～戦時下の犬猫供出～」が，
それぞれ最優秀賞を受賞した

4  ABUの次期体制の選挙が行われ，NHKの上田良一会
長が副会長に選ばれた。任期は18年 1 月から 3年間

4  『きょうの料理』が57年の放送開始からこの日で60年
となり，特別番組『祝60歳　きょうの料理伝説60』
を平野レミと土井善晴をゲストに生放送した

10 障害者スポーツのヒーローを日本を代表する漫画家
たちがアニメ化する，『アニ×パラ　あなたのヒーロ
ーは誰ですか』の放送をBS1で開始した。第 1弾は，
『キャプテン翼』の高橋陽一の原作で，ブラインド
サッカーをテーマに制作した

14 17年度上半期の営業業績と中間決算を発表した。営
業業績は，放送受信契約総数が33.7万件増加，衛星
契約は35.2万件増加した。中間決算は，事業収入が
3,597億円で，予算に対して50.5％の進捗率，このう
ち受信料収入は前年同期を62億円上回る3,449億円と
なっている

14 18年10月から放送する通算99作目の『連続テレビ小
説』を「まんぷく」と発表した。インスタントラー
メンの開発を目指して，ヒロインと夫が数々の困難
を乗り越えながら奮闘する姿を描く。脚本は福田靖

15 千葉市で17日まで 3日間開催された国際放送機器展
「Inter BEE 2017」に，電子情報技術産業協会
（JEITA）と共同で初めて出展し， 8 K中継車や 8 K
リビングシアターなどを展示した

20 19年 4 月から放送する通算100作目の『連続テレビ小
説』を「夏空」と発表した。戦争で両親を失い，北
海道の酪農家の元で育ったヒロインがアニメーター
を目指す物語。ヒロインは広瀬すず，脚本は大森寿
美男

23 ラジオの魅力を若い人たちに知ってもらおうと，
NHKと民放連が共同制作した番組『ラジオスターが
お悩みに回答！　10代限定相談室』を，26日にかけ
て，R1と全国の民放ラジオ101局で放送した

26 インターネット同時配信実験の「試験的提供B」を，
10月30日からこの日まで 4週間行った。試験的提供
Bは 3 回目で，GとEで 1 日20時間以内配信を行い，
配信の合計時間はGが約470時間57分，Eが約446時間
3分だった。大阪局と静岡局の番組も地域を限定し
て配信したほか，見逃し配信や早戻し配信も行った。
今回はテレビを持たない人も調査の対象とした
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1  防災行政無線のない兵庫県加古川市で，V-Lowマル
チメディア放送を使った初の避難訓練が行われた。
V-Lowマルチメディア放送は地上テレビ放送のデジ
タル化で空いた周波数で行う放送で，「V-ALERT」
という災害情報伝達のシステムを使用できる。国が
緊急情報を発信する「Jアラート」と接続も可能

1  気象庁は，東海から九州にかけての「南海トラフ」
全域を対象に，巨大地震の発生の可能性を評価する
新しい情報の運用を開始した。南海トラフ沿いでマ
グニチュード 7以上の地震が発生した場合や，東海
地域の「歪計」で通常と異なるデータが観測された
場合に，気象庁が「臨時」情報を発表する

5  元SMAPの稲垣吾郎，草彅剛，香取慎吾の 3人がそ
ろって生出演したAbemaTVのインターネット配信
番組『72時間ホンネテレビ』の累計視聴数が7,400万
を超えた。AbemaTVを共同運営するサイバーエー
ジェントとテレビ朝日が発表した。番組は 2日から
5日にかけて配信され，AbemaTVのこれまでの 1
番組当たりの視聴数で過去最高を記録した

11 環太平洋パートナーシップ協定（TPP）のアメリカ
離脱を受け，日本を含む残る参加11か国は，新たに
発効を目指す新協定「包括的および先進的なTPP
（CPTPP）」について大筋合意の内容を発表。放送
の二次展開等にも関わる著作権の保護期間を70年に
延長する項目は「凍結」となった

14 経営再建中の東芝は，テレビ事業の子会社の株式の
95%を，中国の電機メーカー・ハイセンスグループ
に売却する契約を結んだと発表した。テレビ事業か
ら事実上の撤退

20 AMラジオの難聴や災害対策のためにFM中継局を設
置するFM補完放送（ワイドFM）の本放送が開始さ
れて間もなく 3年になるのを前に，総務省はネット
上での意識調査や地下鉄でのポスター掲示など，周
知強化の取り組みを実施した（12月10日まで）

25 15年の国連防災世界会議を受け，仙台市で「第 1回
世界防災フォーラム」が28日まで開催された。国内
外から産官学民の防災関係者が参加し，NHKや河北
新報社，Facebook Japanなどはセッションを主催

28 「ニコニコ動画」「ニコニコ生放送」を運営するドワ
ンゴが，新サービス「niconico（く）」の開始を発表。
「ニコニコ・クレッシェンド」と読む。niconicoの特
徴である双方向サービスを強化する。18年 2 月28日
にサービスを開始する予定

29 TBSラジオは，66年間放送してきたプロ野球ナイタ
ー中継を，17年度で終了すると発表した

29 政府の規制改革推進会議は第 2次答申を取りまとめ，
電波制度改革について具体的な項目が示された。改
革の目的は，第 5世代移動通信システム（5G）の導
入や電波の有効利用の促進。推進会議の議論で論点
となった「周波数オークション制度」導入について
は継続検討となった

7  アジア太平洋地域の海賊版コンテンツに対処するた
め，アジアケーブル衛星放送協会は，DisneyやFox，
BBC制作番組の配給会社などとともに，CAP（著作
権侵害問題対策連合）を発足させたことを発表した

7  BBCのトニー・ホール会長は，議会のデジタル文化
メディアスポーツ委員会で，BBCのアーカイブ番組
を有料VODで提供する可能性やBBCワールドニュー
スの一部地域での無料化を検討することなど，今後
の課題について答弁した

8  BBCのローカルラジオが，放送開始50年を迎えた。
イングランド全域でBBCのローカルラジオは39局あ
る。BBCのホール会長は記念講演で，ローカルラジ
オの復興を約束し，BBC全体で節減を進めることで，
ローカルラジオに関する1,000万ポンド（約15億円）
相当の合理化計画を取りやめたことを発表した

8  ミャンマーの下院議会は，インターネットの不正使
用を監視する法案を可決した。運輸・通信省の下に
新組織を設置し，ソーシャルメディア上で民族や宗
教を理由とする差別をあおる行為の拡散を防ぐとし
ている

13 韓国政府が全額出資する財団法人で，MBCの大株主
である放送文化振興会は，臨時理事会を開催してキ
ム・ジャンギョム（金張謙）社長を解任する議案を
可決，その後の株主総会で正式に解任された。社長
の辞任を求めて全面ストを続けていた労働組合は15
日，ストの終了を決めた

