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２０２１年３月ＮＨＫ中央放送番組審議会 

 

３月のＮＨＫ中央放送番組審議会は、１５日(月)、ＮＨＫ放送センター（ウェブ開催）

において、１３人の委員が出席して開かれた。 

会議では、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、４月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長  國土 典宏（国立国際医療研究センター理事長） 

   委 員      秋田 正紀（(株)松屋代表取締役社長執行役員） 

石堂 真弘（全国農業協同組合中央会常務理事） 

磯崎 功典（キリンホールディングス(株)代表取締役社長） 

今井  忠（ＮＰＯ法人東京都自閉症協会理事長） 

大川 順子（日本航空(株)特別理事） 

小沢 秀行（朝日新聞社論説副主幹） 

尾上  紫（日本舞踊家、女優） 

佐倉  統（東京大学大学院情報学環教授／理化学研究所革新知能統合研究センターチームリーダー） 

柴田  岳（読売新聞大阪本社代表取締役社長） 

仲條 亮子（グーグル合同会社執行役員／ＹｏｕＴｕｂｅ日本代表） 

花岡 伸和（一般社団法人日本パラ陸上競技連盟副理事長） 

福井  烈（公益財団法人日本テニス協会専務理事） 

 
 

（主な発言） 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ３月６日(土)のＮＨＫスペシャル「津波避難 何が生死を分けたのか」(総合 後

9:00～9:59)を見た。危機管理について、教訓を与えてくれる番組だった。東日本

大震災での津波到達を前にして、人々は迅速な避難が必要であることを意識してい

たはずだが、正常性バイアスが働いてしまい結果的に避難できずに亡くなった方は

数多い。すぐに行動を起こすことがいかに難しいかについて、しっかりと伝えてい

たと思う。避難しなければならないことを分かっていても、実際に行動に移すため

の後押しがいかに重要であるかがよく理解できた。人々が声をかけあって一斉に避

難したことで救われた命も多かったとのことだ。このような危機管理は、自然災害
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に限らずさまざまなことに当てはまる。示唆に富んだすばらしい番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  津波に遭った人たちへの聞き取り調査から、正常性バイア

スの問題が明らかになってきた。「早く逃げて」と声をあげら

れる人を１人でも多く増やすことが、災害への備えとして極

めて重要だと考えている。そのようなメッセージを伝えるこ

とを目指した番組だ。 

 

○  ３月７日(日)のＮＨＫスペシャル「ドラマ 星影のワルツ」(総合 後 9:00～9:59)

を見た。実話に基づき、津波にのまれて漂流した男性の壮絶な三日間を描いたドラ

マだった。主人公の心情描写は訴えてくるものがあり、胸が締め付けられた。この

ドラマで描かれていた極限状態での心理や行動は、実話であるがゆえに、とても貴

重な情報だと感じた。俳優の遠藤憲一さんの演技もすばらしく、視聴者に多くのこ

とを示唆していたと思う。何げない日常がいかにかけがえのないものであるのかが、

重要なメッセージとしてしっかりと伝わってきた。災害を自分のこととして受け止

めることができる貴重な内容だった。報道とは別の形で、国民の命と暮らしを守る

というＮＨＫの使命を果たす番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  壮絶な体験をした男性の実話を通して、災害を少しでも自

分のこととして捉えてもらいたいという思いで制作したドラ

マだ。頂いた意見は現場にも伝えたい。 

 

○  ３月９日(火)のＮＨＫスペシャル「私と故郷と原発事故」(総合 後 10:00～10:49)

を見た。福島県浪江町出身のディレクターが元同級生などを取材し、被災者たちの

この１０年の歩みを丁寧に伝えていた。改めて１０年という歳月の重みを感じた。

現在、浪江町の人口はかつての１割程度で、多くの町民は県内外の別の地域に移住

して暮らしている。これから数十年にわたって続く廃炉の作業と、高齢化していく

元住民たちのことを考えると、明るい未来を思い描くことが難しく、身につまされ

る思いだった。３人の子どもを育てながら、千葉県の自宅から浪江町に通って町会

議員をしている女性が、次の選挙には立候補しないことを語っていた。現実の厳し

さを突きつけられるシーンだった。地元出身のディレクターによる取材はすばらし

かったと思う。一方で、東日本大震災に関連した番組が数多く放送されていたが、

全体的にもう少し明るい未来を描いてほしかった。原発事故からの復興は簡単では

ないが、政治や国民に何ができるのかについて前向きに問いかけるような番組を期
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待したい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  浪江町出身のディレクターが取材したことで聞くことがで

きた話も多く、厳しい現実も含めた被災地のありのままの姿

を伝えることができたと考えている。地元出身のディレク

ターが取材したこともあり、明るい話題を見いだすことが難

しい部分はあったかもしれない。頂いた指摘は現場に伝える

とともに、復興に向けた前向きな話題も取り上げていきたい。 

 

○  ３月１０日(水)のＮＨＫスペシャル「徹底検証 “除染マネー”」(総合 後 10:00

～10:49)を見た。福島第一原発の事故で拡散した放射性物質を取り除く除染作業に

は、すでに５．６兆円もの金額が投じられている。その国家プロジェクトを、独自

の資料や環境省の元官僚を含む当事者の証言などを交えて検証した番組だった。除

染作業はこれまでに経験が無く緊急事態ではあったものの、その実態があまりにも

ずさんであることに驚かされた。東日本大震災から１０年が経過するタイミングで

放送したことは意味があったと思う。一方で、番組前半で伝えられていた除染マ

ネーを巡る不正の内容があまりにもインパクトがあったために、後半で取り上げら

れた除染の課題や帰宅困難地域の住民たちの思いなど、重要なテーマがややかすん

でしまったように感じたので、もう少し構成を工夫してほしかった。また、最後の

まとめコメントはやや無責任なように思えて残念だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  番組後半で扱ったテーマは今後もさまざまな形で視聴者に

伝えるべきだと考えており、取材を継続していきたい。「問い

続けることが私たちに課された責任です」というまとめのコ

メントは、これからも取材を続けていくという決意を示した

ものだ。 

 

○  ３月１３日(土)のＮＨＫスペシャル「大震災と子どもたちの１０年 いま言葉に

できること」を見た。震災で母親を亡くした少女が、義理の母親に気を遣って胸の

内を話せず葛藤する様子が伝えられていた。番組のディレクターがしっかりと寄り

添うことで、少女が思いを語ることができておりすばらしかった。同じ境遇の子ど

もたちだけではなく、人間関係に悩む人たちにも訴求する、示唆に富んだ意義のあ

る番組だった。ＮＨＫはこのほかにも被災者に寄り添った番組を数多く放送してい

た。さまざまな番組で震災について多角的に伝えていたことを評価したい。 
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（ＮＨＫ側） 

  東日本大震災で親を亡くした子どもはおよそ 1,800 人とい

われている。この１０年、ＮＨＫはさまざまな形で子どもた

ちの声に耳を傾けてきた。取材する中で見えてきたのは、子

どもたちが身近な家族だからこそ語れない思いを抱えている

という事実だった。このことをドキュメンタリーでしっかり

と伝えたいと考えて番組を制作した。今回の番組で取り上げ

た子どもたちはほんの一部で、さまざまな思いを抱えた子ど

もたちはたくさんいる。今後も子どもたちの心の声に耳を傾

けていきたい。 

 

○  ３月１４日(日)のＮＨＫスペシャル「廃炉への道２０２１ 原発事故１０年の軌

跡」(総合 後 9:00～9:59)を見た。今後４０年にも及ぶと言われる廃炉作業だが、

計画どおりに進んでいないことがよく理解できた。自然環境が元どおりになるまで

におよそ 300 年がかかるという紹介があったが、地道な調査の重要性も示していた

と思う。人々がこの問題に関心を持つことが最も重要であることを再認識した。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ３つの原子炉を同時に廃炉にするという世界でも例を見な

い取り組みを取材し、シリーズで伝えている。廃炉には最長

４０年がかかるといわれているが、この１０年の歩みを振り

返るとさまざまな課題が山積している。デブリの取り出しや

放射性廃棄物の処分など、難しい問題も多い。今後も取材を

続け、ニュースや番組で伝えていきたい。 

 

○  ３月１日(月)の逆転人生「あの日“加害者”になった私 東電社員たちの１０年」

を見た。原発とは直接かかわりのない仕事をしていながら、賠償の相談窓口や除染

に関わる業務で福島に派遣された東京電力の３人の社員の１０年を追ったドキュ

メンタリーだった。東電についてはさまざまな問題が報じられており、反省が十分

ではないとも言われている。体質が変わっていないとすれば厳しく批判されるべき

だが、自らの人生をかけて被災者に向き合い、福島の人たちと深く心を通わせあう

ようになった社員がいるという事実に感動し、人間に対する希望を感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  視聴者からもさまざまな反響を頂いた。頂いた意見は現場
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に伝え、今後の番組制作に生かしていきたい。 

 

○  ３月１２日(金)に再放送された震災ドキュメンタリー「あの日の星空」(総合 前

1:45～2:30)を見た。被災者たちはさまざまな思いを抱えている。その思いをこと

ばで発することによって自身が救われ、解放されることがよく理解できた。被災し

てわが子を亡くした両親が笑顔で話をしたあとに涙する場面は、震災がまだ終わっ

ていないことを強く感じさせるシーンだった。被災者に寄り添って彼らの思いを丁

寧に伝えており、すばらしい内容だった。津波の映像はこれまで何度も見てきたに

も関わらず衝撃的で、被災者にとっては見るのがつらいものだと感じた。一方で、

津波の映像が訴える力は強く、テロップで事前にことわるなど適切な配慮をしたう

えで放送することも重要だと思う。 

 

○  東日本大震災に関連した番組を数多く見た。震災から１０年が経過した現在でも

影響は続いている。新作だけでなく、過去の番組も放送したことはよいと感じた。

特に、2012 年に放送されたＮＨＫスペシャル「最期の笑顔～納棺師が描いた東日

本大震災～」を再放送したことを評価したい。災害によって突然訪れた家族との別

れをリアルに描いており、災害の現実を突きつけられる内容だった。震災で亡く

なった人々を忘れないことこそ、震災を振り返る意味だと考えている。よい放送

だったと思う。 

 

○  東日本大震災から１０年が経過したが、３月１１日だけではなく、連日さまざま

な番組でしっかりと必要な情報を伝えていたと思う。改めてＮＨＫの使命感と底力

を感じた。そんな中、ＮＨＫプラスで「ご当地プラス」というサービスが始まった。

ほかの地域と比較し、東北地方を扱った番組が数多くプレイリストに取り上げられ

ていた。これまでに放送された「ＮＨＫスペシャル」も見ることができるようになっ

ていたが、中でも 2012 年に制作され、先日再放送された「最期の笑顔～納棺師が

描いた東日本大震災～」は改めて見入ってしまった。過去に放送されたコンテンツ

をしっかりと保存し、活用する取り組みはすばらしい。一方で、ＮＨＫプラスの操

作性には改善の余地があると感じている。プレイリストや検索機能だけではなく、

再生スピードの変更やバックグラウンド再生など、工夫すべきことはまだまだある

だろう。ユーザーの期待はとても高いので、今後の取り組みに期待したい。 

 

○  ３月１４日(日)の「あしたの命を守りたい～ＮＨＫ民放 取材者たちの震災１０

年～」(総合 後 1:50～3:00)を見た。ＮＨＫと民放５局の震災取材担当者がスタジ

オに集まり、それぞれの取材経験をもとに、テレビ局の垣根を越えて防災について

考える内容だった。地震だけではなく豪雨なども含めて災害は必ず起きる。災害時
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に重要な役割を持つ放送局どうしが協力する機会をＮＨＫが作ったことは意義が

あると感じた。命を守る報道について、自然災害に備えてＮＨＫと民放が共同で

行っている取り組みなどはあるのだろうか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  今回、東日本大震災に関連した「ＮＨＫスペシャル」を８

本新たに制作した。また、これまでに放送した１６本を厳選

して再放送し、ＮＨＫプラスのプレイリストにも掲載した。

また、これらの番組の素材を使って５分間のミニ番組を制作

し、民放の公式テレビポータルサイトや動画配信サイトなど、

さまざまなプラットフォームで発信している。ふだんあまり

ＮＨＫを見ない方にもコンテンツを届けることができるよう、

今後もさまざまな取り組みを行っていきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫプラスについて、指摘いただいた再生速度やバックグ

ラウンド再生機能などは課題であると認識しており、今後も改

善に向けて努めていきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  命と暮らしを守る報道については、ＮＨＫだけではなく民

放ともしっかりと議論する必要があると考えている。地域放

送局には、さまざまなテーマで地域の民放や新聞社と協力関

係を築いている例もある。今後も継続して取り組んでいきた

い。 

 

○  ３月６日(土)のＥＴＶ特集「原発事故“最悪のシナリオ”～そのとき誰が命を懸

けるのか～」(Ｅテレ 後 11:00～7 日(日) 前 0:30)を見た。科学技術と危機管理の

問題を丹念に取材して伝えていた。新型コロナウイルスの感染拡大下における危機

管理など、日本社会において重要な問題を扱っており、示唆に富む番組だった。事

故から１０年が経過したタイミングで放送するドキュメンタリーとしての意義と、

テレビならではの表現としての価値という２つの観点から申し上げたい。事故から

１０年が経過したことで語ることができたと思われる関係者の証言が紹介されて

いた。菅直人元首相など多くの人たちに取材し、驚くべき内容の証言を聞き出して

いたことに感心した。現在の日本の危機管理の状況についても触れられており、１

０年前と比較してあまり進歩がないことを示していたこともよかった。また、イン
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タビューの様子を映像で紹介したことにこの番組の価値があると考えている。関係

者が当時の状況を思い出しながら熟考して答える様子を伝えたことは意義深い。一

方で、文書などの資料については目新しいものが無く少し残念だった。また、現代

の映像を入れ込んだシーンがあったが、やや安易な演出だと感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  制作担当者が粘り強く取材交渉をし、当時の関係者の証言

を伝えることができた。頂いた指摘については現場に伝える

とともに、今後の番組制作に生かしていきたい。 

 

○  ３月６日(土)のＥＴＶ特集「原発事故“最悪のシナリオ”～そのとき誰が命を懸

けるのか～」を見た。原発が制御不能になることも想定される緊迫した状況のなか

で、当時どのようなことが起こっていたのかがよく分かり、驚かされるとともに恐

怖を覚えた。菅直人元首相など多くの関係者のインタビューを伝えたことを評価し

たい。難しい面があるのは承知しているが、当時内閣官房長官を務めていた枝野幸

男氏の証言も聞きたかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  多くの関係者に取材交渉をしたものの、実らなかったケー

スもある。頂いた指摘は現場に伝え、今後の番組制作に生か

していきたい。 

 

○  ３月１３日(土)のＥＴＶ特集「震災関連死 何が命を奪ったのか 福島１９９５

人の“経緯書”」を見た。震災関連死の認定にあたり遺族が自治体に提出する「経

緯書」を専門家とともに分析し、死に至った要因を検証していた。今回のように避

難生活におけるリスクについて徹底的に取り上げた番組はこれまで無かったので

はないか。原発事故発生時は放射能による健康被害リスクばかりが語られ、避難す

ることそのもののリスクを指摘する専門家は批判されていたと思う。放射能だけが

リスクではないことを、データを根拠に示しており意義深い番組だった。新型コロ

ナウイルスについても、ウイルスの感染は大きな健康リスクであるものの、感染を

防ぐだけで全体のリスクが軽減されるとも限らない。総合的なリスク管理が重要で

あることを示唆する興味深いドキュメンタリーだった。 

 

○  ３月１４日(日)のサイエンスＺＥＲＯ「３．１１から１０年 命を救うための挑

戦“津波防災”最前線」を見た。津波からの避難について、具体的なシミュレーション

が行われていることを知った。また、実際に大地震が起こった場合の対応について、
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最先端の技術を用いて研究がなされていることがよく分かった。東日本大震災の経

験が、実際の研究にしっかりと生かされていることを感じる番組だった。 

 

○  東日本大震災から１０年が経過した。放送波や番組のジャンルを超えて横断的な

編成をしていた。社会問題を多角的に捉えて展開する、ＮＨＫのよさがよく表れた

編成だったと思う。やわらかい印象の番組でも、東日本大震災に関連した内容を伝

えており効果的だったと思う。 

 

○  東日本大震災に関連した内容を多角的に伝えており、とてもすばらしいと感じて

いる。福島では農業産出額や農産物価格が震災前の水準までには戻っておらず、復

興は道半ばだ。引き続きさまざまな切り口で番組を制作していってほしい。 

 

○  ２月１８日(木)のクローズアップ現代＋「ミャンマー抗議デモ緊迫の最前線・若

者は日本企業の決断は」を見た。ミャンマーでは軍によるクーデターに抗議するデ

モが現在も続いているが、デモを主導する大学生を早くから取材していたことに感

心した。ミャンマー情勢に詳しい京都大学の中西嘉宏准教授の解説にも感銘を受け

た。状況がめまぐるしく変化する事柄を取り上げると、どうしても内容に偏りが出

るものだが、中立かつ公正な報道で、公共放送の役割を果たすすばらしい番組だっ

たと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ミャンマーには多くの日本企業が進出しており、日本経済

への影響も大きい。最新の情勢を取材し、「クローズアップ現

代＋」で速やかに放送した。ミャンマー情勢については取材

を続けており、別の番組でも取り上げたいと考えている。 

 

○  ２月２０日(土)の全豪オープンテニス２０２１ 女子シングルス・決勝「大坂な

おみ 対 ジェニファーブレイディ」(総合 後 5:25～6:44、総合ｻﾌﾞﾁｬﾝﾈﾙ 6:44～

7:30、総合 7:30～8:15)を見た。大坂選手の決勝を生中継しておりすばらしかった。

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、開催地のメルボルンがロックダウンされる

など大変な状況だったが、大坂選手の出場した試合をすべて生中継したことを評価

したい。多くの視聴者が勇気づけられたのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  新型コロナウイルス感染拡大の影響で制作スタッフが現地

に入ることができなかったので、国内で解説をつけて放送す



9 

るなど工夫をすることで大坂選手の活躍を伝えた。 

 

○  ２月２４日(水)のあさイチ「見過ごされてきた大人の発達障害」を見た。新型コ

ロナウイルスの感染拡大で、多くの人にストレスがたまっている現状がある。発達

障害のある大人に大きなストレスがかかった場合、家族間で問題が起こりやすい。

当たり前のことだが、発達障害が悪いわけではない。家族間で相互理解を深めてス

トレスを軽減する意味でも、重要な内容をタイムリーに伝えたことを評価したい。 

 

○  大河ドラマ「麒麟（きりん）がくる」を見ていた。新型コロナウイルス感染拡大

の影響で放送が中断したこともあったが、最終回まで見ることができてうれしく思

う。大河ドラマは年配の人が見るものだという考えを持っていたが、「麒麟（きりん）

がくる」は脚本が斬新で、明智光秀を新たな視点で捉えておりすばらしかった。若

い世代にも好評だったと聞いている。ラストシーンも想像力をかきたてられる演出

がすばらしく、主演の長谷川博己さんの演技も非常によかった。現在放送中の大河

ドラマ「青天を衝（つ）け」も楽しみに見たい。 

 

○  【連続テレビ小説】「おちょやん」を見ている。率直に言って怒鳴り声などがう

るさく品のない描写も多いと感じている。朝の時間帯の放送であり、もう少し配慮

がほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  頂いた意見は現場に伝えるとともに、今後の番組制作に生

かしていきたい。 

 

○  【よるドラ】「ここは今から倫理です。」を見た。哲学や倫理のことばをキーワー

ドにして高校生たちの日常に切り込み、そこで起こるさまざまな事象をもとに視聴

者に考えさせるという、意欲的な作品だった。最近は「正義」や「善悪」などの哲

学的なことばを口にすると仲間の中で浮いてしまうことも多く、そのようなテーマ

を避ける風潮があったと思う。一方で、新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、

人々が内省的になっているとも感じている。この番組は若い世代にも響く内容だっ

たのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  放送だけではなく、デジタルサービスとの連携も積極的に

行ったドラマだ。放送で扱った倫理のテーマについてＳＮＳ

などで発信し、関連するコンテンツをインターネット上で展
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開するなど、若い世代に関心を持ってもらうことを意識した。

また、視聴者からの投稿をミニ番組で紹介するなど、テーマ

の本質について双方向で考える取り組みも行った。今後も若

い世代に届く番組を制作していきたい。 

 

○  【名作照明ドラマ】「ハルカの光」を見た。演出の切れ味がよく、良質なドラマ

だった。2012 年まで放送されていた「中学生日記」のように、真面目な内容をしっ

かりと掘り下げる、ＮＨＫの強みが生かされたドラマだった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  主人公の心情にしっかりと寄り添うことを大事にしたドラ

マだ。頂いた意見を踏まえ、今後もさまざまなドラマを制作

していきたい。 

 

○  ３月５日(金)に中国地方で放送されたラウンドちゅうごく「被爆調査 ７６年目

の真実」を見た。1961 年に亡くなられた都築正男医師の原爆病についての業績を

紹介していた。都築さんは世界で最初に「原子爆弾症」とカルテに記載した医師だ

とされている。ＡＩ解析の技術を用いて、都築さんに関連する膨大な資料の中から、

残留放射線などの重要なキーワードに焦点を当てていた。当時の映像が数多く紹介

されていたが、その鮮明さに驚かされた。残留放射線の存在を政治的理由で認めよ

うとしなかった当時のアメリカ軍や日本政府に対し、都築さんは医師の立場で向き

合っており感銘を受けた。ＮＨＫはこれまでにも原爆に関連した良質な番組を数多

く放送してきたが、今後の取り組みにも期待したい。この番組は中国地方向けだっ

たが、全国向けに放送する価値のある内容だったと思う。 

 

○  ２月２１日(日)の日曜美術館「クラスター２０２０～ＮＹ 美術家 松山智一の

戦い～」を見た。世界で活躍している美術家の松山智一さんに密着し、新型コロナ

ウイルス感染拡大下で苦闘する激動の日々を伝えていた。現代アートは最近特に注

目されている。「日曜美術館」で現代アートの作家を単独で取り上げたことは意外

だったが、すばらしい内容だった。松山さんを支えるチームの人たちが新型コロナ

ウイルスの感染拡大という未曾有の事態に苦しみ、離脱する人も出たという事実を

伝えたことで、ニューヨークにおけるロックダウンの状況もよく分かった。松山

さんは精神的に追い詰められながらも、遠隔でスタッフに指示を出すなど、チーム

が集まれない状況を逆手に取って新しい手法で作品を完成させていた。希望が感じ

られるよい紹介だったと思う。新型コロナウイルスの感染拡大という厳しい状況に

あるが、嘆くだけではなくイノベーションの機会であると捉えることの重要性を学
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べる番組だった。ドキュメンタリーとしても良質な内容だった。このような番組を

総合テレビでも放送してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「日曜美術館」では、過去の有名な芸術家だけではなく、

現代のアーティストの話題もしばしば取り上げている。今後

の番組にも期待してほしい。 

 

○  ２月１８日(木) と２５日(木)の「７年ごとの記録 ３５歳になりました 前編

／後編」(Ｅテレ 後 10:00～10:50)を見た。1992 年に７歳だった男性５人、女性５

人の計１０人を、７年ごとに取材して話を聞くシリーズの５回目だった。東北の専

業コメ農家の長男、沖縄の米軍基地の町で育った女性、日本に帰化した大阪府生野

区の在日韓国人３世、歌舞伎俳優の尾上松也さんら、さまざまなバックグラウンド

をもつ人が選ばれ、その成長の過程だけではなく、時代の空気や人々の意識の変化

までが伝わってくる番組だった。これだけ息の長い企画に取り組めるのは、ＮＨＫ

ならではだと思う。回を重ねるごとに深みを増すと思われるので、７年後、１４年

後、さらにその後の放送に期待したい。 

 

○  ３月４日(木)と１１日(木)の「７年ごとの記録 イギリス ６３歳になりました

（１）／（２）」(Ｅテレ 後 10:00～10:45)を見た。1964 年に７歳だったイギリス

のさまざまな階級の子どもたちを７年ごとにインタビューして学校生活や仕事な

どについて伝える、壮大なスケールのドキュメンタリーだった。「７歳までにその

人の人となりが形成されるのか」をテーマに、彼らの人生の軌跡をたどっていた。

彼らの中にある譲れない価値観が形成された背景や、それに階級社会がどのような

影響を与えたのかについて考察していた。時代の移り変わりもよく伝わってくる番

組でとても興味深かった。何十年にもわたり同じ担当者がインタビューをしている

ことにも驚かされた。第３回の放送も楽しみにしている。 

 

○  ３月４日(木)の世界にいいね！つぶやき英語「＃ＤｏｎｔＢｅＳｉｌｅｎｔ 世

界からの投稿」を見た。ＳＮＳ上の英語表現を紹介して読み解くことで、話題の

ニュースやトレンドについても考える番組だ。今回は女性蔑視とも取れる森喜朗氏

の発言について各国の大使館の反応や世界の文化や価値観を紹介し、そのうえで日

本独特の文化や考え方に触れ、関連する英語表現を学ぶという内容だった。身近な

英語表現を学びつつ、最新のトピックを考えるというバランスが絶妙で、お笑い芸

人の太田光さんなど出演者の個性がうまく番組に生かされていると思う。新年度か

らリニューアルされるとのことだが、独自性のある新鮮な番組なので期待している。
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一方で、番組の最後に出演者がまとめのコメントをする場面があるが、英語を使わ

ず日本語だけでまとめて終わってしまうことがあるのは残念に思っている。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＳＮＳ全盛の時代に、新しいタイプの英語番組を制作した

いと考えてスタートした番組だ。頂いた指摘については現場

に伝え、新年度の番組制作に生かしていきたい。 

 

○  ３月１４日(日)の「北京パラリンピックまで１年！」(Ｅテレ 後 3:45～4:30)を

見た。新型コロナウイルスの感染拡大下で、選手たちへの取材が難しい状況だと思

うが、ＮＨＫがこれまで築いてきた取材相手との信頼関係がしっかりと伝わってく

る内容だった。アルペンスキーの三澤拓選手が太ももから股関節周辺のトレーニン

グに取り組む様子をありのままに伝えていたことがすばらしかった。俳優の風間俊

介さんの自然なコメントもとてもよかった。障害部位についての話を聞くことは避

けてしまいがちだが、選手たちを継続して取材してきたＮＨＫだからこそ伝えるこ

とができたのだと感じた。紹介された選手たちと同じような障害を持つ人たちに

とっても役立つ情報を伝えていたと思う。取材相手にしっかりと寄り添って、今後

も重要な情報を発信し続けてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  頂いた意見は今後の番組制作に生かすとともに、パラリン

ピックに向けて引き続きさまざまな番組を制作していきたい。 

 

○  ２月２３日(火)のＢＳ１スペシャル「黒人中国夢 －ブラック・チャイナ・ドリー

ム－」(ＢＳ１ 後 10:00～10:49)を見た。中国の広州にある東アジア最大の黒人街

「リトル・アフリカ」を舞台に、チャイニーズドリームを追うアフリカ系住民の姿

に迫っていた。中国がアフリカ諸国に対して積極的な外交を展開していることは

知っていたが、アフリカから中国へ、これほど多くの人の流れがあることに驚かさ

れた。黒人が新型コロナウイルスの感染を拡大させているというデマに翻弄される

など、人種差別の根深さもしっかりと描かれていた。尖閣諸島や香港、台湾をめぐ

る情勢など、大きな政治問題に目がいきがちだが、中国社会を複眼的に捉えるうえ

で、さまざまな示唆に富む番組だった。 

 