14 国際NGOのフリーダムハウスは，17年度の「ネット
上の自由」に関する報告書を発表，世界的に見た自
由度が 7年連続で低下するとともに，中国が 3年連
続でネット管理が最も厳しい国と評価された

15 フランスの商業放送最大手のTF1は，フランステレ
ビジョンがインターネットと同時配信しているニュ
ース専門のテレビチャンネルについて，独立規制機
関による周波数帯の付与は無効だとして，独立規制
機関CSAに対する訴えを10月に起こしていたが，
CSAは「公共放送の使命にのっとったものだ」とし
て訴えを却下した

16 FCCは， 1社が同じ地域で新聞と放送局を所有する
ことなどを禁じた75年の“クロスオーナーシップ
（相互所有）規制”の撤廃など，メディア所有に関
する諸規制を大幅に緩和することを 3対 2 の多数決
で可決した

18 カンボジアのプノンペン地方裁判所は，国防上不利
な情報を国外に漏えいしたとして，アメリカの国際
放送RFAに勤務していたカンボジア人の記者 2人を
起訴した

21 韓国のKBS，MBC，SBSは，高画質の 4 K放送に対
応した放送・通信連携サービスTIVIVAを始めた。
対応する受信機を購入すれば，インターネットに接
続されたテレビから放送に関連するさまざまな情報
を番組と連動して好きな時間に楽しめる

11月



社会の動き N　H　K

第１部　2017年度の動き｜  放送日誌

NHK年鑑’18 44

1  皇室会議が開かれ，天皇陛下が19年 4 月30日に退位
し，皇太子さまが同年 5月 1 日に新天皇に即位され
る日程が決まった。改元は新天皇即位に併せて 5月
1日に行われる

5  将棋の羽生善治棋聖が竜王位を奪取した。これによ
って永世竜王の資格（通算 7期）を獲得し，7大タイ
トルすべての永世称号を持つ史上初の永世七冠を達成

8  プロ野球「日本ハム」からポスティングシステムを
使って米大リーグ移籍を目指していた大谷翔平選手
が，「エンゼルス」と契約することを決めた

9  10年後の開業を目指しているリニア中央新幹線の関
連工事を巡って，入札で不正が行われた疑いが強ま
ったとして，東京地検特捜部が偽計業務妨害容疑で，
大手ゼネコン・大林組の本社など関係先を家宅捜索
したことが分かった

12 JR西日本は，東海道・山陽新幹線を走る車両の車体
を支える台車に亀裂が入っていたと発表した。運輸
安全委員会は事故につながるおそれがあったとして
重大インシデントに認定。同委によると，新幹線の
重大インシデントは初めて

12 日本漢字能力検定協会は，17年の世相を表す漢字に
「北」を選んだと発表した。選定理由として，北朝
鮮の弾道ミサイルの発射や，九州北部の記録的豪雨
などを挙げた

13 沖縄県宜野湾市の米軍普天間基地に隣接する市立普
天間第二小学校のグラウンドに，重さ 7 kg余りのヘ
リコプターの部品が落下した。県などによると，こ
の部品は米軍のCH53Eヘリコプターの窓枠で，落下
時に児童 1人が軽傷を負った

13 四国電力伊方原発 3号機の運転差し止めを広島市の
住民らが求めた仮処分申請の即時抗告審で，広島高
裁は運転差し止めを命じる決定を出した

14 IT大手の楽天は，携帯電話向けに新たに割り当てら
れる電波の取得を18年 1 月にも総務省に申請すると
発表した。認可されれば19年中にサービスを始め，
1,500万件以上の契約獲得を目指す。最大6,000億円を
投じて自前で基地局など通信設備を整備する

19 東京・上野動物園で 6月に誕生した雌のジャイアン
トパンダ「シャンシャン」の一般公開が始まった

20 東京都の築地市場の移転を巡って，都と業界団体で
つくる協議会は，豊洲市場のオープンを18年10月11
日と決めた

22 政府は18年度予算案を閣議決定した。一般会計総額
は過去最大の97兆7,128億円となった。歳入の 3分の
1を借金に依存する厳しい財政状況が続く

22 関西電力は福井県にある大飯原発 1・ 2 号機の廃炉
を決めた。出力が100万kw以上の原発が廃炉になる
のは全国で初めて

24 競馬の有馬記念が行われ，このレースを最後に引退
するキタサンブラック（武豊騎手）が優勝した。中
央競馬で最多タイのGIレース 7勝目を挙げた

1  4 K・8 Kスーパーハイビジョンの本放送開始まで 1
年となり，その魅力を体験してもらおうというイベ
ント「 4 K・8 Kスーパーハイビジョンパーク」を，
東京・新宿区で 3日までの間，開催した

3  「全国高等専門学校ロボットコンテスト」が，東京・
江東区で開催された。今回で第30回となった大会に
は26チームが出場し，北九州高専が優勝した

6  NHKが受信契約の申し込みに応じない男性に対して
起こした裁判で，最高裁大法廷は，設置者に受信契
約を義務付ける放送法64条の規定が憲法に違反する
かどうかについて，「受信料の仕組みは，憲法の保障
する表現の自由のもとで国民の知る権利を充たすた
めに採用された制度で，その目的にかなう合理的な
ものと解釈され，立法の裁量の範囲内にある」とし
て，最高裁として初めて憲法に違反しないという判
断を示した。また，受信契約に応じない人に対しては，
NHKが契約の承諾を求める裁判を起こして判決が確
定した時に契約が成立し，支払いの義務はテレビな
どを設置した時までさかのぼって生じるという判断
も示した。判決では，裁判官15人のうち， 1人が補
足意見を， 1人が反対意見を述べた

7  NHKグループの業務に携わるすべての人の健康を最
優先に考え，働き方を抜本的に見直すとした，「NHK
グループ　働き方改革宣言」を発表した。長時間労
働に頼らない組織風土を作り，業務の改革やスクラ
ップなどを推進する。「働き方改革推進委員会」を設
置し，課題の解決を図る。具体的な取り組みとして，
18年度からNHK本体が制作する番組のスタジオ収録
を原則午後10時に終了することを目指す，拠点とな
る放送局を除いた地域局での記者の泊まり勤務を緊
急対応の整備を進めながら段階的に廃止することを
目指す，など

8  視聴者がディレクターとなり，アイデアを競い合って
選ばれた企画を番組化する『使えるテレビ　ザ・デ
ィレクソン』で，新潟局で生まれた番組『独立国 新
潟』を，新潟局管内で放送。24日にBS1でも放送した

21 名古屋局中央営業センターの職員が受信料58万円余
りを着服していたことが分かり，NHKは職員を懲戒
免職処分にすることを決めた。総務省は28日，NHK
に対し抜本的な再発防止策を講じるよう求める行政
指導を行った