○  ３月１日(月)のアナザーストーリーズ 運命の分岐点「熱気が生んだ真夜中の解

放区～オールナイトニッポン伝説～」(総合 後 6:15～6:59)を見た。オールナイト

ニッポンはよく聴いていた番組だ。ビートたけしさんなどの歴代パーソナリティー



13 

のインタビューが当時の映像や音声を交えて紹介されていた。一つの時代を切り

取って伝えるという意味で、ＮＨＫがこのテーマを取り上げたことは意義があると

思うし、ＮＨＫの懐の深さを感じた。一方で、番組の最後のコメントには違和感が

あった。無理にきれいにまとめようとしないほうがよかったのではないか。また、

「私たちは果たしてこの志を持てているのだろうか」ということばがあったが、「私

たち」が視聴者を指しているのか、ＮＨＫを指しているのか、意味するものがよく

分からなかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  当時の番組制作者もリスナーも時代の熱気の中にいたとい

うことを「私たち」ということばで表現した。頂いた意見は

今後の番組制作に生かしていきたい。 

 

○  新型コロナウイルスに関する最新の情報について、「ＮＨＫスペシャル」などで

科学的なテーマを中心に多角的に取り上げていることはとてもよい。一方で、医療

資源の配分や病院どうしの連携、病床確保の難しさなど、さまざまな課題が明らか

になってきた。医療の仕組みそのものがこのままでよいのかなど、ＮＨＫとして問

題提起をすべき段階に入ってきたのではないか。新型コロナウイルスが撲滅される

ことは現状では想像できないので、セーフティーネットとして重要になるのは医療

体制の整備だろう。医療に関連する課題を骨太かつ多角的に伝えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  医療に関するさまざまな問題は極めて重要なテーマだ。病

床数などを単純に数字で判断するのではなく、直面している

課題や今後の見通しなどを伝えることも必要だ。頂いた意見

は現場に伝えるとともに、引き続きしっかりと取り組んでい

きたい。 

 

○  ニュース番組や気象情報などで、ときどきＢＧＭが過剰だと感じることがある。

肝心の情報が聞き取りにくくなる場合があるので、配慮をお願いしたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  演出でＢＧＭを使用していることも多いが、頂いた意見は

現場に伝えさせていただく。 

 

○  前回の審議会で、女性蔑視と取れる森喜朗氏の発言の取り上げ方とともに、日本
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におけるジェンダーの問題についてＮＨＫには大きな役割を果たしてほしいと申

し上げた。２月２８日(日)の日曜討論「ジェンダーギャップ解消へ 与野党に問う」

(総合 前 8:00～9:00)や、３月１４日(日)の「これでわかった！世界のいま」(総

合 後 6:08～6:45)などの番組でこの問題をしっかりと伝えていたと思う。一方で、

まだまだ足りない面もあると感じているので、今後もよろしくお願いしたい。 

 

○  東日本大震災に関連したさまざまな番組を見た。当時の状況を振り返ることがで

きたとともに、現在までつづく課題も数多いことを改めて認識できた。地震発生時

や津波の映像について、注意喚起のテロップは表示されていたが、当事者にとって

は特につらいものだろう。ドキュメンタリー番組なのでやむをえないが、津波の映

像などを見なくても番組を視聴できるような取り組みがあるとよいと思う。例えば、

「津波の映像が何秒流れます」のように表示を工夫してもよいのではないか。東日

本大震災については今後も伝え続けてほしい。 

 

○  【名作照明ドラマ】「ハルカの光」を見た。東日本大震災で友人や家をなくした

主人公が、照明の魅力に出会うことで希望を見いだしていく物語で、繊細な心理描

写のすばらしい、とても心に響くドラマだった。照明に関する情報がさりげなく紹

介されており、とても興味深かった。主人公についてもう少し描写を深められると、

さらによかったのではないか。また、ＮＨＫの番組は放送予定が分かりづらいので

見逃してしまうことが多く残念に思っている。 

 

○  ２月２７日(土)の「みんなのうた６０スペシャル ～６０年イヤースタート！

～」(Ｅテレ 後 7:00～7:55)を見た。「みんなのうた」の放送開始から６０年をきっ

かけに企画された特集番組で楽しめた。「みんなのうた」では懐かしい歌が紹介さ

れることがある。懐かしい歌を聴くことで、当時の状況や思い出が瞬時によみが

えってくるので、歌にはものすごい力があると感じている。今後もさまざまな関連

番組が予定されているとのことで期待したい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  番組のＰＲは放送だけではなくＳＮＳなどでも展開してい

るが、引き続き周知に努めていきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  津波の映像が流れる際には、「これから津波の映像が流れま

す」といったテロップで事前に示すようにしている。また、

津波の映像については必要性をしっかりと議論したうえで使



15 

用している。頂いた意見は今後の番組制作に生かしていきた

い。 

 

 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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２０２１年２月ＮＨＫ中央放送番組審議会 

 

２月のＮＨＫ中央放送番組審議会は、１５日(月)、ＮＨＫ放送センター（ウェブ開催）

において、１５人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、経営計画における「達成状況の評価・管理」（２０２０年度第３四

半期・１０～１２月）について説明があった。続いて「２０２１年度国内放送番組編成

計画」についてと、「インターネットサービス実施計画」について説明があり、その後、

放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、３月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長  國土 典宏（国立国際医療研究センター理事長） 

   副委員長  石戸奈々子（ＮＰＯ法人ＣＡＮＶＡＳ理事長） 

   委 員      秋田 正紀（(株)松屋代表取締役社長執行役員） 

石堂 真弘（全国農業協同組合中央会常務理事） 

今井  忠（ＮＰＯ法人東京都自閉症協会理事長） 

大川 順子（日本航空(株)特別理事） 

小沢 秀行（朝日新聞社論説副主幹） 

尾上  紫（日本舞踊家、女優） 

栗原  友（料理家） 

佐倉  統（東京大学大学院情報学環教授／理化学研究所革新知能統合研究センターチームリーダー） 

柴田  岳（読売新聞大阪本社代表取締役社長） 

仲條 亮子（グーグル合同会社執行役員／ＹｏｕＴｕｂｅ日本代表） 

花岡 伸和（一般社団法人日本パラ陸上競技連盟副理事長） 

福井  烈（公益財団法人日本テニス協会専務理事） 

安河内賢弘（ＪＡＭ会長） 

 
 

（主な発言） 

 

＜経営計画における「達成状況の評価・管理」 

（２０２０年度第３四半期・１０～１２月）について＞ 

 

○  インターネットサービスの質的指標が前年と比較して全体的に改善している点は

よい。一方で、総合テレビの「わくわく・ドキドキする」「くつろげる・リラックス
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できる」の２つの指標がもう少し伸びることを期待したい。ＮＨＫプラスについて、

視聴ユニークブラウザ数を期間ごとに計測しているが、配信している番組コンテンツ

の増減や１日の平均視聴時間、訪問頻度などで視聴の動向を分析すると、インター

ネットサービスをより多くの人に活用してもらうヒントが得られるのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「わくわく・ドキドキする」「くつろげる・リラックスでき

る」の指標がやや低いという指摘はそのとおりだ。総合テレビ

は新型コロナウイルスに関する報道や番組がかなりの割合を占

めており、この２つの指標を伸ばすことが難しいという現状が

ある。今後、さまざまな世代の視聴者に楽しんでもらえる番組

の開発などにも力を注いでいきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  視聴ユニークブラウザ数については、あくまでも一つの量的

な指標として捉えている。そのほかにも指摘のように、それぞ

れのコンテンツが、どのぐらいの時間視聴されたのか、あるい

はユーザーが 1 週間にどの程度訪問したのかなどのデータも

チェックしている。公共メディアとして日常的に利用される

サービスを提供するうえで、このようなデータもしっかりと活

用していきたい。 

 

○  テレビ４波の質的指標は昨年同時期に比べて全体的に高い値だが、地上波の週間総

合リーチは低下している。これはどのように理解したらよいのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  質的指標のデータは、ＮＨＫの番組について視聴者がどのよ

うに感じているのかを調査し、その結果をグラフに示したもの

だ。一方で、週間総合リーチはリアルタイムや録画で５分以上

ＮＨＫを視聴した人の割合を示した数字であり、データに直接

的な関連はなく、傾向は一致しないことも多い。質的指標の向

上はもちろんだが、ＮＨＫが情報の社会的基盤としての価値を

提供するために、さまざまな世代に放送やサービスを利用して

いただくことは重要だと認識している。引き続き、新しい番組

を開発するなど、リーチの向上にも取り組んでいきたい。 
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＜２０２１年度国内放送番組編成計画 

およびインターネットサービス実施計画について＞ 

 

○  民放の公式テレビポータルサイトに番組を提供するとのことだが、どのような番組

をどのような基準で選ぶのだろうか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  教育や福祉の番組を中心に、公共放送ならではの番組の一部

を提供している。また、多くの方に見ていただけるよう、よる

ドラ「ここは今から倫理です。」のような若者向けのドラマなど

も試行的に提供している。現在、外部のデジタルサービスをど

のように活用するべきか、検討を進めているところだ。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １月３０日(土)のＮＨＫスペシャル「“夜の街”で生きる～歌舞伎町 試練の冬～」

を見た。新型コロナウイルス感染拡大のホットスポットとされる新宿の歌舞伎町で、

国から休業や営業時間の短縮を求められている飲食店やホストクラブ、雑居ビルオー

ナーらに密着し、現場の実態を丁寧に伝えていた。“夜の街”というレッテルを貼ら

れ、世の中から厳しい目を向けられながらも、懸命に努力する人々の思いをしっかり

とくみ取っていた。新型コロナウイルスは、感染症の問題にとどまらず、社会問題で

もあることがよくわかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  “夜の街”というくくりで、ニュースなどで歌舞伎町を取り

上げる機会はこれまでも多かった。“夜の街”で生きる人たちが

どのようなことを考え、何を感じているのか、生の声を伝えた

いという思いで制作した番組だ。 

 

○  ２月７日(日)のＮＨＫスペシャル ２０３０ 未来への分岐点（２）「飽食の悪夢

～水・食料クライシス～」(総合 後 9:15～10:14)を見た。俳優の森七菜さんを起用し

たドラマで視聴者を引きつけ、キャスターの国谷裕子さんと研究者が対談形式で解説

するという構成がすばらしかった。問題を自分のこととして捉えることができる内容
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で見応えがあった。問題の解決に向けた具体的な提言が示されていた点もよかった。

日本の食料自給率が先進国の中で低い水準にあることや、先進国による食料の浪費が

世界的な飢餓を生む一因になっていることなど、人々が広く認知するべき重要な問題

をしっかりと伝えていた。日本の畜産農家の中には輸入飼料に頼らず耕作放棄地など

で収穫された飼料を使うなど、持続可能な農業経営に取り組んでいる人もいるので、

そのような事例を取り上げてもよかったと思う。価格調整のために農産物が廃棄され

ているという紹介があったが、生産者側の経営を考えると一概に非難することはでき

ない。また、日本国内の食料廃棄をなくすことで、世界で約２億人の飢餓をなくせる

という紹介があったが、日本国内にも困窮している人がいる。国内における食料調達

の偏りについても、もう少し深掘りしてほしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「２０３０ 未来への分岐点」のシリーズは、将来を担う若

い世代をはじめ、私たちの地球環境に対する意識を高めること

で、行動変容につなげることを目指している。ふだんあまりテ

レビを見ない人にも、環境問題について考えてもらえるよう、

インターネットでの展開にも力を入れている。日本の食料廃棄

について深掘りが足りなかったという指摘をいただいたが、こ

の問題は継続して伝えるべき重要なテーマだと考えている。今

後も多角的に取り上げていきたい。 

 

○  ２月７日(日)のＮＨＫスペシャル ２０３０ 未来への分岐点（２）「飽食の悪夢

～水・食料クライシス～」を見た。食料の問題と、食料の生産に必要な水の大量消費

の問題を多角的に伝えていた。この問題が危機的な状況にあり、日本においても例外

ではないことが理解できる見応えのある番組だった。先進国が飽食を続ける様子や飢

餓に苦しむ人たちの映像から、格差や分断が広がる現状がよく伝わってきた。大量の

水が消費されている実態について数字を用いて分かりやすく説明しており、規模の大

きさがよく分かった。水の確保や食料消費の偏りが世界の社会機能を崩壊させること

が示されており、衝撃を受けた。この問題についてさまざまな視点から理解を深める

ことができる内容ですばらしかった。一方で、日本がこの問題をどのように捉え、実

際にどのような取り組みをしているのか、もう少し掘り下げて伝えてほしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  このシリーズでは、データを視覚的に分かりやすく伝えるこ

とに力を注いでいる。日本での取り組みについても、引き続き

取材を進めていきたい。 
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○  ２月１４日(日)のＮＨＫスペシャル パンデミック激動の世界（８）「音楽＆スポー

ツ 熱狂なき空間」を見た。長谷部選手や奥原選手が興味深い内容をじょう舌に語っ

ており感銘を受けた。長谷部選手が前向きに取り組む様子や、「もう一度サポーター

の前でプレーをしてから引退したい」ということばが胸に響いた。なお、音楽業界の

現状について、ＣＤの売上は右肩下がりで収益の大半がライブだという紹介があった。

新型コロナウイルス感染拡大の影響でライブの収益が大幅に減ったことは理解でき

るが、インターネット配信などほかにもさまざまな収入源があり「収益の大半がライ

ブ」と言い切るのは、誤解を与えかねない伝え方だったのではないか。東京大学の吉

見俊哉教授が語っていた、解決には歴史の中にヒントがあるという趣旨のことばは示

唆に富んでいた。深く考えさせられる、意義のある番組だった。 

 

○  ２月１４日(日)のＮＨＫスペシャル パンデミック激動の世界（８）「音楽＆スポー

ツ 熱狂なき空間」を見た。新型コロナウイルスの感染拡大下においては、音楽やス

ポーツは人々が生きていくうえで必ずしも必要ではないという考え方がある。この番

組は、音楽やスポーツが人生に欠かせないものであるということをしっかりと伝えて

いた。ミュージシャンの山口一郎さんやサッカーの長谷部誠選手、バドミントンの奥

原希望選手が出演し、それぞれの思いを語っていた。日本で新型コロナウイルスの感

染拡大が始まってからおよそ１年が経過し、音楽やスポーツによる感動体験から離れ

ている人が多い。人々が感性を高め、創造性を発揮するためにはそのような感動体験

が必要不可欠だと考えている。重要な問いかけがなされていたことを評価したい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  このシリーズとしてはあまり前例のないテーマを扱った。

音楽やスポーツは、新型コロナウイルスの感染拡大で最も影

響を受けた業界の一つだ。最前線で活躍しているアーティス

トや選手の本音を伝えたいと考えた。人生における感動体験

の重要性を伝えることができたと考えている。 

 

○  １月２８日(木)に再放送されたファミリーヒストリー「お笑い芸人・バカリズム～

福岡田川 炭鉱の町に生きて～」を見た。「ファミリーヒストリー」は取り上げられ

る人物の背景を深く知ることができるので興味深い。両親や関係者だけではなく、祖

先の居住地まで調査するなど、深い取材に感心させられる。本人も知らない事実が毎

回数多く伝えられており、その事実を知ったときの反応も番組の魅力の一つだ。知り

合いを６人たどると世界の誰とでもつながると言われているが、自らの人生に置き換

えてみると新たな発見がある番組だ。 
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○  ２月３日(水)のクローズアップ現代＋「コロナ禍の高校生～ルポ“課題集中校”～」

を見た。学習や家庭環境などに課題を抱える生徒が多く通う「課題集中校」の現状に

ついて踏み込んだ取材をした良質な番組だった。新型コロナウイルスの感染拡大で、

学校の役割を改めて問い直すような議論が起きた。オンライン授業などの対応ができ

ない学校への不満がある一方、学校のありがたみを改めて実感したという声もある。

特に、バランスのよい食事を提供する給食の存在や、安全に他者と関われることなど、

学校の福祉的役割が改めて注目されている。この番組では、学校が生徒一人一人をど

のように支援しているのかを丁寧に伝えていた。先生たちの対応には頭が下がる思い

だったが、学校側の負担が重く、構造上の限界も感じた。学校が行っていることの一

部を社会や地域が担う仕組み作りが必要だと感じた。示唆に富んだ内容で深く考えさ

せられた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  学校の取材はプライバシーに配慮するなど慎重さが求めら

れる。長い時間をかけて信頼関係を築いたうえで取材し、今

回伝えることができた。学校の負担が大きくなっているとい

う問題については指摘の点も踏まえ、さらに取材を続けてい

きたい。 

 

○  ２月５日(金)の「ニュースきょう１日」で「新型コロナ抗体保有率 ５都府県調

査で１％下回る」というニュースを見た。とても重要な報道で、集団免疫は獲得さ

れておらず感染防止が必要だということを強調していたことは正しい。一方で、こ

のニュースの伝え方には２つの問題があったと考えている。まず、「実際に確認さ

れた感染者の割合」というコメントのあとに、「実際の感染者割合」という文言の

静止画を使っていたが、「実際の」という表現は不正確で誤解を与えかねない。正

しくは「確認された感染者割合」だろう。次に、0.91％の「抗体保有率」と、0.32％

の「報告されている感染者数の割合」との「差」が小さいので感染者を見つけ出せ

ている、という厚生労働省の見解を伝えていたが、データの取り方が違う数字を比

較することは正しくないと考える。議論するのであれば比率で、陽性者として判明

した人の約３倍の感染者が市中にいたと捉えるべきだろう。また、１月末に自民党

本部の全職員に新型コロナウイルスの検査を実施することが民放などで報じられ

たが、ＮＨＫでは扱われなかったと思う。重要な情報であるので気になった。同じ

１月末、学術会議の任命問題で学術会議側から声明が出されたが、報道を目にしな

かった。もう少ししっかりと取り上げてほしかった。情報源という観点でＮＨＫに

不足を感じることがあるので、努力を続けてほしい。 
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（ＮＨＫ側） 

  データの扱いは正確な報道の基礎になるもので、いただい

た指摘は今後の番組制作に生かしていきたい。また、ニュー

スで扱う内容についても、伝えるべき項目は引き続きしっか

りと伝えていきたい。 

 

○  東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の森喜朗会長が女性蔑視

と取れる発言をした問題に関連して、２月４日(木)の森氏の謝罪会見の模様をリア

ルタイムで見た。その後、同日の「ニュースウオッチ９」でこのニュースを見たが、

この問題の扱い方に違和感を覚えた。「ニュースウオッチ９」では森氏の会見の冒

頭部分や、謙虚に受け止め発言を撤回するというところをまとめる形で伝えていた。

限られた時間の中で会見の内容を伝えなければならないことは承知しており、関係

者への配慮や遠慮があったとも思わないが、この問題の本質や背景などの掘り下げ

が不十分だと感じた。一方で、２月１２日(金)の時論公論「森会長辞任へ 社会に

求められることは」ではこの問題を２人の解説委員が対話する形式で丁寧かつ的確

に伝えていた。森氏の発言がスポーツの範ちゅうにとどまらず人権や共生社会に関

わる問題であることや、発言の背景にある日本社会の成り立ちや課題をしっかりと

伝えていたことを評価したい。ＮＨＫは児童虐待の問題などさまざまな社会問題を

多角的に伝えることで、社会がよりよい方向に向かうことに貢献するという重要な

役割を担っていると思う。森氏の発言を単なる一つのニュースとすることなく、問

題の背景も含めてしっかりと報道してほしい。「新しいＮＨＫ」を目指すうえでも、

国民に理解され、社会の役に立つ放送をお願いしたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「ニュースウオッチ９」の報道への指摘について、配慮や

遠慮は全くない。世の中の出来事を限られた時間で端的に伝

えるためには編集が必要であり、その点は理解いただきたい。

なお、ニュースの内容や伝え方については、重要な論点はど

こなのか、引き続きしっかりと見極めていきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  森氏の発言を巡る動きは日々変化していたので「時論公論」

でこの問題をいつ取り上げるべきかとても難しい判断だった。

２月１２日(金)に森氏が辞任を表明したことを受けて、同日

に放送することを決めた。この問題を１０分という短い時間
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で分かりやすく伝えるために、事前に解説委員室内で幅広く

内容について議論し、多角的に解説することを心がけた。 

 

○  ２月７日(日)の「赤浜に生きる～“ロックンロール漁師”再起の１０年」(総合 後

5:00～5:59)を見た。東日本大震災からの再起を目指す漁師が、新型コロナウイル

スの感染拡大による売り上げの減少などさまざまな困難に立ち向かい、問題を解決

しながら前向きに生きる様子を伝える力の入ったドキュメンタリーだった。再起を

かけて課題に向き合う漁師に密着した前向きな内容だったが、ナレーションの声が

低くて聞き取りづらかった。明るい話題も暗く感じてしまい残念だった。 

 

○  ２月１１日(木)のひとモノガタリ「鬼が教える最後のおせち～高校生レストラン

の大みそか～」(総合 後 6:05～6:34)を見た。３月に定年を迎える鬼先生こと村林

新吾さんが、おせち作りを通して卒業後に料理人になる高校生たちにプロの料理人

の厳しさを伝えていた。怒られるのが苦手な生徒が、最終的には村林さんに感謝の

気持ちを述べるシーンが感動的で、とても良質なドキュメンタリーだった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ナレーションが聞き取りづらかったという指摘についてだ

が、バンド活動もしている主人公と交流のあるロックバンド

のメンバーにナレーションをお願いした。頂いた指摘は現場

と共有し、今後の番組制作に生かしていきたい。 

 

○  ２月１１日(木)のワタシたちは ガイジンじゃない！「日系ブラジル人 笑いと

涙の３０年」(総合 後 10:20～11:33)を見た。宮藤官九郎さんの脚本でイッセー尾

形さんが一人芝居をするというユニークな演出の番組だった。多くの日系ブラジル

人が暮らす団地の一角にステージを設け、日本人と日系ブラジル人が一緒に鑑賞し

喜怒哀楽をともにすること自体が、社会の分断を超えようとする試みだと感じた。

尾形さんの寸劇は笑いの絶えない愉快なものだったが、日系ブラジル人が直面した

苦難もしっかりと伝わる内容になっていた。現在、新型コロナウイルスの感染拡大

で外国人労働者は入国しづらい状況だが、将来的には日本で暮らす外国人はさらに

増えると思われる。外国人との共生を考えるうえで、多くのヒントを与えてくれる

番組だった。 

 

○  ２月１１日(木)のワタシたちは ガイジンじゃない！「日系ブラジル人 笑いと

涙の３０年」を見た。昨年「ＢＳ１スペシャル」で放送された番組の再構成だった

が、この番組を総合テレビで放送したことを評価したい。ポルトガル語の字幕が全
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編についており、日系ブラジル人たちがこの番組をどのような思いで見たのかと想

像すると、身につまされる思いだった。東海地方には自動車関連企業が多く、たく

さんの日系ブラジル人労働者が働いている。名古屋放送局ならではの番組で、よい

内容だった。 

 

○  ２月１３日(土)のＮＨＫ映像ファイル あの人に会いたい「矢口高雄（漫画家）」

を見た。矢口さんの釣り漫画をかつて読んでいたが、当時の気持ちを思い出すこと

ができた。矢口さんは、白土三平さんの漫画に刺激を受けたと語っていた。白土さん

の漫画は描写が刺激的で幼いころは読むことができなかったが、この番組をきっか

けに改めて読んでみるととてもすばらしい内容だった。気づきを与えてくれたこと

に感謝したい。 

 

○  総合テレビで放送されている「全豪オープンテニス２０２１」を見ている。新型

コロナウイルス感染拡大の影響で、約３週間遅れで大会が始まったが、選手たちの

一生懸命なプレーに元気をもらっている。大坂なおみ選手が活躍しており、現地の

ロックダウンなど厳しい状況下にも関わらず中継していることを評価したい。 

 

○  ２月６日(土)の【土曜ドラマ】六畳間のピアノマン（１）「自分を救う勇気」と

１３日(土)の（２）「優しい息子」を見た。１話完結のオムニバス形式のドラマで、

六畳間のピアノマンと名乗る１人の青年が動画投稿サイトに残したビリー・ジョエ

ルの名曲を歌う様子が周囲の人々の心に灯をともし、互いを支え合うというストー

リーだった。職場でのパワーハラスメントのシーンは見ているのがつらくなる部分

もあったが、最終的にはほっとできるドラマだった。出演している俳優たちの演技

力が高く、今後も楽しみにしている。新型コロナウイルスの感染拡大下であるにも

関わらず質の高いドラマを作り続けていることを評価したい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ことしはビリー・ジョエルがソロデビューして５０年の節

目にあたるが、若い人たちの間でも「ピアノ・マン」の曲を

知る人は多いと聞いている。見ているのがつらくなる場面が

あったという指摘については現場に伝え、今後の番組制作に

生かしていきたい。 

 

○  ２月７日(日)の大河ドラマ 麒麟（きりん）がくる（４４）「本能寺の変」(総合 

後 8:00～8:59)を見た。新型コロナウイルス感染拡大の影響による放送の中断など

があったものの、全話を通して楽しませてもらった。学生時代にこの時代の歴史を
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学んでいたが、毎回発見や驚きがあり新鮮だった。見終わったあとに気になった史

実を調べると、この数十年で研究が進んでいることも理解できた。明智光秀が生存

していることを示唆するようなラストシーンは思い切った演出でよかった。映像が

すばらしく、衣装の美しさも楽しめるすばらしい大河ドラマだった。 

 

○  ２月１４日(日)の大河ドラマ 青天を衝（つ）け（１）「栄一、目覚める」を見

た。前作とは全く印象が異なっており興味深かった。冒頭の渋沢栄一と徳川慶喜が

出会うシーンに引きつけられた。大河ドラマでは子役の演技を楽しみにしているが、

今回もすばらしかった。 

 

○  １月２３日(土)のＥＴＶ特集「エリザベス この世界に愛を」を見た。ナイジェ

リア人のエリザベスさんは日本に難民申請をしており、みずからも困窮した生活を

送っているにも関わらず、日本で同様の問題に苦しむ外国人に寄り添い続けている。

厳しい状況であっても他者に寄り添う姿が感動的だった。彼女がキリスト教を信仰

していることや、支援を始めるきっかけになった具体的なエピソードが丁寧に紹介

されており納得感があった。難民側だけではなく、入管側の視点も伝えると、この

問題の本質をより深く掘り下げられたのではないか。 

 

○  ２月９日(火)のハートネットＴＶ「“神様の子”と呼ばれて～宗教２世 迷いなが

ら生きる～」を見た。幼い時から親が信仰する宗教の下で育てられた、いわゆる「宗

教２世」を扱った番組で、恋愛や進学など、さまざまな場面で直面する悩みが具体的

に語られていた。親の宗教から離れ、同じ境遇の者どうし、ＳＮＳなどでつながった

子どもたちの側からの問いかけだけでなく、信仰を離れた親の側からの反省や後悔な

ど、多角的な視点が盛り込まれていた。社会問題の解決は、その問題が存在すること

を認識することが出発点になる。その意味で、これまであまり取り上げられなかった

課題に光を当てた意義は小さくないと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「宗教２世」の人たちが直面している問題については「Ｅ

ＴＶ特集」など別の番組でも取り上げていく予定だ。この問

題について、引き続き多角的に伝えていきたい。 

 

○  １月３１日(日)のＢＳ１スペシャル「ラストトーキョー２ 新宿・歌舞伎町 ２

０２０－２０２１」(ＢＳ１ 後 10:00～10:49)を見た。マージャン店を経営してい

る女性の娘がディレクターとなり、以前放送された「ラストトーキョー“はぐれ者”

たちの新宿・歌舞伎町」から現在に至る歌舞伎町の変遷を伝えていた。演出やナレー
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ションを抑え、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた厳しい現状のほか、

マージャン店を経営する女性や従業員の考え方や人生観を淡々と伝えていた。ド

キュメンタリー制作の基本に忠実な良質な番組だった。新型コロナウイルスの感染

拡大下においては、同じ考え方を持つ者どうしが同調して他人を非難する様子が

多々見受けられる。他者の人生観や境遇をしっかりと知ることが思いやりの心を持

つ第一歩だと考えている。この番組の伝え方はすばらしかった。 

 

○  １月２８日(木)のフランケンシュタインの誘惑 科学史 闇の事件簿（３）「科学

者 野口英世」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 9:00～9:59)を見た。科学史の闇に迫るシリーズで、