27 第72回文化庁芸術祭で，『特集ドラマ』「眩（くらら）
～北斎の娘～」がテレビ・ドラマ部門で大賞を受賞
した

31 『第68回NHK紅白歌合戦』を放送，初出場の10組を
含め46組の歌手が出場した。総合司会は内村光良，
桑子真帆アナウンサー，司会は紅組が有村架純，白
組が二宮和也。桑田佳祐と，18年 9 月で芸能界を引
退する安室奈美恵が特別出場した。ビデオリサーチ
の調べでは，関東地区の平均世帯視聴率は前半が
35.8％，後半が39.4％だった

12月
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1  4 K・8 Kスーパーハイビジョン本放送開始まで 1年
となり，記念式典で野田総務相は「2020年に全世帯
の50％で視聴されることが目標。業界を挙げた取り
組みが大切だ」と述べた。同日，電機メーカーのシ
ャープが，業界初となる 8 K対応液晶テレビを発売
した

1  AbemaTVは，ラジオチャンネルを開設した。文化
放送，J-WAVEなど 9局と連携して，音楽番組を配
信する

2  全国52新聞社と共同通信が運営するニュースサイト
「47NEWS」がリニューアルされた。共同通信の記
者らが話題のニュースについて署名入り原稿を執筆
する「47リポーターズ」コーナーが新設された

7  徳島県北島町のケーブルテレビ「ひのき」による大
阪・読売テレビの区域外再放送を巡る問題で，東京
高裁は再放送を認める判断を示した。一部地域での
再放送を認めないとした13年 7 月の総務大臣裁定は
無効とした

11 日本テレビのニュース専門チャンネル「日テレ
NEWS24」が，放送の同時配信などのアプリをリリ
ースした。配信中のニュースが途中だった場合，頭
出しをして見ることができる機能があり，動画ニュ
ースアプリでは国内初という

14 東京MXが放送した『ニュース女子』の沖縄基地問
題の特集について，BPOの放送倫理検証委員会は，
番組内容をチェックする「考査」に「重大な放送倫
理違反があった」とする「意見」を公表した

14 BS-TBSは，SNS運用支援を行うホットリンクと共
同で，ドラマ『鈴木家のヒミツ～アイドルママ、ワ
ザあり～』の配信を開始した。BS-TBSが 1 本 3 ～
5 分のドラマを13本制作し，ホットリンクのSNSア
カウントなどで18年 3 月まで配信。BSでの放送はな
く「放送にこだわらず拡散するコンテンツを目指し
た」としている

18 在京民放テレビ 5社が運営するキャッチアップサー
ビス「TVer」のアプリのダウンロード数が累計
1,000万を突破した。10月の月間動画再生数は参加 8
局（在京 5社，毎日放送，朝日放送，読売テレビ放送）
の合計で2,626万回となり，最高記録を更新した

25 TBS，テレビ東京，WOWOW，日本経済新聞など 6
社が出資する動画配信会社，プレミアム・プラット
フォーム・ジャパンは，18年 4 月に開始する有料サ
ービスの名称を「Paravi（パラビ）」に決めたと発表
した。各社のテレビ番組のほか，音楽や舞台などの
ライブ配信も行う

27 17年度（第72回）「文化庁芸術祭」の受賞作が発表さ
れ，テレビ・ドキュメンタリー部門で名古屋テレビ
放送の『メ～テレドキュメント』「防衛フェリー～民
間船と戦争～」，ラジオ部門でCBCラジオの『 1 / 6
の群像』がそれぞれ大賞を受賞した

3  中国の浙江省烏鎮で 6日まで，世界インターネット
会議が開かれ，習近平国家主席が祝辞の中で，国際
社会に対し「それぞれの国によるネット主権の尊
重」を呼びかけるとともに，国家によるインターネ
ットの管理を強調した

4  バングラデシュでは，デジタルメディアでの名誉毀損
などを禁じた「2006年情報通信技術法（Information 
and Communication Technology Act）」でジャーナ
リストの逮捕が相次ぎ国際ジャーナリスト連盟
（IFJ）は深刻な懸念をホームページ上で表明した

5  CNNのスペイン語チャンネルCNN en Españolは，
アルゼンチンのブエノスアイレスでニュースなど 3
つの報道番組の制作を始めると発表した

5  カナダ放送協会（CBC／SRC）は，国内で放送され
る全14チャンネルをストリーミングおよびオンデマ
ンド（VOD）で視聴できる無料アプリ「CBC TV」
の提供を始めた

12 政府の圧力を受けて経費削減と合理化を進めている
フランステレビジョンのデルフィーヌ・エルノット
社長に対し，フランステレビジョンのジャーナリス
トで構成する労働組合SDJは，不信任動議を採択し
た。参加者の70％に当たる607人が動議に賛成した。
4日にはエマニュエル・マクロン大統領が「（フラン
スの公共放送は）共和国の恥だ」と述べたと，週刊
誌レクスプレスが伝えていた

13 ラジオの完全デジタル化を進めてきたノルウェーで，
最後まで残っていた最北部の地域でアナログのFM
放送が終了し，全国放送はすべてDAB方式のデジタ
ルラジオに切り替わった

14 FCCは，インターネット接続事業者がインターネッ
ト上のすべての通信やサービスを平等に扱うよう定
めた「ネット中立性」の規則の撤廃を 3対 2 の賛成
多数で可決した

14 Disneyは，21st Century Fox社傘下のメディア事業
の大半を524億ドル（約 5兆9,000億円）で買収する
と正式に発表した

14 韓国のムン大統領の中国訪問中に，大統領を撮影し
ようとした韓国日報と毎日経済新聞のカメラマンが
中国人警備員から暴行を受けて病院に運ばれたこと
について，韓国政府は中国に強く抗議した

18 ロシアのテレビ国際放送RT（旧ロシア・トゥデー）
は，フランスのパリを拠点にフランス語ニュースチ
ャンネルの放送を開始した

21 イタリアの大手商業放送Mediasetグループは，サッ
カーのFIFAワールドカップ2018ロシア大会の独占放
送権を商業放送で初めて獲得したと発表した

30 英政府は，国内で提供される16歳以下を対象とする
子ども向けテレビ番組について，その制作と放送・
配信経費を最大50％まで援助する計画を正式に発表
した

12月
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4  警察庁は，17年の全国の交通事故死者数が3,694人だ
ったと発表した。過去最少だった49年の3,790人を68
年ぶりに更新した

5  政府は，将棋で前人未到の「永世七冠」を達成した
羽生善治氏と，囲碁で初めて七冠を 2度達成した井
山裕太氏に国民栄誉賞を贈ることを決めた

8  晴れ着のレンタル・販売業「はれのひ」（横浜市）の
店舗が休業状態になり，契約した新成人に振り袖が
届かない事態が相次いだ。同社は26日，横浜地裁か
ら破産開始決定を受けた

9  経団連は会長・副会長会議で， 5月末に退任する榊
原定征会長の後任に，副会長の中西宏明日立製作所
会長を充てる人事を内定したと発表した。日立出身
の経団連会長は初めて