今回は日本人によく知られている野口英世に焦点を当てていた。野口英世について

は細菌学の研究で世の中に尽くした偉大な人物だという印象を持っていたが、実際

は彼の研究の多くが誤りであったうえ、結果を出したいという焦りから不完全なワ

クチンの接種を進め、結果として多くの命が失われたことが伝えられており衝撃を

受けた。ゲストの医師が、偉大な研究者はたくさん失敗したり間違ったりしている

が、失敗こそ挑戦の証しだという趣旨のコメントをしており、印象に残った。歴史

に残る人物を新たな切り口で描いた挑戦的な番組で、とても興味深かった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  野口英世は偉人として広く知られた人物だが、現在では梅

毒の病原体の純粋培養以外の主要な業績が基本的に否定され

ているとのことだ。野口英世が大変な努力とさまざまな挑戦

をしたという事実を通して、科学においては失敗こそが挑戦

の証しであることを伝えることを目指した番組だ。 

 

○  １月２８日(木)のフランケンシュタインの誘惑 科学史 闇の事件簿（３）「科

学者 野口英世」を見た。とても興味深い内容だった。野口英世の業績の多くが現

在では否定されていることは専門家の間ではよく知られていることだが、一般的に

はあまり認知されていない。野口英世の時代は電子顕微鏡がなく光学顕微鏡しかな

かったため、研究の手法に限界があり、ウイルスを確認することができなかった。

また、彼が逆境からはい上がってきた努力家で強い信念とプライドを持っていたこ

とから、周囲のアドバイスを謙虚に聞くことができなかったことも指摘されている。

このことは、現代の科学者や専門家にとって重要なメッセージを含んでいたと思う。

深い取材を根拠にさまざまな側面から伝えた、インパクトのあるすばらしい内容

だった。野口英世の研究者がアメリカにいることに驚かされるとともに、彼のアメ

リカでの足跡をしっかりと捉えていたと思う。ゲストの神戸大学医学研究科感染症

内科の岩田健太郎教授と病理医の榎木英介さんの解説は的確で、リモート取材を駆
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使した演出もすばらしかった。今後の番組作りの方向性を示すような構成だったと

思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  新型コロナウイルス感染拡大下であり、どのような工夫を

すれば番組を制作できるのかについて議論をし、リモート取

材中心の構成とした。リモート取材は現地での取材よりも手

軽な面はあるが、ドキュメンタリーの制作においては実際に

現地を取材することで明らかになることも多い。一方で、新

型コロナウイルスの感染拡大でやむをえず取り入れたリモー

ト取材だが、効率的であるなど利点も多い。新しいやり方も

取り入れつつ、今後も感染状況を踏まえながら、さまざまな

手法を用いて良質な番組を作り続けていきたい。 

 

○  １月１６日(土)の「『新しいＮＨＫ』への改革～みなさんの声に答えます～」(総

合 前 9:00～9:30)を見た。放送波を減らして受信料を下げるなど、ＮＨＫの改革

方針について会長自らが説明していた。内容も大胆で画期的であることを評価した

い。改革について番組で発信する姿勢もすばらしいと思う。ＮＨＫが肥大化してい

るという批判に対して、しっかりと答えようとする姿勢もよく伝わってきた。この

番組で伝えていたことは改革の一部であり、伝えきれなかった取り組みにも期待し

たい。一方で、社会問題の解決や地域情報の発信などに力点が置かれていたが、未

来に対してＮＨＫがどのような役割を果たすのかという視点がやや不足していた

と思う。グローバルに展開する動画配信サービスの台頭など、映像産業には大きな

波が起きている。ＮＨＫがインターネット配信やＢＳ４Ｋ・ＢＳ８Ｋ放送を通して、

今後どのような魅力的なコンテンツを展開していくのかなど、視聴者が期待感を持

てるような情報が少なかった。改革の先にあるビジョンや視聴者へのメッセージが

見えづらく、その点が示されているとなおよかった。 

 

○  新型コロナウイルスに関する動きについて、世界的な視点での報道をお願いした

い。アメリカではワクチンが普及しつつあり、医療関係者の間でも希望的な観測が

生まれているとも聞いている。ＮＨＫのネットワークを生かし、世界各国の最新情

報をしっかりと伝えてほしい。 

 

○  ２月１３日(土)の全波臨時ニュース「福島・宮城で震度６強」関連を見た。夜間

の地震で不安な中、ＮＨＫプラスでニュースを見ることができた。災害時にテレビ

からの情報が必要な人に届かないことが問題になっていたが、インターネットの活
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用によって停電した際にも視覚的な情報を得ることができたので、とても心強いと

感じた。 

 

○  ２月６日(土)の【土曜ドラマ】六畳間のピアノマン（１）「自分を救う勇気」と

１３日(土)の（２）「優しい息子」を見た。職場のパワーハラスメントのシーンで

は見ているのがつらくなる部分もあったが、見終わったときには温かな気持ちにな

るドラマだった。人と人との関わりの大切さや、音楽の持つ力を感じることができ

る内容ですばらしかった。今後の放送も楽しみにしている。 

 

○  「新型コロナ 命を守る行動を」というミニドラマを見た。画面の文字が小さい

うえ、テロップの切り替わりも早く、重要な情報があまり伝わってこないと感じて

いる。音声で情報を補足するようなバージョンも制作してほしい。 

 

○  大河ドラマなどは力作のホームページを作成しているが、放送終了後しばらくす

ると閲覧できなくなってしまう。過去のものを見ることができず残念に感じている。

過去のページを残しておくことはできないのだろうか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  過去のホームページについてだが、記録に該当する部分は

基本的に残したいと考えている。一方で、写真や動画など放

送をＰＲするような素材は権利の問題があり長期間残すこと

が難しい。頂いた意見は今後の参考としたい。 

 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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２０２１年１月ＮＨＫ中央放送番組審議会 

 

１月のＮＨＫ中央放送番組審議会は、１８日(月)、ＮＨＫ放送センター（ウェブ開催）

において、１５人の委員が出席して開かれた。 

議事に先立ち、「ＮＨＫ経営計画 2021-2023 年度」の概要についての説明があり議事

に入った。 

会議では、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、２月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長  國土 典宏（国立国際医療研究センター理事長） 

   副委員長  石戸奈々子（ＮＰＯ法人ＣＡＮＶＡＳ理事長） 

   委 員      秋田 正紀（(株)松屋代表取締役社長執行役員） 

石堂 真弘（全国農業協同組合中央会常務理事） 

今井  忠（ＮＰＯ法人東京都自閉症協会理事長） 

大川 順子（日本航空(株)特別理事） 

尾上  紫（日本舞踊家、女優） 

木村たま代（主婦連合会事務局長） 

栗原  友（料理家） 

佐倉  統（東京大学大学院情報学環教授／理化学研究所革新知能統合研究センターチームリーダー） 

柴田  岳（読売新聞大阪本社代表取締役社長） 

仲條 亮子（グーグル合同会社執行役員／ＹｏｕＴｕｂｅ日本代表） 

花岡 伸和（一般社団法人日本パラ陸上競技連盟副理事長） 

福井  烈（公益財団法人日本テニス協会専務理事） 

安河内賢弘（ＪＡＭ会長） 

 
 

（主な発言） 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １２月２０日(日)のＮＨＫスペシャル「パンデミック 激動の世界（６）“科学

立国”再生への道」を見た。新型コロナウイルスのワクチンや治療薬の開発研究に

おいて、日本が世界的な競争の中で真価を発揮できていない現状や、その背景につい

て丁寧に伝えていた。研究開発の現場を取材し、構造的な問題も指摘しながら日本
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の科学研究が危機的な状況にあることを分かりやすく示していた。元文部大臣の有

馬朗人氏の貴重なインタビューがすばらしく、科学研究に関する政策の功罪を紹介

したこともとてもよかった。大学や研究機関で人材が枯渇している現状を伝え、日

本の科学研究力の低下が社会全体の危機につながるということを示した意義のあ

る番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  若手研究者たちが厳しい状況に置かれていることや、研究

者たちをどのように支えていけばよいのかが課題であること

が、取材を進める中で明らかになった。有馬さんも若手にしっ

かりとした研究の場を提供したいとインタビューで述べてい

た。頂いた意見を参考に、質の高い番組を制作していきたい。 

 

○  １２月２０日(日)のＮＨＫスペシャル「パンデミック 激動の世界（６）“科学立

国”再生への道」を見た。欧米と比較し、日本は科学技術の分野で遅れを取っている

と思う。これは科学者だけの問題ではなく、政治も含めた日本全体の問題だと認識し

ている。その意味でも、科学的探究心を刺激する番組を数多く放送してほしい。この

番組は時宜を得た内容ですばらしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  科学に興味を持つ若い世代が増えてほしいという思いで番

組を制作した。今後もさまざまなテーマを取り上げていきた

い。 

 

○  １２月２６日(土)のＮＨＫスペシャル「患者が“命を終えたい”と言ったとき」

を見た。終末期のがんやＡＬＳなど神経難病の患者が「命を終えたい」と望んだと

きに、周囲の人々がどのように向き合ったらよいかという、医の原点ともいえる難

しい問題を真剣に考えたすばらしい番組だった。終末期の医療について改めて考え

させられた。最近、ＡＬＳ患者の嘱託殺人事件が大きな問題になったが、それ以前

からこの問題の取材を進めていた番組制作者に敬意を表したい。終末期のがん患者

とその家族に密着し、終末までを映像で伝えていたことに驚きながらも深く考えさ

せられた。現場の医師や医療チームが患者や家族の心に寄り添って最善を尽くそう

と努力していることが分かり、救われる思いだった。一方で、患者の心に寄り添え

ば寄り添うほど、医師の精神的・肉体的な負荷が増すことが懸念される。医師のケ

アをするシステム作りが必要であることを強く感じた。 
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（ＮＨＫ側） 

  番組はこの問題を長期にわたって取材をしているスタッフ

が制作した。患者の生死と向き合う医療現場の実情を伝える

ことで、極めて難しい命の問題について視聴者が考える一助

となったのではないか。 

 

○  １２月２７日(日)のＮＨＫスペシャル「謎の感染拡大～新型ウイルスの起源を追

う～」を見た。新型コロナウイルスの発生源を調査するＷＨＯのチームが、ウイル

スが世界中に拡散した経緯を解明していく内容だった。「国家の思惑」ということ

ばが象徴するように、中国の情報隠蔽疑惑についてかなり踏み込んだ調査をしてい

た。インターネット上のデータを手がかりとして核心に迫っており、研究者たちの

意思に反して国家から強い圧力があったことがよく分かった。視聴者が高い危機意

識を持つうえでも意義のある番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  新型コロナウイルスの起源や感染拡大の経緯についてはさ

まざまな説がある。インターネット上のデータや論文を検証

することで、中国ではかなり早くからこのウイルスを認知し

て分析を進めていたことが分かってきた。今回のようにオー

プンソースの情報を使って番組を作ることは難しいが、ファ

クトチェックをしっかりと行って制作した。今後も細心の注

意を払って重要な情報を伝えていきたい。 

 

○  オープンソースの情報をしっかりと検証して伝える番組はＮＨＫならではだと

思う。今後の取り組みにも期待したい。 

 

○  １月１日(金)のＮＨＫスペシャル「三千万年の旅 列島誕生ジオ・ジャパン」(総

合 後 7:20～8:33)を見た。日本列島誕生から現在に至る３千万年のドラマを、各

地の絶景やＣＧで描いておりすばらしかった。３千万年という時間を１年、365 日

のカレンダーにたとえて、どのように日本の地形が形成されていったのかを分かり

やすく紹介しており、とても興味深かった。「ブラタモリ」によって地形や地層に

関心を持つようになった視聴者も多いと思うが、この番組によって「ブラタモリ」

を見る楽しみがさらに増した。一方で、お笑い芸人が講談師にふんして地形の変化

について大げさに説明しており違和感を覚えた。 
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（ＮＨＫ側） 

  これまでシリーズで放送してきたＮＨＫスペシャル「列島

誕生ジオ・ジャパン」の素材を中心に再構成した番組だ。講

談師の演出は、元日の放送であったので正月らしい雰囲気を

出したいという意図だった。頂いた指摘は今後の番組制作に

生かしていきたい。 

 

○  １月９日(土)のＮＨＫスペシャル「２０３０ 未来への分岐点（１）暴走する温

暖化“脱炭素”への挑戦」を見た。持続可能な未来を考えるシリーズで、重要なテー

マをとても分かりやすく伝えていた。温暖化が進むと渋谷の街が全く変わってしま

う可能性があることや、大規模な山火事がどのような被害をもたらすのかについて、

現実感を持って理解することができた。温暖化によって永久凍土に眠っていた未知

のウイルスが活動をはじめ、新たな脅威になりうることには恐怖を覚えた。近年の

学校教育ではＳＤＧｓなどを積極的に取り上げているので、子どもたちも関心を持

てる内容になっていた。俳優の森七菜さんが出演したことで興味を持った人もいた

のではないか。ストーリー展開も分かりやすく、家族そろって学ぶことができる番

組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  このシリーズはいま起こっている危機や将来起こるであろ

う危機を可視化することで、私たちの行動変容につなげるこ

とを目指している。将来を担う若い世代に見てもらうことを

意識し、出演者や音楽などさまざまな工夫をした。 

 

○  １月９日(土)のＮＨＫスペシャル「２０３０ 未来への分岐点（１）暴走する温

暖化“脱炭素”への挑戦」を見た。温暖化によって起こるであろう地球の異変を伝

える映像は、視聴者に危機感を持ってもらうという意味でとても効果的だったと思

う。スマートフォンを通じて未来から警告のメッセージを受けるシーンは、事の重

大性を鮮明に伝えていた。専門家の解説には説得力があり、ＥＵの取り組みからは

次世代への責任と覚悟がしっかりと伝わってきた。一方で、日本が今後どのような

取り組みをするのかという部分があまり紹介されておらず、もの足りなさを感じた。

ＳＤＧｓの理念の紹介など専門家のことばの中に日本の課題を考えるヒントが含

まれていたので、環境問題を国民一人一人が自分の事として捉えるためにも、引き

続きこのテーマを多角的に取り上げていってほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 
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  今回はシリーズの最初ということで、少し総論的な内容と

なった。日本が今後どのような取り組みをするのかについて

の掘り下げが不十分だったという指摘は今後の番組制作に生

かしていきたい。 

 

○  １２月３１日(木)の第７１回ＮＨＫ紅白歌合戦「今こそ歌おう みんなでエー

ル」を見た。全体を通してすばらしい内容だった。新型コロナウイルス感染拡大の

影響で無観客での実施だったが、逆に挑戦的な演出も多かったのではないか。ＧＲ

ｅｅｅｅＮやＹＯＡＳＯＢＩの出演シーンは演出がすばらしかった。動画サイトな

どを通して若者を中心に人気を獲得したアーティストも出演しており、よく練られ

た構成だった。幅広い世代にあまねく伝えるというＮＨＫの役割をしっかりと果た

していたと思う。 

 

○  １２月３１日(木)の第７１回ＮＨＫ紅白歌合戦「今こそ歌おう みんなでエー

ル」を見た。家族とともに楽しい時間を過ごせる良質な内容だったと思う。例年の

紅白歌合戦と比較しても、より歌に聴き入ることができた。すばらしい「紅白歌合

戦」で、とても感動した。北島三郎さんがゲストで出演していたことも「紅白」ら

しさを感じさせてよかったと思う。北島さんの「自分たちの時代は日本に向けて

歌っていたが、今の人たちは世界に向けて歌っている」ということばが印象に残っ

た。インターネットの普及で歌手の活動も変化しているが、「紅白歌合戦」がＮＨ

Ｋらしさを保ちながら時代に合わせて進化していくことが大切だと感じた。 

 

○  １月１日(金)の「あたらしいテレビ２０２１」を見た。脚本家や民放のプロデュー

サーが出演し、これからのテレビについて語り合う内容で、考えさせられる番組

だった。一方で、演出に違和感を覚えた。出演者がリモートで参加する座談会だっ

たが、アナウンサーは出演者が映っているパソコンの画面に向かって司会をしてお

り、視聴者に顔を向けていなかった。わざとらしい印象を受けるとともに、単なる

オンラインミーティングを見せられているようで疑問を感じた。感染対策をしたう

えでスタジオに集まって議論をしてほしかった。 

  また、１２月３１日(木)の第７１回ＮＨＫ紅白歌合戦「今こそ歌おう みんなで

エール」を見た。新型コロナウイルス感染拡大下ということで、無観客でアーティ

ストの歌をしっかりと聴かせる演出だった。今回はこれでよかったのだと思うが

「紅白歌合戦らしさ」は薄れており、ほかの歌番組との違いが見えてこなかった。

「あたらしいテレビ２０２１」にも言えることだが、演出の方向性をしっかりと考

え続けてほしい。 
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（ＮＨＫ側） 

  昨年の「紅白歌合戦」は新型コロナウイルス感染拡大防止

の観点から無観客で実施した。ＮＨＫホール以外のスタジオ

も使用するなど、いわゆる“３密”を避けることを徹底した

うえで歌を中心にお届けした。「紅白」は１年の締めくくりと

なる大みそかに、さまざまな年代の視聴者が共通の話題を語

り合いながら楽しめることをコンセプトにして長年続けてき

た番組だ。頂いた意見を参考に、今後の方向性を検討してい

きたい。 

 

○  １月５日(火)のクローズアップ現代＋「【コロナ病棟】ルポ 奮闘続ける医療者

たち命をめぐる葛藤も」を見た。この番組に限らず、新型コロナウイルス感染拡大

下で業務に向き合う人たちを取り上げ、記録に残すことは意義深いと考えている。

川崎市の大学病院を継続して取材し、日々変化する状況を克明に伝えるすばらしい

内容だった。なお、最後のまとめのシーンで、ゲストで聖マリアンナ医科大学病院

救命救急センター長の藤谷茂樹さんに今伝えたいメッセージを聞いていたが、藤谷

さんが話す時間がわずかしかなくとても残念だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  年末年始のひっ迫する医療現場を伝えた番組で、新型コロ

ナウイルスの感染拡大が極めて厳しい状況にあることを実感

した視聴者も多かったのではないか。病院と番組制作者が信

頼関係をしっかりと築くことで、取材が可能になっている。

頂いた意見は今後の番組制作に生かしていきたい。 

 

○  １月８日(金)の「常田大希 破壊と構築」(総合 後 10:00～10:44)を見た。「破

壊と構築」というタイトルに興味を引かれた。常田さんの楽曲はいくつか知ってい

たが、楽曲制作の背景にある人となりや経歴がよく理解できた。創作の現場も公開

されており、常田さんの創造性に衝撃を受けた。この番組をきっかけに、常田さん

や常田さんが所属するバンドのファンになった人も多かったのではないか。 

 

○  １月１４日(木)のネーミングバラエティー 日本人のおなまえっ！「イジられ名

字が逆転！倍返しＳＰ」を見た。若い世代を意識したためか、最近話題となった民

放ドラマの安易なパロディーを含んでおり、ＮＨＫの番組としては違和感を覚えた。 
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（ＮＨＫ側） 

  演出に違和感があったという指摘は受け止め、今後の番組

制作に生かしていきたい。 

 

○  １月１６日(土)のブラタモリ「しまなみ海道～“瀬戸内の覇者”村上海賊はなぜ

生まれた？～」を見た。とても興味深い内容だった。「ブラタモリ」は日本全国で

ロケをする番組であり、新型コロナウイルス感染拡大の影響を大きく受けていると

思うが、工夫をしながら継続してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「ブラタモリ」は日本全国でロケをする番組で、自治体と

の協力が不可欠だ。ロケにはどうしても数十人の出演者やス

タッフが関わることになるので、新型コロナウイルス感染拡

大防止対策を第一に考え、再放送なども有効に活用しながら

継続していきたいと考えている。 

 

○  「あの日を胸に 阪神・淡路大震災２６年」という１分間のミニ番組を見た。阪

神・淡路大震災を体験した人たちがどのような体験をし、これまでどのような取り

組みをしてきたのかについて１分で伝えていた。短い時間でさまざまな情報が伝わ

るように、とても丁寧に作られていると感じた。生きることの尊さや人々が支え合

うことの重要性がしっかりと伝わってくる、すばらしい番組だと思う。 

 

○  １２月２７日(日)の「謎解きドラマ Ｌの招待状 特別編」(総合 前 9:00～9:59)

を見た。耳が聞こえる人と聞こえない人が協力しながら、手話と日本語を組み合わせ

た謎を解くという斬新な内容のドラマだった。仲間とのコミュニケーションの取り方

や、相手を思いやることの重要性を改めて考えさせられる内容だった。このような新

たな気づきを与えてくれる番組を、さまざまな波で放送してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  Ｅテレで放送している「ハートネットＴＶ」という福祉番

組の中で新たな試みとして制作したドラマをベースに、今回

は総合テレビで放送した。ゲームを通して、耳の聞こえる人

と聞こえない人が互いに理解し合えていない部分を明らかに

することを目指した番組だ。 

 

○  １２月２８日(月)から３０日(水)に放送された「岸辺露伴は動かない（１）～
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（３）」を見た。ＣＧに頼らずに、原作者である荒木飛呂彦さんの独特の世界観を

見事に再現していた。ストーリーを丁寧に描いており、すばらしいドラマだった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  原作者である荒木さんの世界観をどのように表現したらよ

いか議論を重ねて制作したドラマだ。視聴者からは好意的な

意見を多く頂いており、原作の世界観に敬意を払って向き

合ったことがよい結果につながったと考えている。 

 

○  １２月２８日(月)から３０日(水)に放送された「岸辺露伴は動かない（１）～

（３）」を見た。原作の世界観を損なうことのない、とてもよくできたドラマだっ

た。なかでも第２回の「くしゃがら」がすばらしかった。この回は小説を原作とし

ていたが、この作品を選んだ理由があれば知りたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  どの回も原作の世界観を大切にして制作した。指摘の第２

回「くしゃがら」は制作担当者がぜひ映像化したいという思

いを持っていたことでドラマ化につながった。 

 

○  １月２日(土)の【正月時代劇】ライジング若冲「天才かく覚醒せり」(総合 後

7:20～8:35)を見た。天才絵師である伊藤若冲の人生をどのような角度で掘り下げ

るのか、とても興味を持っていた。ドラマでは若冲と僧侶である大典の男同士の友

情が描かれていたが、中村七之助さんの繊細な演技が光っており、とてもよい配役

だったと思う。若冲、円山応挙、池大雅の３人の天才絵師を個性的に描いており興

味深かった。京ことばがややぎこちなく感じてしまう俳優もいるなか、中村さんの

発音のよさに感心した。 

 

○  １月２日(土)の【正月時代劇】ライジング若冲「天才かく覚醒せり」を見た。大

胆な解釈や意味深な表現も含まれた内容で興味深かった。若冲を中村さんが演じて

いたこともよく、美しい身のこなしがドラマの雰囲気を作り上げていたと思う。日

本画のレプリカなど美術セットや小道具のレベルが高く、映像の色使いにも繊細さ

が感じられ、アートを鑑賞するという観点でも楽しむことができた。よく考えられ

た意欲的な内容ですばらしかった。 

 

○  １月２日(土)の【正月時代劇】ライジング若冲「天才かく覚醒せり」を見た。映

像がとにかく美しく、感心した。京ことばのイントネーションに違和感を覚える場
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面もあったが、物語に引き込まれるうちにあまり気にならなくなった。中村さんの

演技は身のこなしが美しく、すばらしかった。大胆な演出もあり賛否は分かれるだ

ろうが、総じて品のある作りでよかったと思う。細部まで作り込まれたＮＨＫなら

ではのドラマだった。ドラマの直後に「ライジング若冲紀行」というミニ番組が放

送されていた。本編のドラマに関連してもう少し深く知りたいと感じる情報をうま

く伝えていた。ドラマの余韻を楽しむことができてすばらしかった。 

 

○  １月２日(土)の【正月時代劇】ライジング若冲「天才かく覚醒せり」を見た。戦

国武将などに比べ、若冲の人生はドラマ化することが難しいのではないかと思いな

がら見た。場面展開は比較的淡々としていたが、とても味わい深い物語で、若冲の

人生がよく理解できた。俳優たちの演技もこだわりが感じられ、すばらしいドラマ

だった。中村さんや永山瑛太さんの演技はもちろん、石橋蓮司さんの渋い演技が秀

逸だった。若冲がニワトリを描くシーンは、色彩がすばらしかった。４Ｋテレビで

見たところ、日本画の傑作である動植綵絵を披露するシーンは圧巻だった。ドラマ

を通して４Ｋ映像の鮮明さを改めて感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  経験豊富な制作チームが独特の世界観を作り上げた。京こ

とばのイントネーションについては出演していただいた俳優

の皆さんにかなりの努力をしていただいたが、頂いた意見は

今後に生かしていきたい。 

 

○  １月１６日(土)の【よるドラ】「ここは今から倫理です。（１）」を見た。異色の

学園漫画の実写ドラマで、原作には際どい表現も含まれている。ドラマでは際どい

描写がある旨を断っており、実際にそのようなセリフもあった。ＮＨＫとしては

チャレンジングな取り組みだと感じている。原作を知らない人からは批判的な意見

も寄せられるかもしれないが、引き続き楽しみにしている。 

 

○  １２月２９日(火)のツクランカー「からくり（１）」と「からくり（２）」(Ｅテ

レ 前 9:05～9:25)を見た。科学、技術、工学、芸術、数学の５つの領域を対象と

した理数教育に創造性教育を加えた教育理念である「ＳＴＥＡＭ教育」に焦点を当

てた番組だった。世界各国で注目を集めているテーマで、タイムリーな内容だった。

ＳＴＥＡＭ教育は過去の理数系教育とは異なる分野横断的な学びであり、物事をさ

まざまな面から捉えて解決する力が身につくところに特徴がある。このような特徴

をしっかりと踏まえた番組で評価したい。各教科の関連性を示しながらさまざまな

知識を総動員して問題解決を図り、人の役に立つものを生み出して社会とつなげよ
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うとしていることがすばらしかった。ＳＴＥＡＭ教育は理数系の知識を活用して新

しい価値を生み出すことが本質だが、それを「ツクランカー」というタイトルで表

現したこともよかった。この番組を通して子どもたちの意欲が高まったとき、その

気持ちを途切れさせないことが重要になってくる。その意味で、ウェブ上でのコン

テンツ展開など、番組だけにとどまらない取り組みを期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＳＴＥＡＭ教育については「ツクランカー」のほかに、プ

ログラミング的思考を養う「テキシコー」という番組をＥテ

レで放送している。従来の教科の枠を超えて、子どもたちが

学びを深めることができる番組を今後も放送していきたい。

頂いた意見は参考にさせていただく。 

 

○  ハートネットＴＶ「あがるアート」シリーズを見ている。全国の福祉事業所の先

進的な事例を取り上げており、とても参考になる。１月１１日(月)の「あがるアー

ト（３）アートが地域の風景を変えた！」では鹿児島県の福祉事業所を取り上げて

おり、設立からの歴史がよく理解できた。障害者支援センター施設長である福森伸

さんの、ものづくりで彼らの内面が見える。僕たちはまだこの人たちが持っている

ものの１０％しか引き出せていないという趣旨のことばで番組を締めくくってい

たこともよかった。 

 

○  １月１２日(火)と１月１３日(水)に放送されたハートネットＴＶ「施設で育った

若者たちは今（１）寄る辺なき孤独とコロナ」と「施設で育った若者たちは今（２）

ｗｉｔｈコロナ時代のケア」を見た。施設で育った子どもたちは１８歳になると社

会に出ることになるが、新型コロナウイルス感染拡大下であるうえに頼れる人もお

らず、苦境に立たされていることがよく理解できた。インターネットなどを通して

お互いに励まし支え合いながら生きる若者たちの姿に感銘を受けた。日本の未成年

者に対する支援策は、家族がいることを前提にしているものが多いと思う。本当に

必要としている人たちに支援の手が差し伸べられていないという実態を明らかに

した、意義のある番組だった。 

 