11 防衛省は，沖縄県尖閣諸島の大正島周辺の接続水域
内に，潜水艦と中国海軍フリゲート艦がそれぞれ 1
隻入ったと発表した。潜水艦は中国籍とみられる。
尖閣接続水域で潜行した外国潜水艦が確認，公表さ
れるのは初めて

11 新潟県三条市のJR信越線で，新潟発長岡行き普通電
車が大雪のため走行不能になり，乗客約430人が15時
間以上にわたって車内に閉じ込められた

16 第158回芥川賞・直木賞の選考会が開かれ，芥川賞は
石井遊佳さんの「百年泥」と若竹千佐子さんの「お
らおらでひとりいぐも」，直木賞に門井慶喜さんの
「銀河鉄道の父」がそれぞれ選ばれた

17 民進党と希望の党が，統一会派の結成を断念した。
民進党が，同日の両院議員総会で会派の結成を呼び
かけたが，党内の了承を得られなかった。また，希
望の党も，民進との統一会派協議を打ち切る考えを
表明した

19 オウム真理教の地下鉄サリン事件で，殺人などの罪
に問われた元信者・高橋克也被告について，最高裁
は被告側の上告を棄却する決定をした。被告を無期
懲役とした 1， 2審判決が確定する。教団の裁判は，
20年余りを経てすべて終結した

22 京都大学は，同大のiPS細胞研究所の助教らが執筆し
たiPS細胞に関する論文で，データのねつ造・改ざん
があったと発表した

23 群馬県の草津白根山が噴火した。草津国際スキー場
で訓練中だった陸上自衛隊員らに噴石が当たり，隊
員 1人が死亡。他の隊員とスキー客ら計11人が重軽
傷を負った

26 小渕恵三内閣の官房長官や自民党の幹事長を務めた
野中広務氏が京都市の病院で死去した。92歳

26 仮想通貨取引所大手のコインチェックは，580億円相
当の仮想通貨「NEM（ネム）」が外部からの不正ア
クセスで流出したと発表した。同社にNEMを預けて
いた顧客は約26万人。金融庁は29日，安全管理体制
が不十分だったとして同社に対し業務改善命令を出
した

1  『NHKスペシャル』「平成タイムトラベラー～あなた
と私の30年～」を放送した。19年に幕を閉じること
になった「平成」はどのような時代だったのか，
3,000本以上の番組の中から平成を象徴するテーマを
抽出して振り返り，次の時代を展望した

4  アメリカのトランプ政権の発足 1年を前に，日本と
アメリカで世論調査を実施し，その結果をニュース
などで伝えた。ドナルド・トランプ大統領が掲げる
「アメリカ第一主義」や北朝鮮の脅威度などについ
て聞き，日本で1,231人，アメリカで1,201人から回答
を得た

7  18年『大河ドラマ』「西郷どん」がスタートした。西
郷隆盛が， 3度の結婚や 2度の島流しなどを経て幕
末の中心人物になり，明治維新を成し遂げる過程を
描く。脚本は中園ミホ，主演は鈴木亮平

12 NHK受信料制度等検討委員会は，第 4号「受信料体
系の変更に係る具体案について」の答申を行った。
諮問された▽社会福祉施設への免除拡大，▽奨学金
受給対象などの学生への免除，▽多数支払いにおけ
る割引，▽設置月の無料化，のいずれも妥当性はあ
ると考えられるとした

16 次期 3 か年（18～20年度）の経営計画を発表した。
NHKが追求していく「公共的価値」として，▽正確，
公平・公正な情報で貢献，▽安全で安心な暮らしに
貢献，▽質の高い文化の創造，▽地域社会への貢献，
▽日本と国際社会の理解促進，▽教育と福祉への貢
献，の 6つを挙げた。重点方針としては，▽“公共
メディア”への進化，▽多様な地域社会への貢献，
▽未来へのチャレンジ，▽視聴者理解・公平負担を
促進，▽創造と効率，信頼を追求，の 5つを示した

16 18年度予算と事業計画を発表した。18年度予算は，
事業収入が7,168億円で，前年度を0.7％上回り過去最
高となった。事業支出は7,128億円で， 4 K・8 Kスー
パーハイビジョン，東京オリンピック・パラリンピ
ックに向けた取り組み，地域放送・サービスの充実
などを行う一方で，業務全般にわたる経費削減を実
施する。収支の差額の40億円は， 4 K・8 K設備など
の建設費に使用する

16 NHKのニュースサイトとニュース・防災アプリに,
「北朝鮮ミサイル発射の模様」という速報が誤って
出た。NHKは「速報をネット上に配信する装置を誤
って操作した」とニュースサイトや放送などでおわ
びした

24 東京パラリンピックを見据えた取り組みとして募集
した，障害者キャスター・リポーターの 3人目として，
三上大進さん（上肢機能障害）を選んだと発表した

27 『NHKスペシャル』「未解決事件　File.06　赤報隊事
件」を28日までの 2日間放送した。87年に朝日新聞
阪神支局で男が散弾銃を発砲し記者が死傷した事件
などについて，独自取材から得た資料や関係者の証
言を基に，実録ドラマとドキュメンタリーで迫った

1月
2018年
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1  TBSテレビは，「ニューイヤー駅伝」をテレビ中継す
るとともに，ウェブサイトにおいて同時配信を行っ
た。同様に日本テレビも， 2～ 3 日開催の「箱根駅
伝」の同時配信を，ウェブサイトや自社の有料動画
配信サービス「Hulu」を通じて実施した

2  日本テレビは，17年の年間視聴率が各時間帯とも
NHK・民放を通じてトップで， 4年連続「 3冠」を
達成したと発表した。同局によると，関東地区の世
帯視聴率は全日（ 6 ～24時）が8.2％（前年比0.2％
減），プライム（19～23時）が12.0％（増減なし），
ゴールデン（19～22時）が12.4％（前年比0.1％増）

4  AbemaTVは，大相撲のライブ配信を 1月場所から
始めることを発表した。一方で，16年 3 月のサービ
ス開始以来続いていたソフトバンクの「スポナビラ
イブ」による「大相撲」のライブ配信は，17年の11
月場所をもって終了している

5  仮想の世界を現実のように体験できるVR施設の関係
事業者が17年に設立した「ロケーションベースVR協
会」が，利用年齢に関するガイドラインを施行した。
両眼立体視機器を利用した施設向けVRコンテンツに
ついて， 7歳未満の子どもには利用させないことな
どを求めている

10 金沢市にある北陸放送と石川テレビ放送の放送が，
石川県内の広い範囲で長時間にわたって視聴できな
い状態が発生した。午後 7時ごろ，石川テレビの施
設内で，送信用の鉄塔への落雷が原因とみられる火
事が発生。この鉄塔は北陸放送と共用しており，石
川県の広い範囲で 2社の放送が中断した。異例の放
送中断を受けて，総務省北陸総合通信局は放送法に
基づき 1月12日， 2社に立ち入り検査を実施した