○  「１００分ｄｅ名著」を見ている。１２月はピエール・ブルデューの「ディスタン

クシオン」、１月はカール・マルクスの「資本論」を取り上げていた。月ごとに１

つの本を取り上げ、専門家が解説しながら読み解いていく内容で、落ち着いた雰囲

気でとても良質な番組だ。その分野の専門家が読んでも難解と思える内容を分かり

やすく伝えており、とても勉強になる。近年、学術的な本が一般に読まれなくなっ
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てきたと感じているが、この番組で丁寧に取り上げていることはとても意義がある

ので、今後も継続してほしい。一方で、自然科学系の本を取り上げることが少ない

ので、人文科学系の本とのバランスに配慮してほしい。 

 

○  １２月２８日(月)のＢＳ１スペシャル「良心を束ねて河となす～医師・中村哲７

３年の軌跡～」(ＢＳ１ 後 9:00～9:50、10:00～10:49)を見た。中村さんの７３年

の生涯を知ることができる番組だった。人々を救うということは、地域にあるもの

を生かして、その背景にある貧困を無くすことだということがよく理解できた。中

村さんに関する過去の映像を数多く伝えていたことも評価したい。北九州で過ごし

た青年時代が中村さんの信念に影響を与えたこともよく伝わってきた。人間のすば

らしさや良心が持つ力に触れることができ、救われる思いだった。このような番組

を総合テレビでも放送してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＢＳ１ではさまざまな分野で活躍する人々の人生に焦点を

当てたドキュメンタリーを数多く放送しており、波の大きな

柱として位置づけている。このような番組を大切にしながら、

新たな番組の開発にも力を入れていきたい。頂いた意見は参

考にさせていただく。 

 

○  １月５日(火)と６日(水)のＢＳ世界のドキュメンタリー「ＲＢＧ 最強の８５

才」（前編）（後編）を見た。アメリカ連邦最高裁の判事を務めたルース・ベイダー・

ギンズバーグの人生を余すことなく伝えており、とても見応えのある番組だった。

法曹界におけるたぐいまれな実績はもちろん、日常生活のエピソードからも彼女の

人間性がよく理解できた。このような良質なドキュメンタリーは未来を担う人材を

育てることにつながるので、今後も積極的に放送してほしい。また、ＮＨＫにもこ

のような番組の制作を期待したい。 

 

○  １月６日(水)の千鳥のスポーツ立志伝「“美しすぎる”跳躍～パラ陸上・中西麻

耶選手～」を見た。中西選手は努力家で、個性が強い選手として知られている。心

理士カウンセラーの小高千枝さんが中西選手にアドバイスをしており、中西選手に

とってもさらに成長するきっかけになる番組だったと思う。「千鳥のスポーツ立志

伝」は笑いを交えながら選手の競技スタイルを解明するとともに深層心理にも迫っ

ており、興味深い番組だ。今後もさまざまなアスリートを取り上げていってほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 
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  「千鳥のスポーツ立志伝」はさまざまなスポーツで活躍す

る選手たちの魅力を伝える番組だ。今後も選手たちへの敬意

を大事に番組を制作していきたい。 

 

○  １月１１日(月)の「ラグビーの熱狂 ふたたび！ ２０２１ トップリーグ開

幕」(ＢＳ１ 後 8:00～8:50)を見た。新型コロナウイルス感染拡大の影響で結果的

に開幕が延期になってしまったものの、ラグビーの魅力を伝えることで、トップ

リーグ開幕を盛り上げようとする意欲的な番組ですばらしかった。日本中が熱狂し

た２０１９年のラグビーワールドカップに出場した田村優選手と田中史朗選手が

出演し、当時のエピソードや反省点を語っていたこともよかった。今シーズンから

世界で活躍する一流の選手がトップリーグに参加することが紹介されており、日本

のラグビーのレベルが上がっていることを実感した。世界の一流選手たちとプレー

をすることで、日本の選手たちのレベルアップにつながるだろう。また、そのプレー

を見ることで若い選手たちもよい刺激を受けると思う。シーズンが始まる前に見ど

ころを分かりやすく伝える意義のある番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  日本のラグビーを盛り上げようと、大学ラグビーやトップ

リーグの関連番組を１２月から１月にかけて放送した。残念

ながらトップリーグの開幕は延期となったが、５月の日本選

手権もあるので、今後もラグビーの魅力を積極的に発信して

いきたい。 

 

○  ＮＨＫは新型コロナウイルスについてしっかりと取材を尽くし、事実に基づいて

情報を伝えている。新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けながらも前向きに取

り組む人々や企業など、明るい話題や元気の出る情報を発信していることも評価し

たい。 

 

○  新型コロナウイルスに関連した報道について、ＮＨＫは情報を伝える側の意識が

強すぎると感じている。正しさだけでなく、人々の感じている素朴な疑問を積極的

に取り上げ視聴者の思いに寄り添うことは重要であり、さらに工夫する余地がある

と思われる。今後の取り組みに期待したい。 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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２０２０年１２月ＮＨＫ中央放送番組審議会 

 

１２月のＮＨＫ中央放送番組審議会は、２１日(月)、ＮＨＫ放送センター（ウェブ開

催）において、１６人の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、「２０２１年度国内放送番組編集の基本計画(案)」の諮問にあたって

説明があり、審議の結果、中央放送番組審議会として原案を可とする旨、答申すること

を決定した。続いて、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、１月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長  國土 典宏（国立国際医療研究センター理事長） 

   副委員長  石戸奈々子（ＮＰＯ法人ＣＡＮＶＡＳ理事長） 

   委 員      秋田 正紀（(株)松屋代表取締役社長執行役員） 

石堂 真弘（全国農業協同組合中央会常務理事） 

今井  忠（ＮＰＯ法人東京都自閉症協会理事長） 

大川 順子（日本航空(株)特別理事） 

小沢 秀行（朝日新聞社論説副主幹） 

尾上  紫（日本舞踊家、女優） 

木村たま代（主婦連合会事務局長） 

栗原  友（料理家） 

佐倉  統（東京大学大学院情報学環教授／理化学研究所革新知能統合研究センターチームリーダー） 

柴田  岳（読売新聞大阪本社代表取締役社長） 

仲條 亮子（グーグル合同会社執行役員／ＹｏｕＴｕｂｅ日本代表） 

花岡 伸和（一般社団法人日本パラ陸上競技連盟副理事長） 

福井  烈（公益財団法人日本テニス協会専務理事） 

安河内賢弘（ＪＡＭ会長） 

 
 

（主な発言） 

 

＜２０２１年度国内放送番組編集の基本計画（案）について ～諮問～＞ 

 

○  「６．これからの社会を担う青少年や子どもの教育、健全な育成を支援」で「子

どもの知的好奇心に応え」とあるが、以前と比べて科学のおもしろさを伝える番組

が少なくなっているように感じている。日本は他の主要な先進国と比較して科学技
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術において後れをとっていると考えているので、番組の編成においてはこのような

点に十分留意してほしい。 

 

○  ６に「多くの人から期待が高い分野であり、放送とデジタルサービスを立体的に

連携させることで」という文言がある。「立体的に」が具体的にどういうことを示

しているのかが分かりづらい。また、「ＮＨＫは公共メディアとして」以降の文章

は内容や項目が多すぎるので、もう少し整理をしてほしい。「透明化」ということ

ばも意味が伝わりづらいので、表現を考えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  さまざまな放送波やインターネットサービスなどのツール

を組み合わせ、有効に連携させるという意味で「立体的」と

いうことばを使っている。また、番組の評価について分かり

やすく伝えるという意味で「透明化」という表現を使ってい

る。 

 

○  「立体的に」という文言は「有効に」といった表現にするなど、一般的なことば

にしたほうがよい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  指摘いただいた内容を踏まえ、検討させていただく。 

 

○  「５．多様な価値を認め、ともに生きる社会をめざした放送・サービス」には、

「障害のある人もない人も、どんなジェンダーの人も、そして国籍や年齢に関わり

なく、多様な人たちが、生き生きと過ごすことができる社会」とある。ＮＨＫは障

害のある人だけではなく、周囲で支えている人たちにもしっかりと寄り添っている

ので、そのような表現を加えてもよいと思う。 

 

○  各委員の意見を反映し、今回の原案はできている。必要な文言の修正については委

員長に一任いただくこととし、各委員の意見の趣旨が番組編成に生かされることを

前提に今回の原案を可とし、答申したいと思う。異議はないか。 

 

○  異議なし。 

 

○  原案を可とし、答申することにする。 
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（ＮＨＫ側） 

  答申いただき感謝申し上げる。中央放送番組審議会の答申

をいただいたので、「２０２１年度国内放送番組編集の基本計

画（案）」を経営委員会に提出し、議決を得たい。来年度の具

体的な番組編成を記した「編成計画」については、２月に予

定している審議会で報告させていただく。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １１月２２日(日)のＮＨＫスペシャル「ドラマ こもりびと」(総合 後 9:00～

10:13)を見た。ひきこもりの問題について多角的に伝えるキャンペーンのメインと

なるドラマだったと思う。厳格な父親役を武田鉄矢さんが演じ、優秀な長男と比較

されることでストレスを抱え、ひきこもりになった息子を松山ケンイチさんが演じ

ていた。７３分のドラマでありながら内容が濃く、俳優の演技もすばらしかった。

親子が会話をするきっかけがＳＮＳだったことも時代を映しており興味深かった。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「ドラマ こもりびと」を見た。息子と父親それぞれの暗たん

とした心境が約１時間にわたって繰り広げられ、ひきこもりを脱する突破口を見い

だすことがいかに難しいかが伝わってきた。俳優の演技がすばらしく、ドラマとし

て客観的に見ることができないほどの切迫感を覚えた。ひきこもり生活を送る息子

と厳格な父親のやりとりから、親子の心の動きが手に取るように伝わってきた。ひ

きこもりの問題の難しさや家族のあり方について深く考えさせられる印象深いド

ラマだった。 

 

○  １１月２９日(日)のＮＨＫスペシャル「ある、ひきこもりの死 扉の向こうの家

族」を見た。長年にわたるひきこもりの果てに死に至るという深刻な事態が全国で

起こっているが、そんなひきこもりの人たちの安否を確認している熱海市の職員を

取り上げていた。ひきこもりの人を孤独死させまいとする取り組みからは、緊迫し

た空気がとてもよく伝わってきた。心を打たれると同時に、何とも言えない、いた

たまれない気持ちになった。 

 

○  「＃こもりびと」プロジェクトについてだが、発達障害をもった人も、生きづら

さからひきこもり状態になってしまうケースが少なくない。ひきこもりの問題は社

会的にも大きなテーマで、ＮＨＫでもこれまでたびたび取り上げてきたと思う。今
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回はプロジェクトという形でこのテーマに焦点を当てたことを評価したい。ＮＨＫ

スペシャル「ドラマ こもりびと」もよかったが、実際にひきこもりの家族がいる

家庭では、番組を見ることをちゅうちょするケースもあると思う。その意味で、必

要としている人への情報の届け方の難しさを感じた。ひきこもりの問題は家族だけ

ではなく当事者の視点から考えることが重要だ。１１月２４日(火)のハートネット

ＴＶ「ひきこもり新時代２０１９（２）ひきこもり文学」や、１２月５日(土)のＥ

ＴＶ特集「ひきこもり文学」、そして１２月８日(火)のハートネットＴＶ「ひきこ

もりＶＲ 親子対談」はいずれも内容がすばらしかった。１２月９日(水)のクロー

ズアップ現代＋「“こもりびと”との対話▽７５００の声から探る希望の道」はラ

ジオカーで当事者を訪問して取材するというスタイルが画期的な試みだった。

「みんなでひきこもりラジオ」も担当している栗原望アナウンサーのインタビュー

に臨む姿勢がすばらしかった。当事者にみずからの思いを語ってもらっていたが、

重要なキーワードを数多く拾い上げていた。今後も視聴者の反響を受け止めながら

このテーマを取り上げ続けてほしい。 

 

○  クローズアップ現代＋「“こもりびと”との対話▽７５００の声から探る希望の

道」を見た。さまざまなきっかけからひきこもりになった人たちが出演していたが、

父親に無理やり学校に連れて行かれたことがきっかけでうつ病を発症し、１０年間

もひきこもってしまった女性のことばが印象に残った。世間体を気にする親の身勝

手な行動によって子どもの人生が狂わされてしまう事例が多いとのことで、やるせ

ない気持ちになった。ひきこもりの子を持つ親の気持ちや言い分についてもさらに

詳しく知りたくなった。栗原アナウンサーの声のトーンやインタビューは温かみが

あってすばらしかった。熱い思いを持って「みんなでひきこもりラジオ」に取り組ん

でいる栗原アナウンサーだからこそ、ひきこもりの当事者も心を開いて話をするこ

とができたのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ひきこもりの問題についてはこれまでもしばしば扱ってき

たが、今回はキャンペーンとしてさまざまな番組で多角的に

取り上げた。「クローズアップ現代＋」では栗原アナウンサー

がラジオカーで当事者を訪ね、それぞれの思いを語ってもら

うという形式でお届けした。テレビだけではなくラジオでも、

当事者や家族も含めた多くの人にさまざまな情報を届けたい

と考えている。今回、ひきこもりをテーマにした番組を多く

の視聴者に見ていただくことができた。人々の関心が高い

テーマでもあるので、今後も取り上げ続けていきたい。 
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○  １２月６日(日)のＮＨＫスペシャル「パンデミック 激動の世界（５）コロナ禍 

米中 新たな“冷戦”」を見た。さまざまな論点から多角的に伝えており、興味深

い内容だった。自国第一主義を突き進める米中の現状について、新型コロナウイル

ス感染拡大への対応やアメリカによる中国からの投資やＭ＆Ａを規制する動き、台

湾をめぐる両国の駆け引きといったさまざまな側面から伝えていた。パンデミック

の中にあっても存在する自国第一主義、そして国際秩序を構築することの難しさが

よく伝わってきた。さまざまな出来事における両国の駆け引きや思惑、本音や背景

などを知ることができ、理解が深まる番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ほぼ全編が海外の話題で、取材にはとても苦労した。新型

コロナウイルス感染拡大の影響で海外にロケに行くことがで

きないため、リモート取材と現地スタッフの協力で映像や情

報を集めた。海外で起こっていることを日本の視聴者にしっ

かり伝えたいと考えて制作した番組だ。 

 

○  １２月２０日(日)のＮＨＫスペシャル「パンデミック 激動の世界（６）“科学

立国” 再生への道」を見た。日本は世界と比較して新型コロナウイルスに関する

研究発表が少ないという紹介があった。１２月に亡くなられた元東大総長の有馬朗

人さんのインタビューが紹介されていたが、中国を知り、欧米を知る日本だからこ

そ科学立国になるべきだという趣旨の遺言のようなことばが胸に響いた。新型コロ

ナウイルスに有効な新薬につながる可能性がある研究について紹介されていたが、

いつの間にか大学における研究者のポストの数が少ないことや、科学者に対する支

援が少ないという話題に変わっていた。新薬に関する最新の情報をもう少し詳しく

伝えてほしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  若い研究者をどのように勇気づけるかということを考えて

制作した番組で、有馬さんがお亡くなりになる前にインタ

ビューを収録することできた。新型コロナウイルスの治療に

効果が期待される新薬の話題については、別の番組で改めて

取り上げたいと考えている。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「パンデミック 激動の世界」シリーズを毎回見ている。深い

考察や関係者へのインタビューの内容がすばらしいと感じている。ものすごい量の
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取材をした中から、放送されるのはごく一部分だと思うが、放送できなかった内容

もインターネットなどで発信するとよいと思う。 

 

○  １２月５日(土)のＮＨＫスペシャル「コロナ危機 女性にいま何が」を見た。新

型コロナウイルスの感染拡大によって深刻な影響を受けている女性の雇用や暮ら

しについて、当事者の声を丁寧に拾い上げて現状を伝えていた。自殺者が増えてい

ることなど、社会的に弱い立場にある人たちが新型コロナウイルスの感染拡大に

よってさらに追い詰められている実態を浮き彫りにした意義のある番組だった。日

本の女性が抱えている悩みは数多く、育児や介護、家庭内暴力など解決が難しい問

題ばかりであることがよく理解できた。一般的に男性の子どもに対する意識は女性

よりも低いと思われている。男性の意識改革が進まないと女性の悩みは解消に向か

わないのではないか。新型コロナウイルスの感染拡大によってこの問題がより顕在

化している今だからこそ、男性の意識改革が進むような番組を期待している。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「コロナ危機 女性にいま何が」を見た。新型コロナウイルス

の感染拡大によって職を失う人や自殺者が増えているという現実を丁寧に取材し

て伝えていた。シングルマザーに限らず、女性の収入が減ることで家庭が貧困に陥

るという例が紹介されていた。女性の危機は社会の危機だという紹介があったが、

そのとおりだと感じている。今回は女性に焦点を当てていたが、女性だけでなく、

社会全体の問題として新型コロナウイルスの影響についてしっかりと取材した良

質な内容だったと思う。なお、厳しい現実はよく理解できたが、この問題にしっか

りと向き合い、男女ともに満たされる社会を考えるような番組も期待している。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「コロナ危機 女性にいま何が」を見た。女性の危機は家族の

危機であり、社会の危機になることがよく理解できた。女性の危機が将来を担う子

どもたちにどのような影響をもたらすのかなど、女性だけではなく社会全体で考え

なければならない問題であることを強く感じさせる番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  番組は女性のプロデューサーやディレクターが中心となっ

て制作した。女性の活躍や雇用促進が推奨されているにも関

わらず、新型コロナウイルスの感染拡大によって真っ先に雇

用が失われているのが女性だという構造的な問題をしっかり

伝えることを目指した。女性の危機は社会の危機でもあるの

で、女性の問題というよりは社会全体でこの問題を共有し、

何らかの解決策を見いだせないかと考えた。解決策について
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は引き続き取材を深め、ニュースや番組で伝えていきたい。 

 

○  １２月１日(火)のプロフェッショナル 仕事の流儀「自分を拾う、夢を運ぶ～ゴ

ミ収集員・岳裕介～」を見た。新型コロナウイルスの感染が拡大する中、人々の生

活維持に欠かせない職業に就いている「エッセンシャルワーカー」に注目が集まっ

ている。今回扱っていたゴミ収集の仕事は日常生活を送る上で特に欠かすことがで

きない。ゴミ収集の現場で働く人たちが日々何を考え、どのように仕事をしている

のかについて伝えた意義のある番組だった。岳さんの効率を突き詰めた丁寧な仕事

ぶりに感心した。「プロフェッショナル 仕事の流儀」という番組コンセプト上、

どうしてもヒーローのように描かれてしまう部分はあったが、新型コロナウイルス

の感染拡大下の今だからこそ、非常に胸に響く時宜を得た番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  新型コロナウイルスの感染拡大下で「エッセンシャルワー

カー」がどのように働き、社会を支えているのかについてしっ

かり伝えたいと考えた。引き続き、社会を支えているさまざ

まな人たちを取り上げていきたい。 

 

○  １２月６日(日)のニュース「はやぶさ２ 帰還」(総合 前 2:24～2:40)を見た。

生中継をしており、「はやぶさ２」が大気圏に突入した映像が伝えられていた。そ

の事実を伝える速報スーパーが同時に表示されたが、この番組を見ている視聴者に

は不要だと感じた。 

 

○  １２月１４日(月)の【ストーリーズ】ノーナレ「ちょっとだけ聞いて」を見た。

「女性はこうあるべきだ」というような、世の中に刷り込まれた先入観をどうすれ

ば脱却できるのかについて、タレントのＳＨＥＬＬＹさんが飾らないことばで伝え

ていた。男尊女卑の考え方がいまだに残っている社会に対して問題提起する内容で、

共感した人も多かったのではないか。シンプルな演出で分かりやすく世の中にある

「刷り込み」について伝えておりとてもよかった。一方で、「ノーナレ」はナレー

ションやテロップによる直接的な演出が少ない番組だと認識しているが、今回は演

出の要素をいつもより強く感じた。「ノーナレ」特有のよさが薄れているように思

い、少し違和感を覚えた。 

 

○  １２月１８日(金)のフェイク・バスターズ「“選挙とフェイク”」を見た。アメリ

カ大統領選挙など、選挙に関するフェイク情報を取り上げていた。新型コロナウイ

ルス感染拡大の影響もあり、デジタル化が急速に進んでいるが、「フェイク・バス
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ターズ」はデジタル化について有識者の意見を知ることができるとても勉強になる

番組だと感じている。具体的な提言も数多く紹介されていた。さまざまな番組や

ツールを使い、有益な情報を世の中に伝えていってほしい。 

 

○  フェイク・バスターズ「“選挙とフェイク”」を見た。選挙をテーマに、アメリカ

大統領選挙のほか大阪都構想をめぐる住民投票など日本の話題も取り上げていた。

2021 年には東京都議会議員選挙や衆議院議員総選挙が予定されているが、選挙に

おけるフェイクニュースの問題は重要なテーマだ。「フェイク・バスターズ」は毎

回意義のあるテーマを扱っているので、この番組の可能性に期待したい。 

 

○  【連続テレビ小説】「エール」を見ていた。新型コロナウイルス感染拡大の影響

で東京オリンピック・パラリンピックが延期となり、撮影も中断されるなど大変な

苦労があったと思うが、結果的には新型コロナウイルスの影響に苦しむ視聴者に勇

気や希望を与えるドラマになったと思う。特に、主人公の妻である音が亡くなるま

でのシーンは演出がすばらしかった。最終回を出演者による歌謡ショーにしたこと

も斬新でよかった。 

 

○  【連続テレビ小説】「エール」を見ていた。とても良質なドラマで何度も感動し、

笑ったり泣いたりしながら楽しませてもらった。毎日の生活が少し明るくなるよう

な温かみのあるドラマだった。【連続テレビ小説】「おちょやん」も見ている。主人

公の子ども時代を演じている子役の演技がすばらしい。引き続き期待している。 

 

○  【連続テレビ小説】「おちょやん」を見ている。主人公の父親には育児放棄の傾

向があり、朝に放送するドラマとしては描写が重すぎて見ていられないこともあっ

た。当時のことを正確に描いているのだと思うが、もう少し配慮があってもよいと

感じた。 

 

○  ミニドラマ「悲熊」を見た。クスっと笑える息抜きになるようなドラマでよい。

一方で、不定期の放送であるためか次回の放送がいつなのか分かりづらい。他の番

組にも言えることだが、放送予定が決まったら視聴者に丁寧に知らせることを心が

けてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ５分間のミニドラマだったこともあり、周知が行き届かな

かった面はあると考えている。再放送も検討しているので、

頂いた意見は参考にしたい。 
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○  １２月１９日(土)のＥＴＶ特集「沖縄が燃えた夜～コザ騒動５０年後の告白～」

を見た。５０年前に現場で写真を撮っていたジャーナリストの吉岡攻さんが当時を

振り返りながら、コザ騒動の当事者たちにインタビューをするという内容だった。

数千人が関わったと言われるコザ騒動で、有罪判決を受けたのは４人だけだったが、

そのうちの１人である男性がぽつりぽつりとインタビューに答える姿に胸が締め

つけられた。当事者の証言をもとに、騒動の真実を記録した貴重な番組だった。こ

のような貴重な映像を記録として残すことはＮＨＫの重要な役割だと考えている。

５０年という節目でしっかりとこの事件を振り返ったことを評価したい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「ＥＴＶ特集」では９月にもコザの町の歴史を取り上げた。

５０年前の事件だが、しっかりと記録に残し、伝えることを

意図して制作した。 

 

○  １１月１１日(水)の沼にハマってきいてみた「テレビ初！大人気エンタメユニッ

ト“すとぷり”大特集！」を見た。次世代エンタメユニットの「すとぷり」を取り

上げていた。動画サイトの登録者数が 100 万人を超えているなど、かなりの人気を

博している。「沼にハマってきいてみた」を見れば、若い世代に人気のあるコンテン

ツの最前線が分かるのでとてもよい。「すとぷり」のようないわゆる「２．５次元」

は、日本ならではのアイデアだと思う。若年層に訴求することを目指すＮＨＫとし

てもよい取り組みだったのではないか。番組タイトルの「沼」ということばは多様

性の象徴であると考えることもできるが、周りと同じでなければならないという固

定観念からの脱却を促す番組だと感じている。 

 

○  １１月２９日(日)の競馬２０２０「第４０回ジャパンカップ」(ＢＳ１ 後 3:00

～4:10)を見た。レースは期待通りですばらしかったが、スタート地点の映像はピン

トが合っておらず残念だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  新型コロナウイルス感染防止対策で中継現場の要員を削減

するため、今シーズンの競馬中継は、主催団体から映像の提

供を受け、これにＮＨＫ独自カメラの映像を加えて行ってい

る。指摘の映像は提供映像で、独自のカメラにはスタート地

点を映せるものがなかったため、切り替えることができな

かった。頂いた指摘は今後に生かしていきたい。 
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○  １２月６日(日)に再放送されたＮＨＫスペシャル「沖縄戦 全記録」(ＢＳ１ 前

10:00～10:58)を見た。2015 年に放送されたものだが、とても良質な番組だった。

沖縄の悲しい歴史だけではなく、一般市民を殺してしまったアメリカ兵の心境も伝

えており、戦争の悲惨さを改めて感じさせられた。 

 

○  １２月６日(日)のＮＨＫスペシャル「世界は私たちを忘れた～追いつめられるシ

リア難民～」(ＢＳ１ 前 11:00～11:49)を見た。世界ではいまだに紛争が絶えない。

「沖縄戦 全記録」から続けて見たこともあって内容の理解が深まり、緊迫感を覚

えた。この２つの番組を続けて放送したことはすばらしい。ＮＨＫには過去に放送

した質の高い番組が数多くあると思うので、今後も効果的に編成していってほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  １２月６日(日)は夜１０時台にＢＳ１スペシャル「沖縄 

出口なき戦場」という「ＮＨＫスペシャル」と連動した新作

のドキュメンタリーを放送した。同番組が放送されるのを前

に、戦争や紛争に巻き込まれてしまう一般市民を描いたド

キュメンタリーを編成しようと考えた。今後もこのような番

組編成に積極的に取り組んでいきたい。 

 

○  １２月１２日(土)の球辞苑「～プロ野球が１００倍楽しくなるキーワードたち～

エラー」を見た。長い歴史があるプロ野球について、一つのテーマをとことん掘り

下げる番組だ。今回は試合では歓迎されない「エラー」に焦点を当てており、とて

も興味深かった。エラーはミスだと思われがちだが、積極的なプレーの中で生まれ

るよいエラーもある。プロの高度なテクニックから生まれるファインプレーとエ

ラーは紙一重であることがよく理解できた。さまざまデータから実際の選手の特徴

を導き出して伝えていたことも興味深かった。「球辞苑」はふだんあまりクローズ

アップされないマニアックなテーマを深掘りするというコンセプトがすばらしく、

プロ野球を観戦することがより楽しくなる番組だと感じている。 

 

○  １２月１３日(日)のランスマ倶楽部「レジェンド・瀬古利彦がランニングウォッチ

を体験！」を見た。手首につけるだけでランニング中の心拍数やピッチなどさまざま

なデータを測ることができる腕時計の活用法を丁寧に説明していた。瀬古さんが現役

時代のエピソードを交えながら道具の進化について語っていたが、とても興味深い内

容だった。どのスポーツ競技においても、ランニングは基本になるものだ。ランニン

グウォッチはコーチがいなくても自分のデータを簡単に得られるので、楽しむだけで
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はなく競技力の向上にも役立つと思う。新型コロナウイルス感染拡大の影響で体を動

かす機会が減った人も多いと思うが、運動を再開するきっかけになるような番組だっ

たと思う。ランニングは１人でできる運動であり、感染対策もとりやすいため、よい

紹介だった。また、ランニングマシンを使って正しいフォームを伝えていた点もよ

かった。 

 

○  １１月２８日(土)の「魔改造の夜 第２弾」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 7:30～8:59)を見た。