14 18年12月に始まる 4 K・8 K本放送に向けて，BS右旋
では 4 K放送チャンネルを確保するために，既存の
BSチャンネルの帯域削減を実施。この日，NHK BS1
の解像度が1,920×1,080ドットから地上デジタル放送
と同等の1,440×1,080ドットに削減された

15 在京民放キー 5局が，広告付き無料見逃し配信サー
ビスとして展開してきた「TVer」の，テレビにおけ
る実証実験が開始された。期間は 3月31日まで

15 長野県佐久穂町の佐久高原ケーブルビジョンが，地
上波再放送を視聴する約650世帯に十分に周知しない
まま放送を停止。突然テレビが映らなくなった世帯
から町に問い合わせが相次いだ。もともと放送停止
は予定されていたが，準備が十分でない段階で放送
を停止したため，混乱が生じた

24 テレビ山梨の放送が，午後11時35分ごろから約40分
間，放送機器の故障で乱れた

30 放送用周波数の有効活用を検討するとした政府方針
を受けて，総務省は「放送を巡る諸課題に関する検
討会」の下に「放送サービスの未来像を見据えた周
波数有効活用に関する検討分科会」を発足させた。
18年夏までの意見集約を目指す

1  カタールの衛星放送局アルジャジーラは，中国語の
ニュースサイトを開設したことを明らかにした。デ
ジタル担当役員は，「 7億人を超える中国のインター
ネット利用者に寛容さや権利，自由の価値をより広
めていきたい」と述べた

7  BBCの中国報道の責任者キャリー・グレイシー氏が，
男性職員との賃金格差に抗議して職を辞したことを
明らかにした。グレイシー氏は30年以上BBCで働い
てきたベテラン記者

8  米NBCは，韓国・ピョンチャンで開かれる18年冬季
オリンピック大会の一部をVR（バーチャルリアリテ
ィー）で生配信すると発表した。生配信されるのは
開会式と閉会式に加えフィギュアスケートやアイス
ホッケー等の人気種目50時間余りで，有料テレビの
加入者であればNBC SportsVRのアプリで3Dパノラ
マ映像などが視聴できる

11 RAIの経営委員会は，「事業契約書」の最終案に合意
した。国内制作番組の放送を増やすよう求めている
ほか，イタリア文化の価値を世界に発信するため，
英語による国際チャンネルを立ち上げることなどが
盛り込まれた

15 タイ初の公共放送タイPBSが，開局10周年を迎え，
ウィラシネ会長は，多様な市民が利用しやすいよう，
コンテンツをマルチプラットフォームに展開するこ
となど，公共放送としての今後の目標を語った

15 フィリピンの証券取引委員会は，メディア企業に課
せられる外資規制に違反したとして，ニュースサイ
ト「ラップラー」の運営会社と親会社に発行した登
録証明書の取り消し処分を明らかにした

17 トランプ大統領は，「フェイクニュース大賞」を発表
した。共和党のサイトに掲載されたリストはNew 
York TimesやABCニュースなど主要メディアが伝
えた10項目の大統領を巡る報道を「フェイク」とし
たのに加え，メディアを特定せずにロシア疑惑を「最
大のでっち上げ」と激しく非難した

22 パク前大統領時代に任命された社長の退陣を求めて，
組合員が17年 8 月末からストを続けてきたKBSは，
臨時理事会で社長の解任案を可決した。 5か月近く
にわたったストライキが終結した

22 FCCが「ネット中立性」の規則の撤廃を決めたこと
に対し，モンタナ州知事は，州と契約しているすべ
てのインターネット接続事業者に同規則の順守を義
務付ける行政命令を出して，州独自に規則を復活さ
せる方針を示した

31 ラジオフランスのマチュー・ガレ社長がINA（国立
視聴覚研究所）の所長時代に縁故者への利益誘導を
行ったとして有罪判決となり，これを受けて，独立
規制機関CSA（視聴覚高等評議会）は，社長罷免の
決定を下した。CSAによる公共放送会社の社長罷免
は，89年の発足以来初のケース

1月
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1  将棋の最年少棋士の藤井四段が，名人戦・順位戦C
級 2 組 9 回戦で，中学生初のC級 1 組への昇級と五
段昇段を決めた。17日には朝日杯将棋オープン戦決
勝でプロ入り後初の優勝。規定を満たしたため，史
上最年少で初の中学生六段に昇段した

2  金融庁は，580億円相当の仮想通貨「NEM」を流出
させた取引所大手コインチェックに立ち入り検査に
入った。仮想通貨取引所に対して，資金決済法に基
づく立ち入り検査は初めて

3  宇宙航空研究開発機構（JAXA）は，衛星用では世
界最小級のロケット「SS520」の打ち上げに成功した

5  佐賀県神埼市で陸上自衛隊の戦闘ヘリコプターが民
家に墜落，炎上した。乗員 2人が死亡し，住人の小
学 5年生の女子児童が軽傷を負った

6  強い寒気の影響で，北陸地方を中心に記録的な大雪
となった。福井県の国道 8号では約1,500台の車が立
ち往生した

6  宮内庁は，婚約が内定している秋篠宮家の長女眞子
さまと大学時代の同級生で法律事務所勤務の小室圭
さんとの結婚関係儀式が延期になったと発表した

6  東京株式市場が，前日の米国株急落を受けて全面安
になった。日経平均株価の終値は前日比1,071円84銭
安の 2万1,610円24銭。下げ幅としては，英国の国民
投票で欧州連合（EU）離脱が決まった16年 6 月以来
の大きさ

7  安倍首相は，ペンス米副大統領と会談し，核・ミサ
イル開発を続ける北朝鮮に対して最大限の圧力を継
続する方針を確認した

9  ピョンチャン五輪が開幕した。安倍首相はレセプシ
ョン会場で，北朝鮮のキム・ヨンナム（金永南）最
高人民会議常任委員長と立ったまま短時間言葉を交
わした。首相がキム・ジョンウン（金正恩）体制の
北朝鮮幹部と接触するのは初めて

10 水俣病患者とその家族の苦しみを描いた「苦海浄
土」で知られる作家・石牟礼道子さんが，パーキンソ
ン病の悪化のため熊本市内の施設で死去した。90歳

16 政府は，黒田東彦日銀総裁を再任し，副総裁には若
田部昌澄早稲田大学教授と雨宮正佳日銀理事を充て
る人事案を示した

20 戦後を代表する俳人で文化功労者の金子兜太さんが，
誤えん性肺炎で入院していた病院で死去した。98歳

21 政府は，19年に日本で初めて開かれる主要20か国
（G20）の首脳会議を大阪で，財務相・中央銀行総
裁会議を福岡で開催すると発表した

21 映画やテレビで活躍していた俳優の大杉漣さんが，
急性心不全のため死去した。66歳

25 ピョンチャン五輪が閉幕した。日本勢の獲得したメダ
ルは13個（金 4，銀 5，銅 4）で，史上最多記録を更
新した

28 2020年東京五輪・パラリンピックの大会マスコット
が決まった

3  子どもの成長に欠かせない「食べる，寝る，遊ぶ」の
機会を社会全体で守ろうと，17年 4月から始まったシ
リーズ『くうねるあそぶ　こども応援宣言』の 4回目
「楽しい！つらい？学校給食」を放送した。“食の格
差”が深刻化する中で学校給食の在り方を考えた

9  25日まで開催されたピョンチャンオリンピックの放
送では，OBS（オリンピック放送機構）が初めて国
際信号として 4 K制作を行い，NHKもスーパーハイ
ビジョンの試験放送で国際信号を使った 4 Kの番組
を放送した。 4 K・8 Kの試験放送のパブリックビュ
ーイングを期間中に全国 5か所で行い，計11万人以
上が来場した。また，障害のある人も一緒に楽しめ
る「ユニバーサル放送」をオリンピックで初めて実
施した。全体の放送時間は地上波が約208時間，BS1
が約276時間で，地上波は冬の大会としては最も長く
なった

9  ピョンチャンオリンピックに併せて，放送同時配信
実験の「試験的提供A」と「試験的提供C」を行っ
た。試験的提供Aは，G・Eで放送したオリンピック
の番組を大会期間中，毎日午前 9時から午前 0時ま
で同時配信し，見逃し配信や早戻し配信も行った。
視聴者数は144.1万だった。試験的提供Cは，スーパ
ーハイビジョン試験放送の一部を 4 K対応のハイブ
リッドキャスト受信機などに同時配信し，見逃し配
信も行った。配信時間は47時間17分だった

9  ピョンチャンオリンピックのインターネット展開で
は，生放送のない種目のライブ配信を209本，512時
間27分行い，見逃し配信は298本，716時間15分行った。
また，ハイライト動画を312本，特設ウェブサイトや
YouTube，Twitterで配信した。このほか，生放送
のない種目で，競技データから自動で音声と字幕を
生成する「ロボット実況」によるライブ配信も 4競
技で計17本行った

9  受信契約の申し込みに応じない東京のホテルの運営
会社に対して，NHKが申し込みの承諾や受信料の支
払いを求めて起こした裁判で，最高裁は，受信契約
を義務付ける放送法の規定は憲法に違反しないとい
う判断を改めて示し，会社側の上告を退けた。これ
によって，テレビの設置が確認されてからの受信料
の支払いなどを会社に命じた判決が確定した

21 18年12月に本放送を開始するスーパーハイビジョン
の新チャンネルの呼称を「NHK BS 4 K」「NHK 
BS 8 K」と発表した。「BS 4 K」は毎日18時間の放送
で，平日は人気番組の 4 K版を曜日ごとにジャンル編
成する。「BS 8 K」は毎日12時間10分の放送で，コン
サートや大型スポーツのコンテンツなどを制作する

27 16～17年に起きた職員の受信料の着服などを受け，
受信料の契約・収納業務の総点検を行い，再発防止
策を策定した。職員による契約・収納業務での現金
取り扱いを原則廃止する，不正につながるリスクの
チェック項目を増やす，などとしている

2月
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1  JASRACや日本レコード協会などで構成する権利情
報集約化等協議会は，音楽権利情報の一括検索サイ
ト「音楽権利情報検索ナビ」を開設し， 2月28日ま
での期間限定で公開した。各権利者団体の権利情報
を集約し，今までデータベース化しておらず権利処
理が困難とされたインディーズ系レーベルやネット
系クリエーターのCD楽曲データも検索できる

1  政府の第13回未来投資会議で安倍晋三首相は，「技術
革新により通信と放送の垣根が無くなる中で，国民
の共有財産である電波を有効利用するため，周波数
の割り当て方法や放送事業の在り方の大胆な見直し
も必要である」と述べた

2  日本テレビは，17年12月からAmazonプライム・ビ
デオで配信されているドラマ『チェイス』について，
アマゾンジャパンと制作会社に文書で抗議したと発
表した。日テレが09～10年に放送した「北関東連続
女児殺害・行方不明事件」の報道を直ちに想起させ
る内容だが，日テレや被害者遺族に連絡がなく，倫
理的にも著作権法的にも看過できないとしている

2  新聞協会メディア開発委員会は，電波の割り当て方
法見直しについて，電波の経済的価値を過度に重視
すれば国民生活に悪影響を及ぼしかねないとの意見
書を総務省に提出した

7  総務省は，18年度以降の字幕放送，解説放送および
手話放送の普及目標を定めた「放送分野における情
報アクセシビリティに関する指針」を策定・公表し
た。普及対象とする放送時間や放送局の拡大，数値
目標の新設・改善などが行われた

8  ソフトバンクが16年 3 月から提供してきたスポーツ
のライブ配信サービス「スポナビライブ」が 5月31
日で終了し，コンテンツをパフォーム社の「DAZN」
に移管することを両社が発表した。これに伴い，プ
ロ野球セ・リーグの「巨人」を除いた 5球団の主催
試合や男子プロバスケ「B.LEAGUE」の試合など
が，DAZNのラインアップに加わった

8  フジテレビの朝の情報番組『とくダネ！』の 2件の
特集で事実と違う内容が放送されたことについて，
BPOの放送倫理検証委員会は「放送倫理違反があっ
た」とする「意見」を公表した

22 電通は，17年の国内の広告費の推計を 6兆3,907億円
（前年比101.6％）と発表した。このうちインターネ
ットは 1兆5,094億円で，前年より15.2％増加し， 4
年連続で 2桁の伸びとなった。テレビは地上波と衛
星を合わせて 1兆9,478億円（同99.1％），ラジオは
1,290億円（同100.4％）

28 総務省は，移動受信用地上基幹放送に割り当てられ
ているものの活用されていないVHF帯（207.5～
222MHz）への参入希望がなかったことを発表した。
同時に調査した地上基幹放送によらない利用を計画
する具体的システムの提案は 8件あり，今後，有効
利用に向けた具体的方策を検討するとした

5  フランステレビジョンは，若者のビデオコンテンツ
への接触を増やそうと，ソーシャルネットワーク向
けの新しい無料VODサービス「france.tv slash」を
開始した。18～30歳の視聴者を想定

7  連立政権樹立で合意したドイツの第 1党のキリスト
教民主・社会同盟と第 2党の社会民主党は，連立合
意文書の中に，ドイツの国際放送Deutsche Welleの
予算をヨーロッパ他国のトップレベルの国際放送と
同程度に引き上げる方針を盛り込んだ

9  BBCは，オンデマンドサービスBBC iPlayerの17年の
利用が16年より11%増の33億件と，過去最高を更新
したと発表した

12 アメリカの政府系国際放送を管轄する放送管理委員
会は，議会に提出する19年度の国際放送の予算要求
を公表。総額は 6 億6,100万ドル（約727億円）で，
18年度比で2,400万ドル（約26億円）減少