日常的に使う家電や子ども用のおもちゃなどを改造してその性能を競うという、一

見ばかばかしく思えることを一流の技術者たちが大真面目に取り組むことがなん

ともおもしろく、レギュラー化を期待したい。円盤形のお掃除ロボットを改造して

走り幅跳びのようにどれだけ遠くまで跳ばすことができるのかを競うパートと、太

鼓をたたくクマのおもちゃでどれだけ多くの瓦を割れるかを競うパートで構成し

ていた。お掃除ロボットの企画は本来の機能とのギャップがあったのでより楽しめ

た。改造する家電やおもちゃのアイデアを視聴者から募集してもおもしろいと感じ

た。 

 

○  「魔改造の夜 第２弾」を見た。６月に放送された「第１弾」に続き、今回もと

ても楽しい内容だった。「第１弾」に比べて細部まで工夫が行き届いておりよりよ

い番組になっていた。ベンチャー企業、町工場、大企業の３チームが競うという構

図がとてもよく、それぞれのチームの個性がよく表れていた。女性のエンジニアが

活躍する場面も数多く紹介されていた。理工学系の分野で、日本は女性研究者の割

合がとても少ない。世界的にも同様の傾向はあるが、日本は特に女性の理工学離れ

が進んでいることが課題となっている。その意味でも、今回のような番組がよい影

響をもたらすことを期待したい。コンセプトがとてもよい番組なので、ぜひレギュ

ラー化を検討してほしい。時間をかけて制作している番組だと思うので、質が下が

らないように注意した上で長く継続してほしいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  技術者を応援することも番組の目的の一つだ。事前の準備

に時間のかかる番組であり、レギュラー化をすることは簡単

ではないが、技術者の協力を得ながら次回作を検討していき

たい。 

 

○  １２月９日(水)の英雄たちの選択「昭和の選択 太平洋戦争 東條英機 開戦へ

の煩悶（はんもん）」を見た。太平洋戦争開戦時の首相であった東條英機の首相就

任から開戦の上奏をするまでの約２週間について検証した内容だった。東條英機に
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ついては東京裁判の印象が強く、強硬な開戦派だと思い込んでいた。しかし、天皇

への忠誠心が強い東條をあえて首相に据えることで、天皇の意思であった戦争回避

の道を探ろうとしていたという事実にとても驚かされた。結果的には開戦を目指す

陸軍や世論を抑えることができず戦争を回避できなかったが、その裏にはさまざま

な物語があったことを再認識した。 

 

○  １２月１８日(金)の「生中継！ガンダム動く」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 4:30～6:00)を見

た。実物大のガンダムが動く迫力ある映像に感嘆した。科学技術の発達に夢を持た

せてくれる内容で、日本が世界に誇る技術者たちをここまで熱狂させるガンダムの

魅力にも改めて驚かされた。ガンダムが動くまでのストーリー設定もすばらしかっ

た。ポップカルチャーと技術力という、日本が世界に誇る２つの魅力を融合させた

試みだと感じた。新型コロナウイルス感染拡大下であるからこそ、夢のある瞬間を

ＮＨＫが生中継したことに意義がある。今回は歩いたわけではないが、仮に歩かせ

たり空を飛ばしたりするためには、さまざまな法律上の壁があると思われる。高い

技術によって可能になることがあっても、法律によって実現できないことはあるだ

ろう。社会という側面から技術革新を掘り下げることも重要だ。 

 

○  １２月１９日(土)の決戦！関ケ原「空からスクープ 幻の巨大山城」(ＢＳﾌﾟﾚﾐ

ｱﾑ 後 9:00～10:59)を見た。最新の研究による検証とドラマで構成されていた。航

空レーザー測量の結果などをもとに、地形の赤色立体地図を作り、城跡などかつて

そこに存在していたものを浮き彫りにしていた。関ヶ原の戦いについての通説を再

検討する内容だった。合戦の歴史は勝者によって都合よく伝えられていくことが多

く、データの解析によって新しい側面が見えてくることはとても興味深い。このよ

うな手間やコストがかかる科学的な検証番組はＮＨＫならではのものであり、今後

もさまざまな試みをつづけてほしい。 

 

○  みんなでエール「世界を応援しよう！」を見た。２分のミニ番組だが、「世界を

応援しよう！」プロジェクトと連動した企画でとてもよい。新型コロナウイルス感

染拡大の影響で開催が延期になった東京オリンピック・パラリンピックに向け、ホ

ストタウンになっている自治体がどのような活動で大会を盛り上げようとしてい

るのかなど、前向きな内容に元気をもらっている。大会ボランティアや都市ボラン

ティアの人たちの現状や活動も紹介してほしい。 

 

○  年末年始の番組編成についてだが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で今年度

は再放送の比率が高いのだろうか。どの程度番組編成に影響があるのか知りたい。 
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（ＮＨＫ側） 

  新作と再放送の比率は例年と大きく変わらない見込みだ。 

 

○  ＮＨＫプラスクロスＳＨＩＢＵＹＡで実施されている「コロナ禍のクリエー

ション」を見てきた。新型コロナウイルスの感染拡大によって日常生活に制約があ

る中で、さまざまな表現を生み出し続けている人間の創造力に焦点を当て、リモー

トで制作されたさまざまなコンテンツを展示していた。新型コロナウイルスの感染

拡大によって、どのような新しい文化が生み出されるのか注目している。ＮＨＫは

リモートで制作したドラマなど、さまざまなチャレンジをしてきたと思うが、この

時代をしっかりと記録して後世に残すという役割も重要だと考えている。 

 

（ＮＨＫ側） 

  前回の審議会でいただいた海外ドラマの選定に関する質問

についてお答えする。質の高い良質な海外ドラマを提供する

ことは多様な文化や価値観を視聴者に届けるという意味で、

公共放送の大切な役割だと考えている。作品の選定にあたっ

ては世界のドラマの潮流や視聴者の好みなどを考慮し、多様

な作品を選ぶことを心がけている。番組を制作した国と日本

では文化や表現方法の違いがあるため、ＮＨＫで放送するに

あたっては不適切な表現がないかを確認している。例えば過

度な露出などがあった場合は必要に応じて制作元と交渉し、

作品性を損なわない範囲で映像を加工する場合がある。「グッ

ド・ファイト２」の第１回では、登場人物の回想の中でかつ

て恋人だった女性が服を脱ぐ短めのカットがあった。恋人で

あったという関係性を示すために必要なシーンであると判断

し、上半身にぼかしを加える形で放送した。今後も放送に際

しては不必要に過激なシーンはカットするなど、十分に配慮

していきたい。 

 

○  丁寧に回答して頂いたことに感謝する。海外ドラマを放送する際の表現について、

しっかりと検討されていることが理解できた。 

 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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２０２０年１１月ＮＨＫ中央放送番組審議会 

 

１１月のＮＨＫ中央放送番組審議会は、１６日(月)、ＮＨＫ放送センター（ウェブ開

催）において、１５人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、経営計画における「達成状況の評価・管理」(２０２０年度第２四

半期・７～９月)について説明があった。続いて、放送番組の種別および種別ごとの放送

時間(２０２０年４～９月分)についてと、２０２１年度国内放送番組編集の基本計画

(案)について説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、１２月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長  國土 典宏（国立国際医療研究センター理事長） 

   副委員長  石戸奈々子（ＮＰＯ法人ＣＡＮＶＡＳ理事長） 

   委 員      秋田 正紀（(株)松屋代表取締役社長執行役員） 

石堂 真弘（全国農業協同組合中央会常務理事） 

今井  忠（ＮＰＯ法人東京都自閉症協会理事長） 

大川 順子（日本航空(株)特別理事） 

尾上  紫（日本舞踊家、女優） 

木村たま代（主婦連合会事務局長） 

栗原  友（料理家） 

佐倉  統（東京大学大学院情報学環教授／理化学研究所革新知能統合研究センターチームリーダー） 

柴田  岳（読売新聞大阪本社代表取締役社長） 

仲條 亮子（グーグル合同会社執行役員／ＹｏｕＴｕｂｅ日本代表） 

花岡 伸和（一般社団法人日本パラ陸上競技連盟副理事長） 

福井  烈（公益財団法人日本テニス協会専務理事） 

安河内賢弘（ＪＡＭ会長） 

 
 

（主な発言） 

 

＜経営計画における「達成状況の評価・管理」 

（２０２０年度第２四半期・７～９月）について＞ 

 

○  ＮＨＫプラスに期待している。スマートフォンにおける利用者数について、アプ

リとウェブブラウザの利用比率はどうなっているか。 
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（ＮＨＫ側） 

  スマートフォンでのアプリとブラウザの利用比率はおおよ

そ８対１となっており、アプリの利用者が大半を占めている。 

 

○  インターネットサービスの質的評価と量的評価について、現在の指標は必要に応

じて見直すことも重要だと思われる。引き続き検討を重ねてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  インターネットサービスの指標については、2020 年度第１

四半期に従来の１７指標から現在の１５指標に変更した。経

営計画に基づき、ＮＨＫが重要と考えていることを指標にし

ている。時代の変化に伴い、ＮＨＫに求められることも変わっ

てくると考えている。指標については、引き続き検討してい

きたい。 

 

○  ＮＨＫのコンテンツを、若者を含む幅広い世代にどのように届けるかということ

は、重要な課題だと思われる。そのような観点も踏まえて指標については検討して

いってほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  量的指標については、基本的にはサイトへの訪問者数を基

準にしている。一方で、福祉系のコンテンツは訪問者数より

も滞在時間を、語学などの教育コンテンツについては、継続

的に利用されているかどうかを重視している。コンテンツの

内容によって、意識するデータを変えることが重要だと考え

ている。指標のあり方については、視聴者の声も聞きながら

引き続き検討していく。 

 

 

＜２０２１年度国内放送番組編集の基本計画（案）について ～予備審議～＞ 

 

○  2021 年度の各波の１日あたりの放送時間については今年度から変更がないとい

うことでよいか。 
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（ＮＨＫ側） 

  現段階では大きな変更はないと考えている。 

 

○  デジタル庁の新設が決まり、社会全体がデジタルトランスフォーメーションに向

かって動きだしている。このような動きに対するＮＨＫの姿勢が全体を通してもう

少し見えるとよいと思う。ＮＨＫは「あまねく日本全国において受信できるように

豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送を行うとともに、放送及びその受

信の進歩発達に必要な業務を行う」という二本柱があるからこそ、特殊法人として

受信料で成り立っていると考えている。前者の内容については編集の基本計画案か

ら読み取ることができたが、後者については少し言及が足りないと感じた。ＢＳ４

ＫやＢＳ８Ｋについては「編成の重点事項」として項目を立てていないとのことだ

が、技術革新が進んでいないようにも見受けられた。ＮＨＫの技術的な先進性とデ

ジタルトランスフォーメーションの進め方について、もう少し詳しく示すべきだと

感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫのデジタルトランスフォーメーションについて、項

目を立てて示しているわけではないが、「各波の編集方針」の

総合テレビの部分で触れている。デジタルトランスフォー

メーションの重要性は認識している。ＮＨＫの姿勢の示し方

については、検討させていただく。 

 

○  「編集の基本方針」の冒頭に、「新しいＮＨＫらしさの追求」という文言がある

が、「新しいＮＨＫらしさ」について具体的な内容を明示してほしい。「編集の重点

事項」の「３．あらゆるジャンルでＮＨＫらしい多彩で質の高いコンテンツを提供」

にも「新しいＮＨＫらしさを追求し」という文言があるが、内容の説明がないと意

図が伝わらないのではないか。また、「１．命と暮らしを守る放送・サービスで、

安全で安心な暮らしに貢献」の第１段落では新型コロナウイルスと自然災害につい

て述べられいるが、第２段落では災害時の取り組みしか言及されていない。新型コ

ロナウイルス感染拡大防止に向けた取り組みも、災害時の取り組みと同様にしっか

りと言及したほうがよいと思う。「６．これからの社会を担う青少年や子どもの教

育、健全な育成を支援」について、ＮＨＫにはＥテレという放送波があるが、新型

コロナウイルス感染拡大下における教育についても、ＮＨＫが果たすべき役割や貢

献できることは多いと思う。その意味で、「新たな時代の学びをサポートします」

という文言だけではあっさりしすぎていると感じた。教育のサポートについて、「各

波の編集方針」のＥテレの項目に記載するなど、もう少し重要性が伝わるようにし
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てほしい。また、「ふだん、ＮＨＫをご覧にならない人」という表現はやや直せつ

的だと思われるので再考してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「新しいＮＨＫらしさの追求」の内容が明示されていない

という指摘について、具体的に記載する方向で検討させてい

ただく。新型コロナウイルスの感染拡大下におけるＮＨＫの

取り組みについても、表現をいま一度検討し、趣旨がより伝

わるようにしたい。 

 

○  ＮＨＫが番組制作において時代に即した働き方改革を推進するということにつ

いても、「国内放送番組編集の基本計画」の中で触れるべきだと思う。また、「各波

の編集方針」のＢＳ１やＢＳプレミアムの項目に「１日２４時間を基本とします」

とあるが、１日２４時間の放送が不可欠だと考えているのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＢＳ１やＢＳプレミアムでの１日２４時間の放送について

は、自然災害などに備え、国民の生命財産を守るという意味

で必要だと考えている。 

 

○  2020 年度の編集の基本計画と比較して簡潔でわかりやすい文章になっていてよ

いと感じた。「新しいＮＨＫらしさの追求」も重要だが、「小さな旅」や「ニッポン

の里山 ふるさとの絶景に出会う旅」など、長年にわたって放送している良質な番

組もＮＨＫの重要な役割を果たしており、継続してしっかり取り組んでほしい。「編

集の基本計画案」には、その点について言及がないように思う。「２．コロナ後を

見据え、日本と世界の課題に向き合う情報を発信」の最後の段落に「双方向性を強

め、情報提供や番組への参加を積極的に進めます」とあるが、６についても視聴者

との双方向性や番組への参加が重要な要素になってくると考えている。また、６の

第３段落「子どもの知的好奇心に応え、豊かな心を育む、そして親子が安心して視

聴できる」という部分が「アニメ」を修飾しているように読めるため、違和感を覚

えた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「新しいＮＨＫらしさの追求」に関連して、長年にわたっ

て継続している番組も考慮してほしいという指摘を頂いたが、

そのような番組ももちろん「ＮＨＫらしさ」に含まれている。
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「新しい」ということばには、時代の変化に合わせて、豊か

なサービスを視聴者に届けたいという意味を込めている。表

現については、指摘を踏まえて検討させていただく。 

 

○  「編集の重点事項」の「５．多様な価値を認め、ともに生きる社会をめざした放送・

サービス」の内容に違和感を覚えた。「共生社会の実現」という表現について、一般

的な文章にするためにやむをえない部分もあるかもしれないが、「共生」は人間が生

きていくうえでの大前提だと考えている。もし、「共生」が日本社会に失われている

のであれば、共生社会の「再構築」や「再認識」という表現が望ましいと思う。また、

「障害のある人、ＬＧＢＴなど性的マイノリティの人、外国人、高齢者など多様な人

たち」とあるが、人間は本来それぞれ異なっており多様であるはずで、この表現だと

特徴のある人間だけが多様であるように読み取れてしまう。例えば、「障害の有無、

性別、生まれや育ち、年齢などの違いを持つすべての人たちが、生き生きと過ごすこ

とができる社会」というような表現にしてはどうか。「８．ウィズコロナを意識した

オリンピック・パラリンピック放送を実施」について、万一開催されなくなった場合

についての言及があってもよいと思う。 

 

○  「編集の重点事項」の８で、オリンピック・パラリンピックが開催されない場合

について具体的に書くことは難しいだろう。新型コロナウイルスの感染拡大下にお

いては、開催の中止も含めてさまざまな可能性があるので、状況の変化に合わせて

どのような編集方針にするのかについて盛り込むとよいと思う。「ＮＨＫ経営計画

（２０２１－２０２３年度）（案）」には、「新しいＮＨＫらしさの追求」として「職

員一人ひとりが創造性を最大限に生かせるスリムで強靭な組織」とある。ＮＨＫ経

営計画（案）の資料を見ると「新しいＮＨＫらしさ」の具体的な内容を理解できる

が、番組編成においてどのように「新しいＮＨＫらしさ」を感じてもらうのかにつ

いて、編集の基本計画の中で触れるべきだと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  オリンピック・パラリンピックが開催されなくなった場合

に編集方針がどのように変わるのかについて、あらかじめ表

現することは難しいが、指摘については参考にさせていただ

く。「新しいＮＨＫらしさ」の具体的な内容については「編集

の基本方針」の部分で表現したいと考えている。 

 

○  編集の基本計画のキーコンセプトとなっている「新しいＮＨＫらしさの追求」と

いう表現だが、具体的な内容がよく分からない。「ＮＨＫらしさ」とはどのような
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ものであるかを示したうえで、「新しいＮＨＫらしさ」を追求することで何がどの

ように変わるのか、しっかりと定義づけする必要があると感じた。「編集の重点事

項」の３でも「新しいＮＨＫらしさ」を軸にして編集方針を示しているが、その内

容が不明瞭なままで文章を読むと、「視聴者が喜ぶことであれば何でもやる」とい

うように読み取れてしまう。ＮＨＫが公共的な役割を担い、受信料を財源に番組制

作を行っているという観点で考えれば、ＮＨＫは民放が伝えきれないテーマや、社

会的に伝えなければならないテーマを率先して取り上げるべきだと思う。このよう

な「ＮＨＫらしさ」の基本的な内容を示さなければ、潤沢な予算を用いて何でもや

るという誤解を受けかねないのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「新しいＮＨＫらしさ」についてはいま一度検討し、文章

に反映させる。視聴者の幅広い関心に応えるためには、特定

のジャンルだけに偏ってはならないと考えている。また、公

共性という意味では、あらゆるジャンルに公共的価値がある

と捉えている。「編集の基本方針」では、多彩で質の高いコン

テンツを視聴者に届けるという意味で現在の表現にしている。 

 

○  「編集の基本方針」の第２段落は、「新しいＮＨＫらしさ」を追求するにあたり、

放送法に定められたＮＨＫの基本姿勢を確認した内容だと思う。放送法に「不偏不

党と自主自律を保障することによって、表現の自由を確保する」とあるように、Ｎ

ＨＫは公共放送として健全な民主主義の発達と文化の向上に寄与することが最も

重要であると考えている。「新しいＮＨＫらしさ」を追求するうえでも、根底にあ

る考え方を確保したうえで、時代の変化に合わせて多彩で質の高いコンテンツを提

供することを盛り込むとよいと思う。 

 

○  ＳＤＧｓや公平公正、共生社会、多様性など、さまざまな分野の重要なキーワー

ドを用いて編集方針が示されており感心した。一方で、やや総花的な印象を受けた。

あくまでも編集方針であるため、もう少し攻めの姿勢を打ち出してもよいと感じた。

具体的には、次の３点だ。まず、デジタルについての表現が弱いと思う。インター

ネットについて、ツールとして利用することを記載しているが、ＮＨＫがどのよう

にデジタルサービスに取り組んでいくのかについて示してほしい。次に、「編集の

重点事項」で質的、量的評価の指標を進化させ、番組やジャンルごとに的確に評価

することが示されているが、一般的にテレビ番組の評価は視聴率によって行われて

いると捉えられがちだ。しかし、ＮＨＫではさまざまな指標を用いて多面的な評価

をしている。番組をさまざまな側面からしっかり評価していることが伝わる内容に
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するとよいと思う。最後に、「編集の重点事項」の６に関し、未来を担う子どもた

ちの成長をどのように支援するのかについて、ＮＨＫの理念を示すと説得力が増す

と思う。 

 

○  「編集の重点事項」の３について、「インターネットサービスでは、付加価値の

ある情報を提供します」という表現があるが、「付加価値」について具体的な内容

を知りたい。インターネットサービスはとても重要で、放送とインターネットのさ

らなる連携に期待している。ＮＨＫのホームページについてだが、知りたい情報に

たどり着くことが難しいと感じている。良質なコンテンツを提供しているにもかか

わらず、見たい番組の情報が得にくい現状はとてももったいないことだと感じてい

る。インターネットサービスについてはもう少し具体的に記載してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  インターネットサービスの具体的な記載については検討さ

せていただく。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫのホームページには番組やニュースに関連したコン

テンツが数多くあるが、視聴者が知りたい情報に素早くたど

り着けることは重要だ。ホームページについては引き続き改

善に取り組んでいきたい。 

 

○  「編集の重点事項」の５は、マイノリティをキーワードに方針が述べられている

が、ジェンダーについてもう少し言及があってもよいのではないか。また、「放送

倫理やコンプライアンス意識を徹底し」という文言があるが、グローバルな視点で

より具体的な内容を記載したほうがよいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ５の中で「出演者の選定にあたっても、ジェンダーなど多

様性を意識する」と記載しているが、表現については検討さ

せていただく。 

 

○  世界経済フォーラムが公表している世界男女格差指数によれば、日本は欧米の先

進国と比較して格差の解消が進んでいない。表現についてはしっかり検討してほし

い。 
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○  デジタルサービスについて、インターネットも含めてしっかりと記述してほしい。

ＮＨＫプラスに関しては、「編集の重点事項」の「４．地域で制作されたニュース

や番組の全国発信を強化」に１か所記載があるだけだ。ＮＨＫオンデマンドなど、

さまざまなサービスがあるので、もう少し具体的な内容にしてほしい。また、ＳＤ

Ｇｓの考え方をＮＨＫの編集方針にどのように反映しているのか知りたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  指摘のように、ことばの定義や意味合い、そしてニュアン

スが重要なポイントだと考えている。ＳＤＧｓの考え方につ

いてもより伝わるような表現となるよう検討させていただく。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １１月１３日(金)の首都圏情報ネタドリ！「１０人に１人の男性が危機！？働き

盛りを襲う“パパうつ”」を見た。幼い子どもを持つ父親のうつについて取り上げ

ていた。育児のあり方は時代とともに変わっていくので、従来の常識が通用しない

ことも多い。一昔前は育児を担う母親を父親が支援するという構図だったが、現在

は父親も積極的に育児に関わっていることが多い。育児に対する考え方が大きく変

わっていることをしっかり捉えなければ、仕事と育児に忙殺される父親が母親の産

後うつと同様の状態になってしまうことがしっかりと伝わってきた。育児のあり方

が変わっていることを世の中に伝えることは重要で、少子化や虐待を防止する意味

でも引き続きこの問題を取り上げていってほしい。 

 

○  １０月２４日(土)のＮＨＫスペシャル「世界は私たちを忘れた～追いつめられる

シリア難民～」を見た。とてもショッキングな内容だった。レバノンに逃れている

シリア難民が、新型コロナウイルスの感染拡大や首都ベイルートの爆発事件によっ

て窮地に立たされていることが克明に伝えられていた。一家の稼ぎ手である兄を誘

拐され、臓器を摘出され、殺害されたことを涙ながらに語る１０歳の少女の姿に衝

撃を受けた。シリア難民の臓器が売買されているという事実も衝撃的だった。2008

年に採択された「臓器取引と移植ツーリズムに関するイスタンブール宣言」によっ

て臓器売買は大幅に減ったと信じていたが、現実を突きつけられた思いだ。臓器売買

はとても深刻で難しい問題だが、今後も番組で取り上げていってほしい。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「世界は私たちを忘れた～追いつめられるシリア難民～」を見た。

臓器売買は極めて深刻な問題だ。現地の映像はとても衝撃的だったが、重要な問題を
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地道に取材して伝えたことを評価したい。シリア難民の「世界は私たちのことを忘れ

ている」ということばがとても印象に残った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  視聴者からもさまざまな反響を頂いた。意見は番組担当者

に伝えるとともに、今後の取り組みについても考えていきた

い。新型コロナウイルスの感染拡大は社会的弱者に最もシワ

寄せがいくと言われているが、最も弱い立場にあるとも言え

る難民が窮地に陥っていることが生々しく伝わる番組になっ

たと考えている。 

 

○  １０月２５日(日)のＮＨＫスペシャル「パンデミック 激動の世界（４）問い直

される“あなたの仕事”」を見た。大手通信機器メーカーの賃金制度改革と、新型

コロナウイルス感染拡大下における総合病院の過酷な労働について伝えていた。二

つの異なる働き方を対比した意欲的な番組だと感じた。ただ、賃金制度改革の中で

使われていた「ジョブ型雇用」ということばの使い方にはもう少し気を配ってほし

かった。このことばの本来の意味を誤解している人も多いので、注意が必要だった

と思う。病院の経営について、従業員の賃金を下げなければ改善は難しいとされて

いたが、医療従事者が困窮している実態についての深掘りがやや不足していたと感

じた。番組の最後でもう少しはっきりと問題提起をしてほしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  今回の番組では「ジョブ型雇用」も含め、新しい働き方に

揺れる職場の実態から今問い直されている仕事の価値につい

て考えることをテーマとした。課題の掘り下げが不足してい

たという指摘については、今後の番組制作に生かしていきた

い。 

 

○  １０月３１日(土)のＮＨＫスペシャル「筒美京平からの贈りもの 天才作曲家の

素顔」を見た。とてもすばらしい番組だった。作曲家として「ＮＨＫ紅白歌合戦」

を支えた人物でもあったと思うが、筒美さんが歌謡界に残した功績をＮＨＫがまと

めて伝えたこと、そしてその内容に感動した。筒美さん自身の映像は紹介されな

かったにも関わらず、写真と音声だけでここまでの番組になることが、筒美さんの

すごさだと感じた。成功してもなお、時代が求める新たな楽曲を制作しつづけた筒

美さんの生き方に感銘を受けた。 
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○  ＮＨＫスペシャル「筒美京平からの贈りもの 天才作曲家の素顔」を見た。すば

らしい番組だった。なお、1994 年に発表された女性アーティストの楽曲が紹介さ

れたが、ほかにもっと有名な作品もあったように思う。名曲ではあるが、この曲を

選んだ背景についての説明がほしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  筒美さんの業績を紹介するうえで重要な作品であると考え、

指摘の楽曲を選んだ。放送時間の制約もあり、選曲について

詳細な背景まで盛り込むことは難しかったが、指摘は今後の

番組制作に生かしていきたい。 

 

○  １１月８日(日)のＮＨＫスペシャル「新型コロナ 全論文解読～ＡＩで迫る い

ま知りたいこと～」(総合 後 9:00～9:54)を見た。冬にかけて新型コロナウイルス

のさらなる感染拡大が予想されるので、関心を持って視聴した。新型コロナウイル

スの影響が長引き、危機感が薄れている人もいる中で、ＮＨＫが継続的に新型コロ

ナウイルスに関する番組を放送することには意義がある。新型コロナウイルスに関

する研究は日々進んでいるが、最新の研究成果をＡＩの技術を用いて客観的に分かり

やすく解説した番組ですばらしかった。ウイルスと湿度の関係や、マスクの効果につ

いて具体的に説明しており、とても興味深く参考になる内容だったと思う。なお、

司会で自身も新型コロナウイルスに感染した経験を持つ爆笑問題の田中裕二さん

の体験談をもう少し詳しく聞きたかった。今後も最新の情報を伝える番組を期待し

ている。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「新型コロナ 全論文解読～ＡＩで迫る いま知りたいこと

～」を見た。新型コロナウイルスに関連した約２０万本の論文について、ＡＩを用

いてその内容を分かりやすくかみ砕き、人々の生活に役立つ情報としてアウトプッ

トしていた。新型コロナウイルスについてだけではなく、さまざまな分野の論文を

ＡＩが読み解く時代になったと感じさせられた。専門的な内容を分かりやすく伝え

ることはＮＨＫの重要な役割だと思うが、技術革新によって伝え方も変わってくる

ことを示唆した、すばらしい内容の番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  視聴者が生活するうえで役に立つ情報をしっかり伝えたい

と考えて制作した。現在新型コロナウイルスの感染が再び拡

大しているので、引き続きこの問題を取り上げていきたい。 
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○  １０月２３日(金)のドキュメント７２時間「飲食店の厨（ちゅう）房機器 店主