12 米トランプ政権は，19年度予算に関する政府方針を
議会に示す「予算教書」を発表し，年間 4億4,500万
ドル支出されている公共放送機構への政府交付金を，
19年度，20年度と削減し，最終的に廃止することを
提案した

14 ブラジルの放送と通信に関する規制機関Anatelは，
国内の有料テレビ契約件数が17年末には前年比で84
万件（ 5％）減少し，1,790万件になったと発表した。
一方で，有料テレビチャンネル事業者のGlobosatに
よると，同社のVODサービスは17年の視聴件数が前
年比で248％増加し，ユーザー数も36％増えた

15 CCTVが放送した『春節聯歓晩会』の中のミニコン
トで，顔を黒く塗って黒人にふんした中国人女性の
外見や話の内容が「黒人蔑視」だとして，国際的な
批判を浴びた

17 ミャンマーで無料地上デジタル放送の免許を得た 5
つの民間事業者が，放送インフラを管轄する国営放
送MRTVと正式調印した。事業者には軍政時代に海
外で民主化を主張する放送をしていた「ビルマ民主
の声」も含まれる

22 受信許可料の額についてBBCは，英政府が， 4月に
現在の年額147ポンド（約 2万1,900円）から150.50ポ
ンド（約 2万2,400円）に値上げすることを決めたと
発表した。受信許可料は10年から凍結されていたが，
新特許状の下，17年から 5年間は物価上昇率に応じ
て値上げされることが決まった

25 32年まで米国でのオリンピックの独占放送権を獲得
しているNBC Universalは，18年のピョンチャン五
輪関連の放送の国内の広告の売り上げが 9億2,000万
ドル（約980億円）と，冬季大会として過去最高額を
記録したとして，「すばらしい成果を上げることがで
きた」と総括した

26 18年 1 月に社長を解任したKBSの理事会は，新しい
社長候補にKBSで長年調査報道番組などを担当して
きたディレクターのヤン・スンドン氏を選出した

2月
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2  リニア中央新幹線工事を巡る談合事件で，東京地検
特捜部は大手ゼネコン 4社が事前に協議して受注予
定業者を決めていたとして，独占禁止法違反容疑で，
大成建設の元常務執行役員と鹿島建設の部長を逮捕
した

4  映画「ウィンストン・チャーチル／ヒトラーから世
界を救った男」で主演のゲイリー・オールドマンさ
んのメークを担当した辻一弘さんが，第90回アカデ
ミー賞のメーキャップ＆ヘアスタイリング部門賞を
受賞した。同部門での日本人の受賞は初めて

6  神戸製鋼所は，アルミ・銅製品などの検査データ改
ざんの責任を取り，川崎博也会長兼社長が 4月 1 日
付で辞任すると発表した。アルミ・銅事業部門担当
の金子明副社長も辞任する

9  「森友学園」への国有地売却問題を巡って，国会で答
弁に立っていた前財務省理財局長の佐川宣寿国税庁
長官が辞任した

12 政府は，「森友学園」への国有地売却に関する財務省
決裁文書14件が書き換えられていたと国会に報告し
た

13 政府は，成人年齢を20歳から18歳に引き下げるとと
もに，女性の結婚できる年齢を引き上げて男女とも
に18歳とすることを盛り込んだ民法改正案を閣議決
定した

13 人気ミステリー「浅見光彦シリーズ」で知られる作
家の内田康夫さんが，敗血症のため東京都内で死去
した。83歳

16 東京電力福島第一原発事故で，東京に避難した住民
などが国と東電に約 6億3,400万円の損害賠償を求め
た訴訟の判決で，東京地裁は津波対策を怠った国と
東電の過失を認め，42人に計約5,900万円を支払うよ
う命じた

18 ピョンチャンパラリンピックが閉幕。日本のメダル
総数は10個（金 3，銀 4，銅 3）となり，14年ソチ
大会の 6個（金 3，銀 1，銅 2）を上回った

18 女子テニスの大坂なおみが，アメリカのBNPパリバ
オープンのシングルスでツアー大会初優勝した

20 日本年金機構は，年金受給者約500万人分の個人情報
の入力を委託した東京都内の情報処理会社が，契約
に違反して中国の業者に業務を再委託していたと発
表した

25 長野県の八ケ岳連峰で，登山中の30～60代の男女 7
人が滑落し， 3人が死亡， 4人がけがをした

27 衆参両院で，「森友学園」との国有地取引に関する財
務省の決裁文書改ざん問題を巡って，当時の理財局
長だった佐川氏の証人喚問が行われた。佐川氏は改
ざんについて「首相官邸の指示はなく，財務省理財
局で対応した」と説明。改ざんの経緯などについて
は証言を拒否した

28 天皇，皇后両陛下は，日本最西端の沖縄県与那国島
を初めて訪れた

1  BS1『ワールドスポーツMLB』で，メジャーリーグ
に挑戦する大谷翔平選手の特集を週 1回， 5回シリ
ーズで放送した。MLBの公式アナリストが大谷選手
の日本でのデータを分析して解説したほか，日本人
の元メジャーリーガーが活躍の可能性を探った

4  東日本大震災から 7年の関連番組を放送した。主な
番組は『NHKスペシャル』で，4日に「“河川津波”
～震災 7年　知られざる脅威～」，7日に「被曝（ば
く）の森2018～見えてきた“汚染循環”～」などを放
送。11日には『特集　明日へ　つなげよう　東日本大
震災から 7年』を，東北 3県をつないで生放送した

7  放送文化研究所は 9日までの 3日間，東京・千代田
区の千代田放送会館で「NHK文研フォーラム2018」
を開催した。テーマは「テレビの未来　メディアの
新地図」

7  文化庁の平成29年度芸術選奨の放送部門で，加藤拓
職員が芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞した。『特
集ドラマ』「眩（くらら）～北斎の娘～」の演出に対して

9  18日まで開催されたピョンチャンパラリンピックで，
冬の大会では初めて生中継を中心に放送を行った。
ユニバーサル放送も連日行い， 3人の障害者キャス
ター・リポーターも試合会場から生中継で伝えたり，
バリアフリーの取り組みを取材したりした

10 各地の郷土料理などを紹介し，地産地消や食育の大
切さを伝える「ふるさとの食　にっぽんの食　全国
フェスティバル」を，東京・渋谷のNHK放送センタ
ーなどで11日までの 2日間開催した

12 第59回科学技術映像祭の自然・くらし部門で，『NHK
スペシャル』「シリーズ　ディープ・オーシャン　超
深海　地球最深（フルデプス）への挑戦」が，教育・
教養部門で，『NHKスペシャル』「シリーズ　人体　
神秘の巨大ネットワーク　第 1集“腎臓”が寿命を
決める」が，それぞれ文部科学大臣賞を受賞した