たちの夏」を見た。飲食店向けの中古の厨房機器の専門店を舞台に、新型コロナウ

イルス感染拡大の影響で廃業に追い込まれた飲食店や、時代に合わせて業態を転換

しようと模索する飲食店など、さまざまな人たちの悲喜こもごもを映し出していた。

新型コロナウイルス感染拡大の影響を大きく受ける飲食業界の現実を、斬新な切り

口で伝えたすばらしいドキュメンタリーだった。 

 

○  １０月２５日(日)の目撃！にっぽん「どんな子も断らない～“障害児の学童保育”

の記録～」を見た。発達障害の子どもたちが通う施設の代表で、自身も発達障害の

子を持つ母親の活動を紹介していたが、現場の様子や課題をしっかりと映し出して

いた。出演者と制作者の信頼関係が映像を通してしっかりと伝わってきた。 

 

○  １１月６日(金)の時論公論「“２０５０年脱炭素社会”への課題」を見た。「時論

公論」は１０分という短い時間でさまざまな社会問題の全体像をつかむことができ、

とても参考になる番組だと思う。今回も、基本的な用語の解説や日本の電源構成、

技術革新の現状などについてとても分かりやすくまとめていた。視聴者が知識を整

理するうえでとても役立つ内容だったと思う。原子力発電の問題についても、改め

て考えを深めるきっかけになった。紹介された項目はいずれも重要なトピックであ

り、それぞれについて深く掘り下げた番組も期待している。 

 

○  １１月１５日(日)のダーウィンが来た！「素朴な疑問を取材班が徹底調査！」を

見た。視聴者から寄せられた、夜空に光る鳥に関する情報について真相を調査する

場面があった。どのような事実があるのかと興味深く見ていると、「解答は番組の

後半で」という案内があった。番組を引き続き見てもらう工夫なのかもしれないが、

とてもがっかりした。視聴者からの質問募集の案内も兼ねてこのような演出にした

のだと思うが、もったいぶった形にならないように、まとめて情報を伝えてほし

かった。 

 

○  １１月１日(日)の海外ドラマ「アンという名の少女」の最終回を見た。シーズン

１の最終回だったが、次につながる終わり方をしていたので、シーズン２もぜひ放

送してほしい。 

 

○  海外ドラマ「グッド・ファイト２」を見た。露出が激しいシーンが多く、映像に

一定の配慮はなされていたが、ややショックを受けた。ＮＨＫではこのような

シーンを放送することについて、どのように判断しているのか。 
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（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫの放送ガイドラインには「常に品位と節度を心がけ、

視聴者に不快感や苦痛を与える内容、場面は避ける」という

記載があり、それに基づいて番組を放送している。 

 

（ＮＨＫ側） 

  頂いた質問については次回の審議会でお答えする。 

 

○  １１月１４日(土)のＥＴＶ特集「サピエンスとパンデミック～ユヴァル・ノア・

ハラリ特別授業～」を見た。歴史学者で世界的ベストセラーの著者でもあるハラリ

さんが、学生たちに向けて困難な時代を生き抜く知恵について語っていた。とても

分かりやすい講義で、納得感の得られるすばらしい番組だった。人間が作り出した

ものは人間の力で変えられるという趣旨のハラリさんのことばに共感を覚えた。 

 

○  １１月１日(日)の「第９５回全日本テニス選手権 女子シングルス・決勝」(Ｂ

Ｓ１ 前 11:00～後 1:18)を見た。新型コロナウイルス感染拡大の影響で大会規模が

縮小され、約１万人を収容できる会場に、観客がほとんどいない中での試合だった。

澤田彩香アナウンサーが実況を担当していたが、とても新鮮に感じた。解説も杉山

愛さんが担当しており、選手、審判、解説、実況が全員女性で、スポーツ中継の新

しい形を見た思いだった。観客の声援がなく、静かな環境での実況は難しかったと

思うが、澤田アナウンサーの実況は落ち着きがあり、とても心地よかった。 

 

○  １１月３日(火)に再放送されたＢＳ１スペシャル「ザ・リアル・ボイス ダイナー

からアメリカの本音が聞こえる２０２０」(ＢＳ１ 前 8:00～8:50、9:00～9:49)を

見た。異なる４つの都市のダイナーで、アメリカ大統領選挙の主要な争点について

人々にインタビューして本音を聞くという内容だった。このような番組を９９分に

わたって特集することは、ＮＨＫにしかできないと感じた。アメリカの選挙取材に

おいては、ダイナーでの取材が最も重要だと感じているが、この番組で伝えられて

いたアメリカ社会の空気が、大統領選挙の結果でも示されたと感じた。とても参考

になる良質な番組だった。 

 

○  １１月８日(日)に再放送された大相撲どすこい研「第３回・はたき込み」(ＢＳ

１ 前 7:00～7:49)を見た。毎回一つのテーマに焦点を当てて大相撲の魅力を伝える

番組だが、決まり手の一つである「はたき込み」について、データを用いながら深く

掘り下げていたことに感心した。実際の取組の映像を活用しながら、はたき込みを

得意としていた元力士や現役力士から思いがけない本音をうまく引き出していた。
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大相撲を観戦する際の新たな視点を与えてくれるとても興味深い番組だった。 

 

○  １１月９日(月)のスポーツ×ヒューマン「男子に勝つ それがカッコイイ ボー

トレース・大山千広」を見た。ボートレースで男子に勝つというタイトルにひかれ

て視聴した。男性と女性が同じフィールドで戦うスポーツはとても少ないが、大山

選手は男子に勝つことを目標にすることでモチベーションを高め、自身の成長につ

なげていることがしっかりと伝わってきた。大山選手はこれまで女性選手が優勝し

たことのない大会で勝つことを目標にしているとのことだったが、彼女が高い目標

に挑戦する日々を丁寧に描いていたと思う。男女の違いを認め合い人として平等で

あるべきだという、スポーツにおける男女共存の正しく美しい姿が番組を通して伝

わってきた。 

 

○  １０月２２日(木)のゆうがたパラダイス「青山テルマのアフタースクールパラダ

イス」を聴いた。司会の青山さんとゲストのウエンツ瑛士さんが高校の文化祭での

一コマを即興で演じていた。ラジオらしくとても楽しい内容で、おもわず笑顔にな

る番組だった。 

 

○  １１月１４日(土)の「アニソン・アカデミー」を聴いた。先日亡くなられた筒美

さんを特集していた。リスナーの投票で、筒美さんが手がけたアニメソングをラン

キング形式で紹介していが、懐かしい曲ばかりですばらしい企画だった。ＮＨＫの

ラジオ番組は上品かつシンプルな演出で、紹介する音楽にも多様性があり感心して

いる。番組のタイトルも分かりやすいものが多く、とてもよいと思う。 

 

○  「アメリカ大統領選挙」の報道について、ＮＨＫは客観的かつ冷静に伝えていた

ことを評価したい。一般的な話になるが、今後ニュース報道に際しては、ファクト

チェックがより求められる時代になると感じた。 

 

○  ＳＮＳ上に「ＬＩＦＥ！～人生に捧げるコント～」の番組公式アカウントがある。

ＮＨＫがさまざまな情報をＳＮＳで伝えていることは、視聴者とのコミュニケー

ションの一つとしてとてもよい。番組に視聴者をいざなう意味でも、効果的な取り

組みだと思う。 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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２０２０年１０月ＮＨＫ中央放送番組審議会 

 

１０月のＮＨＫ中央放送番組審議会は、１９日(月)、ＮＨＫ放送センター（ウェブ開

催）において、１５人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、２０２０年度後半期の国内放送番組の編成について説明があり、２

０２１年度の番組改定とあわせて意見の交換を行った。続いて、放送番組一般も含めて

活発に意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、１１月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   副委員長  石戸奈々子（ＮＰＯ法人ＣＡＮＶＡＳ理事長） 

   委 員      秋田 正紀（(株)松屋代表取締役社長執行役員） 

石堂 真弘（全国農業協同組合中央会常務理事） 

今井  忠（ＮＰＯ法人東京都自閉症協会理事長） 

大川 順子（日本航空(株)特別理事） 

尾上  紫（日本舞踊家、女優） 

木村たま代（主婦連合会事務局長） 

栗原  友（料理家） 

佐倉  統（東京大学大学院情報学環教授／理化学研究所革新知能統合研究センターチームリーダー） 

柴田  岳（読売新聞大阪本社代表取締役社長） 

立野 純二（朝日新聞社論説主幹代理） 

仲條 亮子（グーグル合同会社執行役員／ＹｏｕＴｕｂｅ日本代表） 

花岡 伸和（一般社団法人日本パラ陸上競技連盟副理事長） 

福井  烈（公益財団法人日本テニス協会専務理事） 

安河内賢弘（ＪＡＭ会長） 

 
 

（主な発言） 

 

＜「２０２０年度後半期の国内放送番組の編成」および 

「２０２１年度の番組改定」について＞ 

 

○  新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに、地域情報の発信が強化されたとい

う説明があったが、とてもよい取り組みだと思う。「ＮＨＫ地域局発」や「列島ニュー

ス」は平日の日中に放送されているため、リアルタイムで見ることが難しい視聴者
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も多いと思うが、インターネットでの配信はあるのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「ＮＨＫ地域局発」と「列島ニュース」はＮＨＫプラスで

リアルタイムに視聴できるほか、放送終了後も一定の期間見

逃し配信で視聴することができる。 

 

○  ＮＨＫオンデマンドではどうか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫオンデマンドでは今のところ配信する予定はない。 

 

○  地域の情報こそ、全国や世界に向けて発信すべきだと思う。今後のインターネッ

トサービスの充実に期待している。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ９月２０日(日)のＮＨＫスペシャル「藤井聡太二冠 新たな盤上の物語」を見た。

史上最年少でタイトルを獲得するなど、驚異的な進化を遂げている高校生将棋棋士

の藤井聡太二冠の強さの秘密に迫っていた。他の棋士の証言や人工知能を使った指

し手の分析から、藤井二冠のすごさの一端を理解できた気がした。将棋の知識がな

い人にとっても分かりやすい内容で、良質な番組だった。藤井二冠は喜怒哀楽をあ

まり表情に出さないと思っていたが、８歳のときに出場した将棋大会で負けてしま

い、ひたすら悔し泣きしている映像に引きつけられた。藤井二冠の読みの深さにつ

いて、具体的なデータを基に裏付けており説得力があった。「人間は先を読むとき

に感覚で多くの手を切り捨ててしまうが、なるべく先入観を持たずにさまざまな可

能性を考えていければ」という藤井二冠のことばが印象に残った。人間の能力の可

能性を感じることができた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  藤井二冠については、プロ棋士になってすぐに公式戦で２

９連勝を記録したときにも「ＮＨＫスペシャル」で取り上げ

た。それから４年が経過し、取材を進める中で藤井二冠の驚

くべき強さが見えてきた。今回は、将棋についてあまり知識

がない人にも藤井二冠の能力や読みの深さが伝わるよう心が
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けた。 

 

○  ９月２７日(日)のＮＨＫスペシャル「パンデミック 激動の世界（３）停滞か変

革か 岐路に立つグローバル資本主義」を見た。新型コロナウイルスの影響を受け

て変革を迫られている企業や、経済成長を追い求めた結果、格差が広がっている実

態など、国内外の現状が多角的に取材されており、今回のパンデミックによってこ

れまでの経済活動が変わりつつあることがよく理解できた。今後はデジタルトラン

スフォーメーションが鍵になってくると感じた。また投資家が企業を長期的な視点

で捉え、従業員などの利害関係者に注目していることや、今後の成長分野として注

目される「グリーン・リカバリー」が紹介されたが、これはうれしく感じた。人類

の経済活動の仕組みが変わり、よりよい社会や明るい未来を想像することができた。

「豊かさのものさしを変えていく」ということばが印象に残った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ８月末に放送したＮＨＫスペシャル「パンデミック 激動

の世界」の第１回と第２回は、新型コロナウイルスの最初の

感染拡大への対応について検証することが主要なテーマだっ

た。シリーズの第３回以降は、多くの企業や関係機関を取材

し、現場が直面している問題をしっかり伝えることで、パン

デミックが社会に与える影響を浮き彫りにしたいと考えてい

る。今後も新型コロナウイルスによってもたらされたさまざ

まな課題について、多角的に取り上げていきたい。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「パンデミック 激動の世界（３）停滞か変革か 岐路に立つ

グローバル資本主義」を見た。力作で、とても良質な番組だった。タイの労働者や、

雇用を守ろうとする航空会社の取り組み、グローバル戦略を練るメーカーなど、取

材が尽くされており説得力のある内容だった。新型コロナウイルスの影響で世界に

何が起こっているのかという大局的な視点もあり感心した。一方で、デジタルト

ランスフォーメーションについての取り上げ方はやや楽観的だと感じ、疑問が残っ

た。新型コロナウイルスの影響による危機を乗り切る鍵としてデジタル化が重要に

なるという導入だったが、ウイルスなど関係なく今後デジタル化が重要になること

は誰もが感じていることだろう。デジタル化を進めた先に何があるのかについて、

マイナス面も含めてしっかり論じてほしかった。人類の豊かさについて、物に頼ら

ない新たな価値を見いだすべきだという話もあったが、極めて概念的であり、その

見方を支える部分が番組中に乏しかったため、若干飛躍した結論のようにも聞こえ

た。もう少し、その点を考察するパーツを前段に盛り込んでほしかった。 
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（ＮＨＫ側） 

  デジタルトランスフォーメーションについては、よい面と

悪い面の両面から描いたつもりだが伝わりにくい部分があっ

たかもしれない。頂いた意見は今後の番組制作に生かしてい

きたい。 

 

○  １０月４日(日)のＮＨＫスペシャル「ミラクルボディー 驚異の人体“超適応”

車いすレーサー タチアナ・マクファーデン」を見た。パラ陸上の女王であるアメ

リカのタチアナ・マクファーデン選手の強さの秘密や驚異的な身体能力について、

ハイスピードカメラなど最新の技術を用いて緻密に分析していた。厳しいトレー

ニングによって、選手の体内に新たな血管が開通するなど、驚くべき変化が起こっ

ていることがよく分かり、人体の可能性を感じることができた。「ミラクルボ

ディー」は記憶に残るすばらしいシリーズであるため、引き続き期待している。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「ミラクルボディー 驚異の人体“超適応”車いすレーサー タ

チアナ・マクファーデン」を見た。アスリートの肉体に注目し、さまざまなデータ

を根拠にとても分かりやすく伝えており興味深かった。番組に集中できるシンプル

な演出がとてもよく、パラリンピックへの興味が増すすばらしい番組だった。なお、

マクファーデン選手の年齢が紹介されていなかったが、必要な情報だったと思う。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「ミラクルボディー 驚異の人体“超適応”車いすレーサー タ

チアナ・マクファーデン」を見た。パラアスリートの身体能力を解明するという、

これまでにない視点の番組だったと思う。パラリンピックには「失ったものを数え

るな、残されたものを生かせ」という理念があるが、この番組では厳しいトレーニン

グによって残された身体の機能が発達する仕組みに脳の再編成が関係しているこ

とが明らかにされており、とても興味深い内容だった。幼少期を孤児院で過ごし、

厳しい状況を乗り越えてきたマクファーデン選手の人生は多くの人に希望を与え

たと思う。幼児期からの運動が成長後の運動機能に大きな影響を与えることは重要

な知見だ。これからもスポーツに取り組む子どもたちを増やすような、多くの人に

希望を与える番組を期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫスペシャル「ミラクルボディー」のシリーズは人体

の未知の可能性などについて、アスリートの肉体を通して考

えることをコンセプトにしている。引き続き、来年のパラリン
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ピックに向けて、さまざまな形で関心を高めていきたい。 

 

○  １０月１８日(日)のＮＨＫスペシャル「香港 激動の記録～市民と“自由”の行

方～」を見た。長期にわたって丁寧に取材したとても良質な番組だった。１年前は

民主化の動きに同情的だった人が、香港国家安全維持法が施行されたことで徐々に

考え方が変わっていく様子が興味深かった。考え方の変化が分かりやすく伝わるよ

うに、取材した日時をインタビュー映像に表示するとなおよかったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  香港の現状をしっかりと伝えることが必要であるという判

断から、今回の番組を制作した。頂いた意見は今後の番組制

作に生かしていきたい。 

 

○  ９月１５日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「力を合わせ、一歩、前へ～

労働組合運営・関根秀一郎～」を見た。世の中で注目を浴びることがあまりないと

思われる労働組合の役員を取り上げたことは意義がある。関根さんによって交渉が

うまく進んだ事例が紹介されていたが、実際はなかなか難しいのではないか。関根

さんの「１人の 100 歩よりも 100 人の１歩」ということばに共感するとともに、働

く人たちが意識を高め、良好な労使関係が築かれることの重要性を実感した。 

 

○  ９月２８日(月)の【ストーリーズ】のぞき見ドキュメント １００カメ「なんば

グランド花月・笑いの殿堂の舞台裏」(総合 後 10:45～11:15)を見た。新型コロナ

ウイルスによる影響で４か月間にわたる休演を経て再開した劇場に 100 台の固定

カメラを設置し、再開に向けた関係者の奮闘を描き出していた。劇場の人間模様な

ど、ありのままの姿が見えてきて、とてもよかった。さまざまな視点のカメラで同

時に現場を撮影する手法はとても興味深い。お笑いや音楽などの舞台芸術は新型コ

ロナウイルスの感染拡大により、最も打撃を受けた分野の一つだ。多くの劇場では、

いまだに収容人数を通常の半分程度に抑えており、出演者だけではなく照明や大道

具などのスタッフも含め、厳しい状況が続いている。このような状況下でも、関係

者たちが前向きに奮闘する様子を伝えたことに、意義があると思う。 

 

○  １０月４日(日)のダーウィンが来た！「最強の弱虫！？ ピラニアの真実」を見

た。一般的にピラニアは恐ろしい魚で、ウシなどの動物ですら一瞬で食べつくして

しまうように思われているが、実際はとても臆病で、群れていないと何もできない

ことが紹介されていた。意外な内容でとても興味深かった。科学的な知見によって

物事を別の視点から捉えることができるようになり、社会や自然に対する考え方が
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変わることがある。ピラニアについても、あるエピソードから恐ろしい魚であると

いう認識が広まってしまったが、この番組は実証的な実験で実際はそうではないこ

とを示していた。科学による視点の転換を示唆しており、奥深い内容だった。なお

「ダーウィンが来た！」では「命の尊さ」のようなコメントで番組をまとめること

が多いが、例えば人間が考える命の尊さと、数億個の卵を産む魚にとっての命の尊

さは全く意味が異なってくる。番組の内容はすばらしいので、最後のメッセージで

予定調和に陥ることのないよう、十分注意してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  番組のまとめ方についての指摘はしっかりと受け止め、今

後の番組制作に生かしていきたい。 

 

○  １０月５日(月)の鶴瓶の家族に乾杯「２０２０特別編 神木隆之介と愛媛スペ

シャル」を見た。通常は、笑福亭鶴瓶さんがゲストと一緒にぶっつけ本番の旅をし

ながら、地域に暮らす人々を紹介する番組だ。今回は、新型コロナウイルス感染拡

大の影響でロケや取材が難しいためか、スタジオにゲストを招き、これまでに放送

した内容をまとめた映像を見ながらトークをするという演出で番組が進行してい

た。過去に出演した家族がリモートで登場するなど工夫が凝らされていた。放送当

時は小学３年生だった女の子が現在では高校３年生になっているなど、番組の歴史

が感じられる感慨深い内容だった。このような地域の魅力を伝える番組は今後も継

続して放送していってほしいと思う。 

 

○  １０月５日(月)の逆転人生「コロナ新時代の先駆け旅館 逆転のヒントは“働き

方改革”！？」を見た。経営再建に奮闘する老舗旅館のおかみの取り組みを紹介し

ていた。老舗旅館の伝統的なサービスを改革するには大変な苦労があったと思う。

旅館の従業員の人間関係や職人のこだわりなどと正面から向き合い、乗り越えたこ

とに感心した。年中無休というこれまでの旅館の常識を覆し、休館日を導入するこ

とで利益率を上げるという経営戦略も時代に即していると感じた。老舗の伝統を守

りながらも変化を恐れず、従業員の満足度も考える姿は経営者として理想的で、示

唆に富んだ内容だった。 

 

○  逆転人生「コロナ新時代の先駆け旅館 逆転のヒントは“働き方改革”！？」を

見た。旅館に週３日もの休館日を設けるという発想は驚きで、刺激的な番組だった。

売上は落ちるものの、さまざまな経費を抑えることで利益率を上げ、無駄を省くア

イデアがすばらしく、経営を軌道に乗せるまでの流れがよく理解できた。「逆転人

生」は主人公がオリジナルな手法で逆境からはい上がる様子を分かりやすく伝えて



7 

くれるため、参考になる。新型コロナウイルスの影響で利用者が減少したことを逆

手にとり、その時々の状況に臨機応変に対応することが重要であることが分かる、

時宜を得た内容だったと思う。今後も行き詰まっている人にとって何かのきっかけ

を与えるような番組を期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

  新型コロナウイルスによる影響で行き詰まっている人々を

勇気づけるとともに、何かのきっかけを与えられるような番

組を今後も制作していきたい。 

 

○  １０月７日(水)の「新感覚！目線のぞきみバラエティー 目神サマは知ってい

る」(総合 後 7:30～8:15)を見た。目線を観察することで、プロとアマチュアの技

術がどのように違うのかについて分析しており、とても興味深い内容だった。人の

目線に着目して検証することで、プロの技術を科学的に理解できると感じた。 

 

○  １０月１１日(日)の日曜討論「不妊治療 保険適用 いま必要な少子化対策は」

を見た。不妊治療を特集したことは意義深い。５０歳まで不妊治療をしていた漫才

師の女性の経験談も有益な情報で参考になった。不妊治療に対する助成金のあり方

や保険適用の問題点など、さまざまな課題がしっかりと論じられていたと思う。女

性の社会進出が進み、多様性のある社会を実現するためには、金銭面だけではなく

職場の理解や、子育てをしやすい仕組みの整備が必要であることなど、重要な課題

を的確にまとめておりすばらしかった。引き続き、社会の意識を高めるような番組

を期待している。 

 

○  １０月１５日(木)の世界はほしいモノにあふれてる「ロンドン ＫＩＭＯＮＯス

ペシャル」を見た。おしゃれな印象の番組で、いつも楽しみに見ている。これまで

ＭＣを務めていた俳優の三浦春馬さんが亡くなられたことで番組がどのような形

になるのかと心配していたが、新しいＭＣに俳優の鈴木亮平さんを迎え、引き続き

番組が見られることに感謝したい。今回の番組はイギリスで注目を集めている着物

をテーマにしていた。ロンドンでは着物が自由な発想で着こなされ、現代のファッ

ションとして親しまれていることがわかり、刺激を受けた。黒の羽織をジャケット

のように着こなしていることなど、参考になるファッションが数多く紹介されてい

た。日本で着物のマナーやしきたりが大切にされていることは重要なことだが、こ

れまでとは違う形で親しまれる着物があってもよいと感じた。鈴木さんとＪＵＪＵ

さんが着物について語る場面から、番組の温かな雰囲気が伝わってきた。 
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○  「世界はほしいモノにあふれてる」は三浦春馬さんが亡くなられたこともあり、

番組がどのような形になるのか気にかけていた人も多いと思う。新しいＭＣの鈴木

さんが初めて出演した１０月８日(木)は生放送だった。鈴木さんが三浦さんとのエ

ピソードを語っており、前を向いて番組を続けていくという意志が伝わってくる、

とてもよい内容だったと思う。この番組はおしゃれな印象で参考になる話題も多い

ため、引き続き期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

  三浦春馬さんが亡くなられてから、三浦さんのファンの思

いや視聴者への伝え方などさまざまなことに心を砕いた。鈴

木さんが初めて登場した回では、視聴者にリアルタイムで出

演者や番組関係者の思いをしっかり伝えたいと考えて生放送

とした。多くの視聴者に評価いただけたものと感じている。 

 

○  １０月１７日(土)の有吉のお金発見 突撃！カネオくん「空き巣から守る強い味

方！カギのお金の秘密」を見た。お金を切り口に、さまざまなテーマを扱う番組だ。

今回は鍵に注目していたが、とても興味深い内容だった。空き巣の被害が最も多い

のは１０月だということに驚いた。被害の原因は鍵のかけ忘れが一番多いとのこと

で、この番組で意識を新たにした視聴者も多かったのではないか。ＳＮＳに鍵の写

真を掲載するだけでも、鍵番号からスペアキーを作ることができてしまうという紹

介があったが、このようなリスクを知らない視聴者も多いと思われるので、とても

よい紹介だった。ＳＮＳには軽い気持ちでさまざまな写真を掲載してしまうが、そ

のことによって何らかの被害を受けてしまう可能性があるという警鐘になってお

り、価値のある情報だった。一方で、最近は番組のテーマであるお金を切り口にし

た内容が減っていると感じている。 

 

（ＮＨＫ側） 

  さまざまなテーマについて、視聴者が分かりやすく理解で

きるように番組を制作している。お金についての視点が弱く

なっているという意見については、番組スタッフとしっかり

議論したいと思う。 

 

○  定時番組化された「列島ニュース」や「ＮＨＫ地域局発」はとてもよい取り組み

だと思う。全国に取材ネットワークを持つＮＨＫだからこそ実現できる番組で、こ

れこそが公共メディアの役割だと思う。「列島ニュース」については各地域放送局
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の昼のニュースを再構成して伝えているため、コンテンツの使い回しであるとかコ

スト削減の一環であると受け止める人がいるかも知れない。しかし、これからは

人々の地域への関心が高まってくると思われるので、今後もぜひ継続してほしい。

インターネットが普及し、地域のニュースはみずから情報を取りにいけばよいと考

える人もいるが、「列島ニュース」のような番組で各地の情報が紹介されたことを

きっかけにして地域の情報に興味を持つ視聴者も多いと思う。この意味でも、「列

島ニュース」や「ＮＨＫ地域局発」の放送時間や伝え方は工夫しつづけてほしい。

また、「列島ニュース」は大阪放送局から放送しているようだが、どのようなねら

いがあるのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「列島ニュース」は大阪放送局から各地の話題をタイム

リーに伝えるニュース番組で、地域情報の発信強化に加えて、

大阪放送局の機能強化もねらいの一つだ。例えば首都直下型

地震などが発生し、東京の放送センターから放送を出せなく

なった場合には大阪放送局が代替機能を果たすことになる。

万一の際の訓練の意味もあり、大阪放送局から放送すること

とした。 

 

○  土曜ドラマ「天使にリクエストを～人生最後の願い～」を見た。とてもよいドラ

マだったと思う。死を扱うドラマは暗い内容になってしまいがちだが、江口洋介

さんをはじめとする俳優陣の演技がすばらしく、重くなりすぎずハッピーエンドを

迎える展開がとてもよかった。 

 

○  「光秀のスマホ」を見た。「もしも明智光秀がスマホを持っていたとしたら」と

いう視点で歴史を描いており、斬新な切り口で興味深かった。細部まで作り込まれ

ており、踏み込んだ内容が刺激的だった。一方で、芸が細かいので、１度放送を見

ただけでは内容をすべて理解することは難しいと感じた。今後は、スマートフォン

で番組を見る人がさらに増えると思われるので、スマートフォンでの視聴を意識し

たコンテンツを増やしていってほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  新しい技術を使って、さまざまなことを試みながら取り

組んだ番組だ。スマートフォンでの視聴では確かに見づらい

面もあったと思う。頂いた意見は今後の番組制作に生かして

いきたい。 
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（ＮＨＫ側） 

  「光秀のスマホ」についてはＳＮＳでの発信も積極的に取

り組んでおり、動画もよく見られている。短編ドラマとＳＮ

Ｓを連動し、視聴者に楽しんでもらうことを目指したもので、

指摘を踏まえて今後も新しい挑戦をしていきたい。 

 