13 17年10～11月の同時配信実験「試験的提供B」の結
果を公表した。NHKの同時配信実験であることを示
し，調査会社を通じて募集した全国16～69歳の男女
5,400人に行った「一般向け調査」では，各日の利用
率は20％前後で推移，期間中の累積利用率は約 6割

20 放送記念日式典が東京・渋谷のNHKホールで行われ，
放送文化の向上や放送事業の発展に功績があった 7
人に放送文化賞が贈られた。受賞者は，落語家の笑
福亭鶴瓶さん，歌舞伎俳優の松本白鸚さん，京都大
学iPS細胞研究所所長の山中伸弥さんなど

26 ワンセグ放送を受信できる携帯電話の所有者の受信
契約締結義務が争われた訴訟で，東京高裁は，放送
法の「受信設備を設置したもの」に該当するとして，
1審のさいたま地裁の判決を取り消し，契約の義務
があるという判決を言い渡した

30 18年度予算が国会で承認された。事業収入は7,168億
円，事業支出は7,128億円。衆参両院とも全会一致で
の承認

3月
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1  総務省は，放送大学学園から申請があった特定地上
基幹放送局の廃止を認可した。関東地方の一部地域
で行ってきた地上系放送（テレビ・FM）による放送
授業を18年 9 月に終了し，BSに完全移行することに
伴うもの。放送大学は，BS，ケーブルテレビによる
放送に加え，インターネット配信やオンライン授業
等により学習環境の充実に努めるとしている

6  総務省北陸総合通信局は18年 1 月に放送中断が発生
した北陸放送と石川テレビに，再発防止策を着実に
実施すること等を要請する行政指導を行った

8  BPOの放送人権委員会は，沖縄の基地反対運動を取
り上げた東京MXの情報バラエティー番組『ニュー
ス女子』に，人権団体「のりこえねっと」の辛淑玉
共同代表に対する人権侵害と放送倫理上の問題があ
ったとする「勧告」を公表した

16 消費者庁は，東京の通信販売会社が16年12月から17
年 4 月にかけてCSや地上波などで放送したテレビシ
ョッピング番組『ショップチャンネル』に不当な価
格表示があったとして，再発防止などを命じた

21 大手芸能プロダクションのジャニーズ事務所が
YouTubeに公式チャンネル「ジャニーズJr.チャンネ
ル」を開設し，オリジナルコンテンツの配信を本格
的に始めた。同事務所は，所属タレントの写真や映
像のネットでの使用を厳しく制限してきたことで知
られるが，今回，多くのユーザーを抱えるYouTube
を通じて，同事務所自ら動画を配信していくことと
なった。出演は若手グループ 5組と限定的ではある
が，10分程度の動画を，毎日アップしている

22 気象庁は，緊急地震速報の技術的改善として，巨大
地震が発生した際でも精度良く震度が求められる新
しい予想手法「PLUM法」を導入した。マグニチュ
ード 8以上の巨大地震が発生した場合などに「続
報」を発表し，より広い範囲に警戒を呼びかけてい
く

24 経済産業省とコンテンツ海外流通促進機構
（CODA）は，初めて中国，韓国両政府と共同して
知的財産保護のキャンペーンを開始した。 3か国の
人気アニメキャラクターが登場する子ども向け啓発
用動画をYouTubeで公開， 3日間で再生回数が約 5
万回に達した。国内外での上映等も予定している

25 フジテレビの幼児向け番組『ポンキッキーズ』が，
45年続いた放送を終了した。73年に『ひらけ！ポン
キッキ』の番組名で放送を開始。ガチャピン，ムッ
クのキャラクターや「およげ！たいやきくん」など
のヒット曲を生み出した

31 BPOの 3 委員会の委員長がそろって退任した。この
うち放送倫理検証委員会の川端和治氏は発足当初か
ら11年間，青少年委員会の汐見稔幸氏は 9年間，放
送人権委員会の坂井眞氏は 3年間，それぞれ委員長
を務めた

1  メディアに関する調査会社Dataxisがラテンアメリカ
でのOTT事業に関する調査結果を発表し，17年 9 月
末時点で，ラテンアメリカ地域の携帯電話会社170社
のうち45社が動画配信を行うなど，OTT事業への参
入が相次いでいることが明らかになった

4  スイスでは「受信料制度を廃止すべき」とする国民
発議について是非を問う国民投票が行われ，国民の
71.6％が発議に反対した。すべての州で発議を否決
する結果になり，受信料制度の存続が決まった

5  韓国の有料放送向け総合編成チャンネルのJTBCが，
アン・ヒジョン（安熙正）忠清南道知事の秘書への
インタビューで，アン知事の性的暴行疑惑を報道し
た。アン知事は翌日，知事職を辞任し政治活動を中
断することを明らかにした

8  イギリスの老舗テレビ局・チャンネル 4は，ロンド
ン以外に制作拠点を新設し，地域での投資を増大す
る計画を発表した。番組の地域制作比率を23年まで
に現在の35％から50％に引き上げる

8  台湾の公共放送グループの一員である中華テレビの
理事会は， 1月に解任した社長の後任の選考を行い，
これまで台湾日報の編集長や中央通信社の副編集長
を歴任したジャーナリストで，報道局長の荘豊嘉氏
を賛成多数で社長に選出した

14 米地上ラジオ局運営最大手iHeartMediaは，日本の民
事再生法に当たる連邦破産法11条の適用を申請した。
近年，インターネットラジオ局などとの競争が激化
して業績が低迷し，総額200億ドル（ 2兆1,200億円）
以上の債務の返済に苦しんでいた

16 デンマーク連立与党と最大野党のデンマーク国民党
は，公共放送DR（デンマーク放送協会）の主な財源
の受信料を廃止し，税金を財源とする方針で合意し
た。また，DRの予算を20%削減する方針も決まった

21 CNNトルコなどの放送局や新聞社を所有するトルコの
ドアン・ホールディングス（Dogan Holdings）が，同社
のメディア部門をレジェップ・T・エルドアン大統領に
近いとされるデミロレン・ホールディングス（Demiroren 
Holding）に売却するとした合意が明らかになった

21 中国共産党は，党と国家の機構改革のため，中国中
央テレビ，中央人民ラジオ，中国国際ラジオの 3つ
の国営放送局を合併し，中央広播電視総台（中央ラ
ジオテレビ）を設立するなどの改革案を公表した

28 BBCは，新特許状の下で義務付けられた年度計画を
発表した。計画ではBBCの課題として，若者を中心
とした視聴習慣の変化への対応，英国のメディア産
業への投資の減少と米メディア企業の伸張，BBCの
財源の縮小を指摘。それらに対する具体策として，
18年度は英国コンテンツと新しいタレントへの投資
など 4つの項目に重点的に取り組む方針を示した

30 イタリアの大手商業放送Mediasetと21st Century 
Fox傘下の有料衛星Sky Italiaは，有料番組を相互提
供することで合意したと発表した

3月