○  １０月１７日(土)のＥＴＶ特集「調査ドキュメント～外国人技能実習制度を追う

～」を見た。ベトナム現地の技能実習生の送り出し機関や厚生労働省を取材し、こ

の制度の問題点を深掘りしていたことを高く評価したい。日本にも実習生を支援す

る人がおり、制度に翻弄された実習生が工場に再就労することができたという話題

も紹介されるなど前向きな内容もあり、希望を持つことができた。新型コロナウイ

ルスの影響で収入が減り、実習生が野生のカエルを捕まえて食材にしているという

エピソードからは、この問題の深刻さが伝わってきた。引き続き、外国人技能実習

制度の問題を伝え続けてほしい。 

 

○  ９月２５日(金)に再放送された世界にいいね！つぶやき英語「驚き！パラスポー

ツ マーゴット・ロビー登場」を見た。ＳＮＳに投稿されたパラスポーツ選手の特

徴をユニークに表現しており興味深かった。英語を学びたい人も、パラリンピック

に興味がある人も、どちらも楽しめる良質な番組だった。一方で、パラスポーツに

おけるクラス分けの話題に関連して、腹筋がきかないはずの車いすの選手が、喜び

のあまりガッツポーズをしたというエピソードをゲストがおもしろおかしく語っ

ていた。スタジオで笑いも起きていたが、全く笑えない内容だった。クラス分けの

偽装はスポーツの高潔性を傷つける不正行為であり、パラリンピックを理解してい

れば問題がある発言だったと気づけたと思う。番組の制作にあたっては、内容に問

題がないかしっかりとチェックしてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  指摘は現場に伝えるとともに、今後の番組制作に生かして

いきたい。 

 

○  １０月３日(土)のズームバック×オチアイ 特別編「落合陽一 オードリー・タン

に会う」(Ｅテレ 後 10:00～10:49)を見た。筑波大学准教授の落合陽一さんと、新

型コロナウイルス対策を成功に導いた台湾のＩＴ担当閣僚であるオードリー・タン

さんの対談の様子を伝えていた。２人とも淡々とした語り口だったが、対談の内容

はとてもユニークで新鮮だった。人類の未来や政治経済などについて語っており、
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とても興味深い内容だった。タンさんが「人のチャーミングな部分はどこか」とい

う質問に対して「人は賢人、サピエンスですから、知恵です」答えていたことが印

象的だった。 

 

○  ズームバック×オチアイ 特別編「落合陽一 オードリー・タンに会う」を見た。

２人が対談する様子を淡々と伝える番組だったが、シンプルな演出でとてもよかっ

た。２人ともよい意味で未来を楽観的に捉えていることがとても印象的だった。新

型コロナウイルスについて、科学技術と身体の関係という捉え方で話を進めており

興味深かった。また、経済学者のケインズの予測について語る場面もあったが、過

去の考え方を改めて見直すことは重要で、とても参考になった。タンさんが台湾の

選挙での投票について語っていたが、興味深い内容だった。タンさんのような才能

溢れる若い人材が台湾では要職に就いている。国の規模が違うなど、さまざまな要

因があると思うが、日本の若い優秀な人材がさらに活躍するために何が必要かとい

う視点の番組も期待したい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「ズームバック×オチアイ」は落合さんの目を通して、未

来を見通すというコンセプトで継続してきた番組だ。今回は

オードリー・タンさんに貴重な話を聞くことができたため、

落合さんとの対談形式で特別編を制作した。興味深い内容の

対談をしっかりと伝えることを心がけた。頂いた意見は今後

の番組制作に生かしていきたい。 

 

○  １０月６日(火)のハートネットＴＶ「相模原事件から４年 “施設”ＶＳ“地域”

を超えて（１）“パーソナル”な暮らしをつくる」と１０月７日(水)の（２）「“と

もに暮らす”は実現できるか」を見た。重度の知的障害者の暮らしについて取り上

げた番組だった。障害者の中核問題に焦点を当てていたことを評価したい。視聴者

から番組に寄せられた投稿も多く、この問題に対する関心の高さもうかがえた。紹

介された投稿は、どれも現実的で鋭い意見だった。世の中には施設によい印象を持

たない人も多く、番組制作者の認識が試される難しいテーマだったと思うが、正面

から挑戦した勇気に敬意を表したい。障害者施設の仕事について、「やりがいを感

じられずに辞めてしまう人が多い」という率直な意見が紹介されていたように、施

設の仕事は気の持ちようで続けられるものではないと思う。また、重度知的障害者

が感じる住まいの心地よさは、世間の“常識”とはかなり違う。そういったことを

念頭に置いて、引き続きこの問題を取り上げていってほしい。 
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○  「浦沢直樹の漫勉ｎｅｏ」を見ている。漫画を制作する過程を固定したカメラで

撮影し、その映像を見ながら浦沢さんとゲストの漫画家が語り合う番組だ。プロの

漫画家が作品を仕上げるまでのプロセスをすべて公開し、漫画家自身が浦沢さんと

ともに客観的に作品を分析しており、漫画を学ぶうえでもとてもぜいたくな内容だ

と感じている。日本が世界に誇る漫画という文化を次の世代に伝えていくという熱

意や愛情が感じられてとてもよい。画面を分割するなど演出も工夫されており、別

の番組でも応用できると感じた。 

 

○  「ソーイング・ビー２」を見ている。洋服についてのさまざまな知見が盛り込ま

れており、毎回興味深く見ている。海外の放送局が制作した番組だが、視聴者にこ

びていない演出には好感が持てる。見ていてすがすがしい番組だ。 

 

○  ９月２８日(月)のスポーツ×ヒューマン「欧州で“生き残る”長谷部誠×岡崎慎

司×吉田麻也」を見た。海外のチームで長く活躍する３人の選手たちがリモートで

対談する模様を伝えていた。今回は司会者がおらず、選手たちの発言だけで構成し

ていた。じっくりと話をしていたためスピード感には欠けていたが、その分選手た

ちの本音を聞くことができ、興味深かった。日本のサッカーがレベルアップしてい

ることを実感した。３人の選手たちが海外でプレーしてきた経験や実体験を淡々と

語っており、日本人が海外で活躍するヒントがちりばめられていると感じた。全体

の情報量は限られていたもののとても奥深い内容で、貴重な番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  今回は３人の選手たちの率直な思いをそのまま伝えたいと

考えてあえて進行役を置かず、可能な限りシンプルな演出に

した。長谷部選手が司会の役割を担ってくれたことで、視聴

者に伝わりやすい番組になったと考えている。 

 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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２０２０年９月ＮＨＫ中央放送番組審議会 

 

９月のＮＨＫ中央放送番組審議会は、１４日(月)、ＮＨＫ放送センター（ウェブ開催）

において、１７人の委員が出席して開かれた。 

会議では、放送番組一般について活発に意見交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、１０月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長  國土 典宏（国立国際医療研究センター理事長） 

   副委員長  石戸奈々子（ＮＰＯ法人ＣＡＮＶＡＳ理事長） 

   委 員      秋田 正紀（株式会社松屋代表取締役社長執行役員） 

石堂 真弘（全国農業協同組合中央会常務理事） 

今井  忠（ＮＰＯ法人東京都自閉症協会理事長） 

大川 順子（日本航空(株)特別理事） 

尾上  紫（日本舞踊家、女優） 

木村たま代（主婦連合会事務局長） 

栗原  友（料理家） 

佐倉  統（東京大学大学院情報学環教授／理化学研究所革新知能統合研究センターチームリーダー） 

柴田  岳（読売新聞大阪本社代表取締役社長） 

立野 純二（朝日新聞社論説主幹代理） 

出口 治明（ライフネット生命保険(株)創業者／立命館アジア太平洋大学学長） 

仲條 亮子（グーグル合同会社執行役員／ＹｏｕＴｕｂｅ日本代表） 

花岡 伸和（一般社団法人日本パラ陸上競技連盟副理事長） 

福井  烈（公益財団法人日本テニス協会専務理事） 

安河内賢弘（ＪＡＭ会長） 

 
 

（主な発言） 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ８月２日(日)のＮＨＫスペシャル「沖縄“出口なき”戦場～最後の１か月に何が

～」を見た。戦争について、改めて深く考えさせられた。戦争を知らない世代に、

どのように戦争を伝えていくのかはとても重要な問題だが、やはり実際に体験した

人のことばを聞くことが大切だと感じた。７５年前の沖縄戦では多くの住民が犠牲
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になったが、関係者の証言をもとに住民たちの行動を分析して可視化しており、と

ても興味深かった。戦争を自分の事として考えるきっかけになるような番組だった。

轟壕に隠れていた住民たちが救出された映像は印象的で、恐ろしい敵であったはず

の米軍が捕虜になった住民の手当てをしていたことなど、新たな一面を知ることが

できた。今後も新しい資料や分析手法を用いて、戦争について伝え続けてほしい。 

 

○  ８月２日(日)のＮＨＫスペシャル「沖縄“出口なき”戦場～最後の１か月に何が

～」を見た。当時の状況がよく分かり、身につまされる思いだった。戦争を扱った

番組では、アメリカが保管している文書やデータが使われることが多い。歴史資料

を残すためには、公文書の管理など、記録を大事にする社会をつくることが重要だ

と感じた。記録を後世に残すことで、歴史を正しくとらえることが可能になると考

えている。 

 

○  ８月６日(木)のＮＨＫスペシャル「証言と映像でつづる原爆投下・全記録」(総

合 後 10:00～11:00)を見た。アメリカの原爆開発計画の現場責任者の手記や当時

の日本の指導者たちのインタビューをもとに、原爆が投下されるまでの一部始終を

伝えていた。トルーマン大統領が原爆投下を指示するまでの関係者とのやり取りに

は、改めて衝撃を受けた。また、当時の日本の指導者たちが危機意識に乏しかった

ことがよく分かった。当時の映像を効果的に使いながら、深い取材が尽くされたす

ばらしい番組だった。 

 

○  ８月１５日(土)のＮＨＫスペシャル「忘れられた戦後補償」(総合 後 9:00～9:59)

を見た。新型コロナウイルス感染拡大の影響で取材に制約もあったと思うが、それ

を全く感じさせないすばらしい番組だった。戦後補償は軍人・軍属に対して行われ

てきたが、旧植民地の軍人・軍属は対象から外された歴史についてもしっかり触れ

ていた。国家補償のありようについてきめ細かく紹介し、今に続く問題であるとい

う捉え方をしていたのはよい視点だった。戦争の歴史をどのように継承していくの

かはメディアにとって重要な課題で、ＮＨＫの今後の取り組みに期待している。 

 

○  ８月１６日(日)のＮＨＫスペシャル「アウシュビッツ 死者たちの告白」を見た。

同胞をガス室へ誘導する役割や死体処理などを担っていたユダヤ人の特殊部隊で

あるゾンダーコマンドの手記を通してアウシュビッツ強制収容所で起こった真実

に迫っており、その残酷さを再認識した。アウシュビッツで行われたことは理解し

ていたが、番組を通してさらにリアルに伝わり、改めて恐怖を感じた。ゾンダーコ

マンドの１人が生き延び、命をつないだ事実に少し救われた気持ちになった。彼は

生前ガス室での出来事を語らなかったとのことだが、今回発見された手記で実の娘
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が初めて当時の事実を知ったことに心を動かされた。 

 

○  ８月２９日(土)のＮＨＫスペシャル「パンデミック 激動の世界（１）『ウイル

ス襲来 瀬戸際の１３２日－前編－』」と８月３０日(日)の「パンデミック 激動

の世界（２）『ウイルス襲来 瀬戸際の１３２日－後編－』」(総合 後 9:00～9:54)

を見た。第１回では、１１年前の新型インフルエンザ流行時に示された提言が、ま

さに現在の新型コロナウイルスの流行で顕在化した課題を網羅している事実を知

り、この１０年間で全く対策ができていなかったことにがく然とした。第２回では、

新型コロナウイルスへの対応でひっ迫した保健所が国に体制強化の要望書を提出

していたことなど、想像以上に国との調整が難航していたことを知った。今後も医

療の観点だけでなく、経済の視点で捉えるなど、新型コロナウイルスについては多

角的に検証してほしい。少子高齢化や自然災害など、日本が直面しているリスクは

数多くあるので、さまざまな切り口の番組を期待している。 

 

○  ９月５日(土)のＮＨＫスペシャル「“最強”台風接近 どう守る 命と暮らし」を

見た。台風１０号が九州に接近する直前に放送していた。昨年の台風と比較するこ

とで、非常に勢力の強い台風であることを伝えていた。台風に備えるためにどの様

な行動を取るべきなのかがリアルに伝わってくる意義のある番組だった。視聴者が

過去の事例と照らし合わせて危機意識を持つことができる今回のような番組を今

後も期待している。 

 

○  ８月１０日(月)の「アファンの森よ永遠に～Ｃ．Ｗ．ニコルからのメッセージ～」

(総合 後 9:00～9:59)を見た。４月に亡くなった作家のニコルさんの森にかける情

熱に迫った番組で、ニコルさんの行動力に圧倒された。人間にとって本質的に大切

なことは何か、そして自然のありがたさなど、ニコルさんが残したメッセージが

しっかり伝わってくる番組だった。 

 

○  ８月１６日(日)のサザン特別ライブ２０２０「Ｋｅｅｐ Ｓｍｉｌｉｎ’～素晴

らしい明日を夢見て～」(総合 後 6:05～6:43)を見た。サザンオールスターズのメン

バーの思いや、音楽業界、医療従事者、そして社会全体に対する温かいメッセージ

が伝わってくる、とてもよい番組だった。新型コロナウイルスによってエンターテ

インメント業界は大打撃を受けたが、その中でも収益をあげているビジネスを取り

上げることで、多くの人たちに勇気を与えたと思う。年末の「第７１回ＮＨＫ紅白

歌合戦」も無観客で開催するとのことだが、大規模なホールを使う必要があるのか

など、音楽番組のあり方についても考えさせられた。エンターテインメント業界に

おけるデジタル化の流れは今後一気に進み、テレビ業界にも波及してくると思う。
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ＮＨＫの先進的な取り組みに期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

  今後どの様なスタイルで音楽番組を放送していくかについ

て、視聴者のニーズも見極めながら考え続けていきたい。 

 

○  ８月２０日(木)のフェイク・バスターズ「“ひぼう中傷”被害を減らすために」(総

合 後 10:00～10:30)を見た。ＳＮＳでのひぼう中傷の問題について、新型コロナ

ウイルス感染者へのバッシングや女子プロレスラーが亡くなったことなどの出来

事を踏まえた内容だった。具体的な事例を取り上げ、相談窓口の利用について紹介

するなど、視聴者にしっかり寄り添っていた。「ひぼう中傷が相次ぐなかでは、支

援のコメントがあるだけで救われる」というメッセージも、視聴者によいヒントを

与えていたと思う。一方で、深掘りが足りない部分も見受けられた。今後は、政府

や民間の取り組みを伝えるような番組も期待したい。また、ＮＨＫのホームページ

で番組について確認しようとしたが、あらすじのみで詳しい内容が掲載されていな

かった。関連番組のリンク先を表示していないなど、ホームページの作りが物足り

なかった。もう少し視聴者目線に立ってホームページを制作してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ホームページは改善を進めている最中だ。指摘も踏まえ、

引き続き視聴者本位のサービスとなるよう努力したい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ホームページに関して重要な指摘をいただいた。放送と連

動したテキストコンテンツや関連番組が有機的に結びつき、

ＮＨＫの番組をさまざまな形で視聴者に届けることが最終的

な理想だ。日々改善に取り組んでいきたい。 

 

○  ８月２４日(月)の「戦争童画集～７５年目のショートストーリー～」(総合 後

10:00～10:45)を見た。動く紙芝居を見ているようで、すばらしい内容だった。広

島の物語では地図や写真を用いて説明しており、当時の状況がよく伝わってきた。

俳優たちの真に迫る演技に引き込まれた。一方で、新型コロナウイルスの問題と関

連付けるためか、現代のドラマと戦争中のドラマをつなげる演出があったが、少し

違和感を覚えた。 
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（ＮＨＫ側） 

  ドラマの演出については、戦争を自分の事として考えてほ

しいという思いから工夫をした。いただいた意見は今後の番

組制作に生かしていきたい。 

 

○  ８月２４日(月)の戦後７５年特集「戦争童画集 ～７５年目のショートストー

リー～」を見た。広島と沖縄を舞台にしたショートストーリーの朗読劇を豪華な俳

優たちが演じていたが、当時の状況がとてもリアルに伝わってきて引き込まれた。

ただ、リアルであるために刺激が強く、子どもと一緒に見てよいものかとためらっ

た。戦争については世代を超えて伝えていかなければならないが、「子どもと一緒

に視聴できる番組」など、番組を見る前にある程度内容が分かるシステムがあると

便利だと思う。また、刺激の強い映像が放送される前に、テロップなどでことわり

を入れることがあるが、戦争の番組についてはどうなのだろうか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  テレビは放送であるという性質から、視聴者を特定して発

信する仕組みにはなっていない。時間帯ごとの主な視聴者層

はある程度推測できるが、幅広い視聴者に向けて番組を制作

している。子どもから大人まで理解していただけるように番

組を制作することが基本であると考えている。また、不快に

思う人がいると思われる映像については、事前にことわりを

入れることがある。 

 

○  ８月２６日(水)の歴史秘話ヒストリア「あざやかなり首里城」を見た。首里城は

昨年の火事で主要な建物が焼失してしまったが、琉球王国や首里城の歴史を振り返

ることで、首里城復元の本質的な意味を知ることができた。戦後に行われた「首里

城復元プロジェクト」の苦労もよく伝わってきた。正殿は 1992 年に復元されてい

たものの、首里城全体は３０年に及ぶ復元事業が完了したばかりだったとのことで、

いたたまれない気持ちになった。貴重な歴史遺産の保護に関して、注意喚起になる

番組だったと思う。 

 

○  ９月２日(水)の歴史秘話ヒストリア「危機は海からやってきた 蒙古襲来とペ

リー来航」を見た。とても残念な内容の番組だった。日本政府は 200 年以上続いた

鎖国をやめるという決断をしたが、それは阿部正弘が周囲の意見を聞いて巧妙な外

交を行ったうえで開国をしたというのが最新の学説だと認識している。一方で、こ

の番組では林大学頭に焦点を当てており、林大学頭がいかに頑張ったかという内容
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になっていた。誤りではないものの、林大学頭は国の意思決定をできる立場にな

かったはずで、違和感があった。歴史学の最新の研究成果を番組にも反映してほし

い。 

 

○  ９月２日(水)の歴史秘話ヒストリア「危機は海からやってきた 蒙古襲来とペ

リー来航」を見た。蒙古襲来とペリー来航が並列で紹介されていたことに違和感を

覚えた。内容も掘り下げが足りなかったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  頂いた意見は今後に生かしていきたい。 

 

○  ８月２８日(金)の「ＮＨＫニュース７」を見た。安倍首相の辞意表明に際して、

安倍政権がこれまで行った取り組みを総覧し、多面的に詳しく検証した内容で、見

応えがあった。外交の成果については新しい知識も得られ、有意義だった。一方で、

安倍政権の肯定的な面を中心に取り上げていた印象があった。批判をすればよいと

いうわけではないが、長期政権であったため、よい面も悪い面もあるだろう。失業

率などは改善したものの実質的に経済は回復していないとする専門家の意見もあ

り、国民の経済格差は拡大しているとも言われている。また、公文書の保存につい

ては適切に行われているとは言えないのではないか。この様な問題に触れていな

かったわけではないが、両論併記の観点からはバランスを欠いていたと思う。 

 

○  ９月１日(火)のクローズアップ現代＋「としまえん 最後の夏」を見た。市民の

日常や思いを丁寧に描いており、心に染み入る番組だった。ＮＨＫの番組制作力の

高さを感じた。 

 

○  ９月１日(火)のプロフェッショナル 仕事の流儀「不屈のレジェンド～プロ車い

すテニス選手・国枝慎吾～」を見た。パラアスリートが取り上げられたことに感激

した。国枝さんは北京パラリンピックで金メダルを獲得したほか、世界ランキング

１位やグランドスラム達成などの偉業を成し遂げてきただけではなく、肘のけがと

手術を乗り越え、いまだに好成績を残している選手だ。国枝さんの人生を厚みのあ

る内容でしっかり描いており、すばらしかった。今後もスポーツに限らず、障害の

ある方を「プロフェッショナル」で取り上げてほしい。 

 

○  ９月８日(火)のプロフェッショナル 仕事の流儀「内村航平、王者の決断」を見

た。オリンピックの連覇など輝かしい実績で史上最高の体操選手と言われる内村選

手について、東京オリンピックの出場が危ぶまれた時期から継続的に撮りためた
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インタビューをまとめて伝えていた。内村選手の心の動きや葛藤をうまく表現して

いた。深い内容の貴重なインタビューを通して、内村選手と制作スタッフの信頼関

係が伝わってきた。ＮＨＫならではの取材力が発揮されたすばらしい番組だった。 

 

○  ９月６日(日)の小さな旅「牛飼いたちの夏～兵庫県 新温泉町～」を見た。４代

にわたり牛と一つ屋根の下に暮らす老人の姿や、畜産について学ぶ地元の女子高校

生の姿から、地域の伝統文化を守ろうという思いがしっかり伝わってきた。地域の

人たちの営みを美しい映像で表現した、感動的な番組だった。 

 

○  ９月６日(日)のニッポンの里山 ふるさとの絶景に出会う旅「命にぎわう農家民

宿の里 石川県能登町」を見た。オーストラリア出身の料理人が経営する民宿につ

いて取り上げていたが、近所に住む農家とのつながりや里山での生活の様子は魅力

的だった。美しい映像がすばらしく、里山のよさがしっかり伝わってくる番組だっ

た。 

 

○  ９月１３日(日)の「ＮＨＫニュース おはよう日本」を見た。新型コロナウイル

ス感染拡大の影響で解雇されたにもかかわらず、自主退職の扱いとされてしまう外

国人技能実習生の問題を取り上げていた。外国人労働者にとって大変深刻な問題で

あるため、引き続きこの問題を取り上げ続けていってほしい。 

 

○  ７月２３日(木)のドラマ＆ドキュメント「不要不急の銀河」を見た。又吉直樹さん

脚本のドラマが制作されるまでを追ったドキュメンタリーと、制作されたドラマの

二部構成だった。新型コロナウイルスの感染が拡大するなかでのドラマ制作の様子

から、密閉・密集・密接の回避など、収録現場の苦労や緊張感がよく理解できた。

ドラマの監督が、この時期にドラマを制作する必要性を自問自答し、必死に取り組

む様子に共感した。プロデューサーが、「自分たちで決めたガイドラインを自分た

ちで守るのが理想」という趣旨のコメントをしていたが、これがいわゆる“ｗｉｔ

ｈコロナ時代”に必要なことだと感じた。ドラマについては、あるスナックを舞台

に、営業自粛を続けるべきか悩む店主とその家族やお客さんとの人間ドラマを描く

ことで、“ｗｉｔｈコロナ時代”の日常をうまく表現していたと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  密閉・密集・密接になりがちなドラマの制作現場において、

今後どうすればドラマを作り続けられるのかをスタッフ全員

で真剣に考えた結果、単に新型コロナウイルスを題材として

ドラマを制作するのではなく、ドキュメンタリーとドラマの
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両面で番組を制作することにした。 

 

○  ８月１５日(土)の【国際共同制作 特集ドラマ】「太陽の子」(総合 後 7:30～8:50)

を見た。戦争中に生きた３人の若者を描いたドラマだったが、科学者として爆弾を

開発することに葛藤する様子や、戦地へ赴く際に死を覚悟するシーンからは、苦悩

しながらも力強く生き抜いた当時の若者の姿がよく伝わってきて、心を揺さぶられ

た。平和を願いながら彼らを支える母親を演じていた田中裕子さんの演技がすばら

しく、ドラマが伝えたいことをうまく表現していたと思う。 

 

○  ７月２２日(水)のハートネットＴＶ「新型コロナと“貧困”」と８月９日(日)の

ＢＳ１スペシャル「仕事が消えた～コロナショック最前線～」(ＢＳ１ 後 8:00～

8:49)を見た。どちらの番組も、新型コロナウイルスの感染が拡大する中で、社会

的弱者の人たちが深刻な状況に陥っていることを分かりやすく伝えていた。この問

題は引き続き取材し、情報を発信していってほしい。 

 

○  ８月８日(土)のＥＴＶ特集「“焼き場に立つ少年”をさがして」を見た。亡くなっ

た弟を背負い焼き場の前に佇む少年の写真について多角的に分析していたが、取材

力と画像解析技術がすばらしく、感心した。当時の子どもたちの生活の様子もよく

伝わってきた。原爆孤児の悲惨な境遇だけでなく、当時原爆孤児を助けていた人た

ちの姿や米軍のカメラマンのことばに、人間の持つ良心が表現されていた。当時の

人々の生活を通して戦争の本質を伝えることに挑戦した、良質な番組だった。 

 

○  ８月８日(土)のＥＴＶ特集「“焼き場に立つ少年”をさがして」を見た。被爆後

の長崎で撮影されたとされる、弟の遺体を背負った少年の写真を最新の技術で多角

的に分析しており、当時少年が置かれていた状況や、写真を撮影した米軍のカメラ

マンの思いを汲み取ることができた。元原爆孤児の肉声は、後世に残すべき貴重な

証言であり、平和の尊さを改めて感じる番組だった。 

 

○  ８月１０日(月)のハートネットＴＶ「優生思想と向き合う 戦時ドイツと現代の

日本（１）『命を選別する政策』」を見た。戦時中のドイツで行われていた障害者に

対する強制不妊手術が、日本の旧優生保護法に影響を与えたことが紹介されていた。

この夏に旧優生保護法により不妊手術を強制された女性が、国に対して賠償を求め

る裁判を起こしたこともあり、日本社会における障害者差別について考える内容

だった。このような非人道的な歴史があったことに驚くとともに、深く考えさせら

れた。 
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○  ８月１３日(木)のＱ～こどものための哲学～「なんでお母さんは化粧をする

の？」(Ｅテレ 前 9:01～9:16)を見た。主人公のＱくんが抱いた不満に、ぬいぐる

みのチッチが対話をしながら考える番組だった。今回はなぜお母さんが化粧をする

のかという問いだったが、Ｑくんとチッチのやりとりに不快感を覚えた。Ｑくんの

物言いや考え方が極端で、気分が悪くなった。女性が化粧をすることは美意識の問

題であるにもかかわらず、それを哲学で片づけてしまうのはあまりにも安易だと感

じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「Ｑ～こどものための哲学～」は子どもの思考力をはぐく

む番組だが、より納得感が得られる内容となるよう、頂いた

意見は今後の番組制作に生かしていきたい。 

 

○  ８月１６日(日)のクラシック音楽館「いまよみがえる伝説の名演奏・名舞台」を

見た。ドイツに保存されている、高音質かつ高画像で撮影されたかつての名演奏を

最新のデジタルリマスター技術で修復し、再現していた。カラヤンやバーンスタ

インなど、名指揮者たちの名舞台を見ることができ、とても楽しめた。音楽番組で

あるためやむを得ないとは思うが、科学技術が名演奏の再現に貢献していることを

もう少し詳しく伝えてほしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  今回は４人の名指揮者たちの演奏を存分に楽しんでいただ

くために、過去の映像をどのようによみがえらせたのかとい

う技術的な面については必要最小限の紹介とした。科学技術

に焦点を当てた番組についても検討していきたい。 

 

○  ８月２４日(月)のハートネットＴＶ 古舘劇場ＳＰ！「１９６４東京パラリン

ピック」を見た。1964 年の東京パラリンピックを、古舘伊知郎さんが語りつくす

番組だった。「人の幸せは思い通りにいかないこととどう折り合いをつけるか」と

いう趣旨のことばがあったが、まさにパラリンピックの価値を示すものだと感じた。

新型コロナウイルスの感染拡大によって世界中の人々が制約のある中で暮らして

いる今だからこそ、すべての人たちの心に届く内容だったのではないか。古舘さん

のよどみない語り口からはパラリンピックに対する高いリテラシーを感じた。司会

者と番組制作者がしっかりコミュニケーションを取ることができたことで、すばら

しい内容の番組になったのだと感じた。 
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（ＮＨＫ側） 

  パラスポーツについては今後も番組で定期的に取り上げ、

来年の東京パラリンピックにつなげていきたい。 

 

○  ９月１０日(木)の世界の哲学者に人生相談「激論“公正な世界は、実現するか？”

～ロールズ」を見た。「公正な世界」とは何かについて考える番組だった。興味深

い切り口で、納得させられることもあった一方、掘り下げが足りない部分も見受け

られ、やや物足りないと感じた。 

 

○  ９月１３日(日)のサイエンスＺＥＲＯ「高専生がＡＩで起業！ディープラーニン

グコンテストの舞台裏」を見た。全国高等専門学校ロボットコンテストはＮＨＫが

先導したが、この番組を通してディープラーニングが重要な時代になったと感じた。

単に技術力を競うだけではなく、事業化した場合にどの程度サービスに多様性をつ

けるのかなどの点についても投資家目線で評価するコンテストで、企業家精神も問

われるところが現代的だと感じた。高専生の高い技術力と、それをビジネスに関連

付ける取り組みから、日本の明るい未来を予感することができた。引き続きこの分

野を盛り上げていってほしい。 

 

○  ８月１日(土)のＢＳ１スペシャル「コロナ新時代への提言２ 福岡伸一×藤原辰

史×伊藤亜紗」を見た。新型コロナウイルスの感染が拡大する中、人類が次に取る

べき選択について、生物学者、歴史学者、美学者それぞれの視点で議論しており、

深く考えさせられた。短期の視点で考えるのではなく、長い歴史の流れの中で人類

が過ちを繰り返さないことが重要であることに気づかされる、内容の濃い番組だっ

た。 

 

○  ８月３日(月)のＢＳ１スペシャル「１９４５ひろしまタイムライン もし７５年

前にＳＮＳがあったら」(ＢＳ１ 後 9:00～9:49)について、ＳＮＳで発信されたメッ

セージが差別を助長する可能性があるのではないかと話題になっていたが、問題が

あったとすれば、どこに問題があり、改善すべき点はどこにあると考えているか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「ひろしまタイムライン」は、被爆７５年を機に、戦争や

原爆の悲惨さや終戦直後の厳しい現実を、若い世代にも知っ

てもらうために広島放送局が始めた企画だが、番組の公式Ｓ

ＮＳの投稿の一部について「差別を助長しているのではない

か」という批判の声が寄せられた。ＳＮＳで情報を発信する
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際には、必要に応じて注釈を付けたり、出典を明らかにする

などの対応を取り、配慮に欠けたり、誤解が生じたりするこ

とがないように努めるとともに、全局的にも再発防止対策を

徹底していく。 

 

○  ８月１０日(月)から４回シリーズで放送されたＢＳ１スペシャル「コロナ危機 

未来の選択」を見た。著名な有識者が、新型コロナウイルスの影響で世界がどの様

に変わるのかについて語っていた。じっくり考えさせられるＮＨＫならではの番組

だった。今後もこのような番組を期待したい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  新型コロナウイルスについては、引き続きさまざまな番組

で扱っていく。視聴者の関心が高いテーマについては、今後

も多角的に伝えるとともに、ＢＳ１だけではなく地上波でも

展開していきたい。 

 

○  ９月６日(日)の大相撲どすこい研「第２回・立ち合い」(ＢＳ１ 後 11:00～11:49)

を見た。一つのテーマを深く掘り下げることで大相撲の魅力を伝える番組で、今回

は「立ち合い」を取り上げていた。過去の映像も効果的に使いながら、立ち合いの

「当たり」を切り口にするなど興味深かった。大相撲中継を見るだけでは気がつか

ないことを、データを分析することで詳しく説明していた点もよかった。元横綱、

稀勢の里の荒磯親方による解説は軽妙で、内容にも感心した。新型コロナウイルス

の感染拡大でスポーツの大会全般が中止や延期となる中、観戦するだけでは気がつ

かないことに焦点を当てた、すばらしい番組だった。 

 

○  ９月１３日(日)のＢＳ１スペシャル「世界同時ドキュメント 私たちの闘い 自

撮り映像でつづる危機の半年間」を見た。新型コロナウイルス感染拡大の状況下で

取材や移動に制約がある中、最新の技術を活用して新しい手法で制作したよい内容

の番組だと感じた。世界中の人たちが自ら撮影した映像が多く使われていたが、投

稿番組なのか、ＮＨＫが主体的に制作したドキュメンタリー番組なのか疑問に思っ

た。ドキュメンタリーだとすれば、どのような人物に自撮り撮影を依頼し、その映

像や内容の真実性をどのように担保したのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  今回は、番組の中でもコメントをしているように、一般の

人に投稿してもらった映像ではなく、ＮＨＫから出演者に依
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頼して各国の現場の映像を自ら撮影してもらった。ディレク

ターは現地に行けない状況だったが、現地のコーディネー

ターや取材スタッフを通じて出演者とコンタクトをとりなが

ら事実確認を行った。新型コロナウイルスとの共存が求めら

れる時代に、海外の情報を発信する新たな手法になり得ると

考えて番組を制作した。 

 

○  新型コロナウイルスについては、「ＮＨＫスペシャル」や「ＢＳ１スペシャル」

などで多角的に取り上げており、どれも内容がすばらしい。新型コロナウイルスに

ついては、正しい情報をさまざまな番組で繰り返し伝えてほしい。新型コロナウイ

ルスについて扱った「ＢＳ１スペシャル」についてだが、多くの人に見られている

のだろうか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  新型コロナウイルスを扱った「ＢＳ１スペシャル」は他の

テーマを扱った回と比較して総じてよく見られる傾向にあり、

好評意見を頂く機会も多いため、視聴者の関心の高さを実感

している。引き続き視聴者の関心に応える番組を放送してい

きたい。 

 

○  今年の「第７１回ＮＨＫ紅白歌合戦」は無観客で行われると発表されたが、「紅

白」が無観客になるという事実が、ショービジネスや劇場の運営に与える影響は小

さくないと思う。観客を入れて実施することがエンターテインメント業界の人たち

を勇気づけることにもつながると思うが、どのような判断だったのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  今年の「第７１回ＮＨＫ紅白歌合戦」は無観客で開催する

こととしたが、大変難しい判断だった。「紅白歌合戦」は、年

末の同じ時間を皆で共有し、この１年の歌や出来事を振り返

るというコンセプトで長年続けてきた番組で、歌手だけでは

なく、裏方のスタッフも含めると非常に多くの人が参加して

いる。いわゆる“３密”を避けたうえでどのようなことがで

きるのかなど、さまざまなことを考慮した結果、最終的に無

観客で行う判断となった。出演者やスタッフが新型コロナウ

イルスに感染することのないよう、感染防止対策を徹底した

うえで多くの視聴者に楽しんでいただける番組にしたい。 
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○  自民党総裁選挙のさなか、菅義偉官房長官が民放の番組で消費増税について発言

したことが話題になった。ＮＨＫのニュースでも取り上げていたが、民放で発言し

たことを伝えていなかったためか、やや分かりづらかった。菅官房長官の発言内容

や、どの様な文脈の中で語られたのかについて触れられておらず、ニュースの内容

が伝わってこなかった。日本のメディアは他のメディアが伝えたという事実を明ら

かにしないで報じる傾向があるが、ジャーナリズムの問題として、どのメディアが

どのように報じたのかを伝える文化を作るべきだと考えている。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ニュース報道に際しては、だれがいつ、どこでどのように

語ったかということが重要になるケースがある。内容によっ

ては報じたメディアを公表することも含めて検討していく。 

 

○  ＮＨＫプラスに期待している。最近、スポットなどでサービスの利用方法をＰＲ

しているが、さらなる普及促進のためにはよい取り組みだと思う。 

 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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２０２０年７月ＮＨＫ中央放送番組審議会 

 

７月のＮＨＫ中央放送番組審議会は、２７日(月)、ＮＨＫ放送センター（ウェブ開催）

において、１６人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、経営計画における「達成状況の評価・管理」（２０２０年度第１四

半期・４～６月）について説明があった。続いて、これでわかった！世界のいま「全米

に拡大するデモ 過激化のウラに何が？」を含む、放送番組一般について活発に意見の

交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、８月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長  國土 典宏（国立国際医療研究センター理事長） 

   副委員長  石戸奈々子（ＮＰＯ法人ＣＡＮＶＡＳ理事長） 

   委 員      秋田 正紀（株式会社松屋代表取締役社長執行役員） 

石堂 真弘（全国農業協同組合中央会常務理事） 

今井  忠（ＮＰＯ法人東京都自閉症協会理事長） 

大川 順子（日本航空(株)特別理事） 

尾上  紫（日本舞踊家、女優） 

木村たま代（主婦連合会事務局長） 

栗原  友（料理家） 

佐倉  統（東京大学大学院情報学環教授／理化学研究所革新知能統合研究センターチームリーダー） 

柴田  岳（読売新聞大阪本社代表取締役社長） 

出口 治明（ライフネット生命保険(株)創業者／立命館アジア太平洋大学学長） 

仲條 亮子（グーグル合同会社執行役員／ＹｏｕＴｕｂｅ日本代表） 

花岡 伸和（一般社団法人日本パラ陸上競技連盟副理事長） 

福井  烈（公益財団法人日本テニス協会専務理事） 

安河内賢弘（ＪＡＭ会長） 

 
 

（主な発言） 

 

＜経営計画における「達成状況の評価・管理」 

（２０２０年度第１四半期・４～６月）について＞ 

 

○  総合テレビについて、ニュースや後続の番組は好調だったようだが、スポーツ関連
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番組は競技が中止になるなど、新型コロナウイルスの影響を大きく受けた四半期だっ

たと思う。全般的に今期の夜間帯はよく見られており、「ＮＨＫプラス」も順調に利

用者が増えているが、利用者数の推移についてはどのように考えているか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「ＮＨＫプラス」の利用者数は増加しているが、増加率は

鈍化している。アンケートなどの調査結果から、「ＮＨＫプラ

ス」の存在を知らない視聴者がまだ数多くいると認識してい

る。引き続き認知度向上に努めるとともに、災害時の利便性

などをしっかり伝えることで利用者を増やしていきたい。 

 

○  「ＮＨＫプラス」をしばしば利用している。災害時に便利だというのはその通り

だが、見逃し番組配信などすべてのサービスを利用するためにはいくつかの手続き

が必要だと認識している。急に災害が起きた場合などにも利用しやすいよう、もう

少しシンプルな仕組みにできるとよいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「ＮＨＫプラス」を利用するためのハードルが高いという

声があることは承知しているが、なりすましを防ぐなど、セ

キュリティー対策などの観点から現在の仕組みにしている。

また、災害などの緊急時にはすぐに視聴できるような運用に

しているが、引き続きよりよいサービスとなるよう努力して

いきたい。 

 

○  「ＮＨＫプラス」の認知度がまだ低いとのことだが、今後どのような方法で周知

をしていくのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  周知の方法は大きく二通りあると考えている。一つは日常

的にＮＨＫを見ている視聴者に、放送を通じて丁寧に紹介し

ていくこと。もう一つは、ＮＨＫをあまり見ていない視聴者

に向け、ＳＮＳなどのツールを効果的に使って伝えていくこ

とだ。引き続き「ＮＨＫプラス」の認知度向上に取り組んで

いきたい。 

 

○  今期は新型コロナウイルスの影響を大きく受けたということだが、視聴者の関心
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が高いコンテンツが変化したことと、生活様式が変わったことが大きな要因だと思

う。テレワークも増え、人々が在宅している時間帯にも変化があった。さまざまな

要因が重なり、「ＮＨＫニュース７」や「ニュースウオッチ９」などがよく見られ

たのだと思う。新型コロナウイルスに対応した新しい生活様式が求められるなか、

これまでにない番組編成も検討できるのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  新型コロナウイルスの影響を受けて、ニュース番組への関

心が高まっているなかで、幅広い世代に受け入れてもらえる

ような伝え方を心掛けている。緊急事態宣言によって、不要

不急の外出を自粛する要請が出されたこともあり、生まれ

育った地域や隣接する県の情報に対する関心が高まっている

ことから、地域のニュースを全国向けに放送するなど、これ

まではその地域でしか見ることができなかった番組を全国の

視聴者に届ける取り組みも行っている。 

 

 

＜これでわかった！世界のいま「全米に拡大するデモ 過激化のウラに何が？」 

（総合 ６月７日(日)放送）について＞ 

 

○  議論に先立ち、論点を整理したい。この番組で、アメリカの抗議デモを扱った内

容とＳＮＳでの発信については、さまざまな意見がある。ＣＧアニメーションにつ

いては、「映像表現が不適切で、黒人をステレオタイプに描いており、差別を助長

しているのではないか」「問題のある表現を事前のチェックで見逃して放送したと

すれば、チェック体制に問題があるのではないか」といった意見のほか、「分かり

やすく伝えようとするあまり、結果として不適切な表現になってしまったのではな

いか」「ＳＮＳでアニメーションの部分だけを発信したために、番組で伝えた以上

に差別的な表現だと受け取った人が多かったのではないか」「この番組をよく見て

いる視聴者は、見慣れたアニメーションであったために違和感を覚えなかったので

はないか」といった意見がある。また、番組全体の内容については、「人種差別の

本質が経済格差にあるような伝え方をしていたが、誤りだと思う」「アメリカ建国

以来の奴隷制度の歴史について、もっと詳しく伝えるべきだった」「テーマの選定

はすばらしいが、これまでもやや危うい表現をしていると感じることがあった」「多

くの抗議デモが平和的なものであったのに、暴徒化が強調されすぎていた」「今後、

デリケートな問題を取り扱わないということにならないよう、批判に対して真摯
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（しんし）に向き合ってほしい」といった意見のほか、「それぞれのコーナーの内

容が深く取材されており、難しい問題を分かりやすく伝えている」「子どもでも理

解できるような伝え方をしており、とてもよい構成の番組だと思う」といった意見

があることを踏まえて、議論したい。 

 

○  ＣＧアニメーションだけが問題ではないと感じた。そもそも抗議デモを暴動の視

点でとらえたことが問題だと思った。分かりやすく伝えようとするあまり、説明を

誤ったのではないか。差別の問題を考えるときは、差別を受けている側の視点に立

つことが重要だ。それを多くの人々に伝えることはとても難しいが、ＮＨＫは弱者

の視点に立った報道を心掛けてほしい。 

 

○  ＣＧアニメーションだけではなく、解説者のコメントや抗議デモの映像もやや極

端だったと思う。差別の背景にある歴史についても、掘り下げが不十分だった。一

方で、７月２３日(木)のバリバラ「Ｂｌａｃｋ Ｌｉｖｅｓ Ｍａｔｔｅｒ、そし

て日本は」では、この問題について、すべて分かったような構成ではなく、多様な

視点で伝えておりすばらしかった。当然のことながらストーリーありきで考えるの

ではなく、事実を描くことが重要だと感じた。 

 

○  今回は人種差別の問題がテーマとなったが、このほかにもさまざまな差別がある。

全ての差別の問題は、本質的には似た構造になっていると思う。知らず知らずのうち

に作り上げられてしまった常識によって、差別と差別でないことの境界が分かりにく

くなっている。そして、誰もが加害者にも被害者にもなりうる構造が社会に出来上

がっていると思う。ＮＨＫは公共メディアとして、構造的な問題や歴史的な背景など、

さまざまな要因に常に感覚を研ぎ澄ませる努力をしてほしい。 

 

○  「これでわかった！世界のいま」をよく見ている。難しい問題についても、かみ

砕いて分かりやすく伝えることをめざしている番組だと感じていた。今一度、この

番組の主な視聴者層について、改めて考えたほうがよいと思う。アニメーションを

使うのはよいアイデアだが、これまでにもデフォルメが過ぎると感じることがあっ

た。視聴者からそのような指摘が寄せられたことはなかったのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  今世界でどの様なことが起きているのかについて、視聴者

に分かりやすく伝えることを番組のコンセプトにしている。

日曜日の午後６時台の番組であるため、家族で見ている視聴

者も多い。アニメーションは５年間にわたって続けてきた演
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出手法の一つだ。視聴者からは、「分かりやすくてよい」とい

う意見がある一方で「ステレオタイプではないか」という指

摘を頂いたこともある。今回、アニメーションの表現につい

て深い議論がなされず、不適切な表現となってしまったこと

は痛恨の極みで、再発防止に努めたい。 

 

○  子どもたちに親しみやすく伝えるという意味で、アニメーションはよい演出方法

だと思う。改善すべきところは改善し、萎縮しすぎることなく、さらに新しい演出

にも取り組んでいってほしい。 

 

○  アニメーションでステレオタイプに黒人を描いたことが批判されているが、アニ

メーションを細かく見たところ、さまざまな黒人の人たちの姿が描かれていた。問

題の本質を的確に伝えるために、どのような表現を用いるべきかという問題はとて

も難しい。今回、どこに問題があったのかを明確にし、どの様なアニメーションで

あれば事実を適切に伝えることができたのかについて、徹底的に議論することが重

要だと思う。ＳＮＳなどで放送の一部を発信する際には、メッセージの伝わり方が

放送とは異なってくることと、受け手が日本国内だけではなく、世界になるという

ことを意識する必要がある。制作チームのメンバーが多様性を持つことも重要だと

思う。 

 

○  日曜日の午後６時台の番組であるため、家族そろって見る人も多いと思う。バラ

エティー形式で国際的なニュースを分かりやすく伝えるという意味ではとてもよ

い番組だと思うので、今後も継続してほしい。ＳＮＳの発信については、今回の問

題に限らず、いわゆる「炎上」と呼ばれることが世の中ではしばしば起こっている。

ＳＮＳのリスクについてどう考えているのか聞きたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  今回の事例では、番組の一部分を単純に切り取ってＳＮＳ

に掲載したことが、世界中に広がる結果につながってしまっ

た。ＳＮＳに掲載する内容を精査することはもちろん、万一

の際には迅速かつ適切な対応をとることが重要だと考えてい

る。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＣＧアニメーションをＳＮＳに掲載したことについては、

国内だけではなく海外でどのように受け止められるのかにつ
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いてより慎重な議論が必要だったと考えている。 

 

○  複雑な問題を分かりやすく伝えようとするあまり、単純な対比の構図で伝えてし

まったことが問題の本質で、それは番組のコンセプトから生み出されてしまったよ

うにも感じた。抗議デモや人種差別について正しい認識を持っているにもかかわら

ずチェック機能が働かなかったことを反省し、今後につなげてほしい。 

 

○  分かりやすさを追求することは重要であるが、チェックが不十分なまま放送した

ことで失う信頼がいかに大きいかを痛感している。事実に基づいて正しい情報を伝

えることが公共メディアの使命だと考えている。今回の教訓をしっかりと受け止め、

今後このようなことがないよう徹底していく。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ７月７日(火)の「首都圏ネットワーク」を見た。熊本県などで豪雨による被害が

起きていたが、水害のハザードマップと実際の被害地域がほぼ一致していた。今回

のように、想定されていた被害が現実に起こった事例を日常的に伝えることが、

人々の災害に備える意識を高めることにつながると思う。ＮＨＫは公共メディアと

して、率先して人々の安全・安心に貢献してほしい。 

 

○  ６月２０日(土)のＮＨＫスペシャル「新型コロナと水害危機～あなたは命をどう

守る～」を見た。水害への備えについて、重要なことを数多く伝えていた。これか

ら台風シーズンになるので、さらに防災意識を高めるような番組も放送してほしい。

日本は水害の多い国であるため、継続してこの問題を取り上げ、人々の命を守るこ

とに貢献してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫは公共メディアとして人々の安心・安全を守ること

が大きな役割だ。新型コロナウイルスの感染が拡大するなか、

どのように水害に備えるのかは重要なテーマだと考えている。

災害が発生していないときに、警鐘を鳴らすような番組を多

くの人に見てもらうことは重要であり、継続して取り組んで

いきたい。 

 

○  ６月２８日(日)のＮＨＫスペシャル「戦国～激動の世界と日本～（１）秘められ
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た征服計画 織田信長×宣教師」と７月５日(日)の「戦国～激動の世界と日本～

（２）ジャパン・シルバーを獲得せよ 徳川家康×オランダ」を見た。歴史を新し

い切り口でとらえており、詳しい人も満足できる興味深い番組だった。 

 

○  ７月４日(土)のＮＨＫスペシャル「タモリ×山中伸弥“人体ＶＳウイルス”～驚

異の免疫ネットワーク～」(総合 後 7:45～8:58)を見た。人体の免疫細胞と新型コ

ロナウイルスのミクロの攻防を、最新の顕微鏡を通した映像や高精細なＣＧで伝え

ており、技術力の高さに驚かされた。最新の研究についてもしっかり取材されてお

り、興味深かった。 

 

○  ７月４日(土)のＮＨＫスペシャル「タモリ×山中伸弥“人体ＶＳウイルス”～驚

異の免疫ネットワーク～」を見た。新型コロナウイルスについてさまざまな情報が

あふれているなか、信頼できるＮＨＫらしい番組だった。無症状や突然の重症化な

どのウイルスの特徴や免疫の仕組みがしっかり取材されていた。質の高いＣＧや特

殊顕微鏡の映像を用いて分かりやすく伝えていたと思う。山中教授による解説も的

確で、難解なことを平易なことばで分かりやすく説明していた。人類とウイルスの

歴史を、科学的な視点から解説していたのも新鮮だった。視聴者の危機感を高める

とともに最新の研究成果に希望を持つことができる良質な番組だった。 

 

○  ７月４日(土)のＮＨＫスペシャル「タモリ×山中伸弥“人体ＶＳウイルス”～驚

異の免疫ネットワーク～」を見た。人体の免疫をキーワードに番組が展開されてお

り、興味深かった。新型コロナウイルスについては、医療現場についての情報は世

の中にあふれているが、基礎科学的な情報はあまりないと感じていた。そのような

中で、最新の研究について紹介し、その成果がどのように臨床に生かされるかという

点にまで言及しており、新たな知見を与えてくれた。ウイルスと免疫の闘いを精緻な

ＣＧで映像化しており、映像技術の高さにも感心した。山中教授の専門は基礎研究

で、感染症が専門ではないため、感染症や臨床に近い分野の専門家がゲストに加わ

るとさらに番組に深みが出たと思う。 

 

○  ７月４日(土)のＮＨＫスペシャル「タモリ×山中伸弥“人体ＶＳウイルス”～驚

異の免疫ネットワーク～」を見た。ＣＧがとてもすばらしく、映像技術の高さに感

心した。とてもよい番組だったと思う。 

 

○  ７月１８日(土)のＮＨＫスペシャル「シリーズ ＴＯＫＹＯアスリート 今だか

らこそ 不屈のメッセージＳＰ」(総合 後 9:00～10:05)を見た。日本のトップア

スリートが、新型コロナウイルスの影響で活動に制約がある中でも前向きに競技に
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取り組む姿を伝えており勇気をもらった。一方で、アスリートは屈強かつ前向きで

あるべきだという考え方が、選手たち自身も含めて存在していると思う。しかし、

アスリートも一人の人間であり、弱音を吐露できる環境が必要だと考えている。ア

スリートの取材においては、自らの弱い部分や不安などを素直に話せるような配慮

を忘れないでほしい。 

 

○  ７月１９日(日)のＮＨＫスペシャル「新型ウイルス“生と死”の記録～医療最前

線・密着３か月～」を見た。新型コロナウイルスと闘う集中治療の最前線を３か月

にわたって密着取材していた。新型コロナウイルスの治療法が確立されていない中、

医師たちが苦闘している様子が客観的に描かれており、取材当時の状況がよく分

かった。看護師が命の尊厳についての葛藤を語っていたことに心を打たれた。放送

時には感染状況が落ち着いていることを想定して制作した番組だと感じたが、むし

ろ現在は感染がさらに広がっており、やりきれない気持ちになった。一方で、感染

が拡大している中で放送する番組としては、やや緊迫感に欠けていたと感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  当初は感染状況が落ち着き、次の感染拡大局面に向けて教

訓となるような番組にすることを目指していた。ただ、放送

時には感染者が大幅に増加していたため、その時の状況を踏

まえた構成とした。 

 

○  ６月１４日(日)のこれでわかった！世界のいま「“バッタ”大量発生！世界各地

で深刻な影響」を見た。サバクトビバッタの大量発生による農作物への被害につい

て伝えていたが、日本への影響について言及されなかったのが残念だった。バッタ

が大量発生している地域で直接的な被害が大きいことだけではなく、間接的に世界

にどのような影響があるのかについて、食料安全保障の観点から掘り下げてほし

かった。 

 

○  ６月２７日(土)のＳＯＮＧＳ「ＤＲＥＡＭＳ ＣＯＭＥ ＴＲＵＥ 中村正人ス

ペシャル対談」を見た。中村さんと大泉洋さんとの対談がすばらしく、過去に放送

した際の映像も効果的に使われていた。中村さんは、新型コロナウイルスの影響で

これまでのような活動ができない中、新しい表現を模索しており、興味深い取り組

みだと感じた。音楽のコンテンツ価値などについても言及されており、すばらしい

対談だった。 

 

○  ６月２８日(日)の「サンデースポーツ２０２０」を見た。スポーツをしている市
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民がＳＮＳなどで意見を発信することについて、為末大さんがコメントをしていた。

とてもよい視点で参考になった。重要で学びの多いテーマなので、別の機会にまた

取り上げてほしい。 

 

○  ７月２日(木)のクローズアップ現代＋「会えない大切な人へ 栗原はるみ・夫の

手紙 夫婦で見つけた絆」を見た。新型コロナウイルスの感染拡大の状況下で、夫

婦がともに過ごす時間が増えることに伴って離婚率が上がっているといった話も

聞くが、夫婦や家族の形について改めて考えることができた。パートナーを大切に

思う気持ちを感じることができ、心に響く番組だった。 

 

○  ７月６日(月)の「ＮＨＫニュース７」(総合 後 7:00～8:45)を見た。東京都知事

選挙投開票日の翌日だったが、結果が事前調査通りだったためか、東京都知事選挙

についてはあまり触れられず、むしろ北区の東京都議会議員補欠選挙に時間をかけ

ていた。確かに注目度が高い選挙ではあったが、ＮＨＫが公共メディアであること

や、全国的な重要性を考えると、東京都知事選挙の扱いが少なすぎると感じた。

ニュースや報道に際しては全体的なバランスにも気を配ってほしい。 

 

○  ７月１２日(日)のニュース シブ５時 ＳＰ「新型コロナ日記」(総合 後 5:16

～6:00)を見た。新型コロナウイルスで変わってしまった日常について、視聴者が

自ら撮影した動画で振り返るという内容だった。数か月にわたる外出自粛期間中の

感情の変化がよく伝わってきた。厳しい状況でも他人への思いやりを持つことなど、

この間の精神的な成長も感じ取ることができた。リアリティーのある番組で、とて

もよかった。外出自粛期間中に人々がどう過ごしていたのかを知ることができる貴

重な番組だった。 

 

○  ７月１９日(日)の日本博 特別公演「日本の音と声と舞」(総合 後 1:50～2:58)

を見た。演目表記について、正しくは「日本舞踊」なのだが、「舞踊」と省略され

ていたのが残念だった。伝統文化や芸術は、新型コロナウイルスの感染拡大が収束

した後に、日本と世界をつなぐ架け橋になるものだと思うので、今後も積極的に取

り上げてほしい。 

 

○  ７月２２日(水)のあさイチ「どうする？コロナ禍の“見えない虐待”」を見た。

長期間にわたる外出自粛生活など、子どもを持つ親は心身ともに疲れが限界に達し

ていると思う。親たちのストレスに焦点を当て、子どもの行動にイライラしてしま

う主婦の事例などを交えながら分かりやすく伝えており、学びのあるよい番組だっ

た。スタジオトークでは親に向けた思いやりのあるコメントもあり、全体を通して
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温かい雰囲気が感じられてとてもよかった。この番組は平日の午前中に放送してい

るためか、主婦目線の内容だったと思う。働きながら子育てをする親に向けた番組

も期待したい。男性の育児参加などが進み、よりよい社会になっていくためにＮＨ

Ｋの番組が果たすべき役割は大きいと思う。男女共同参画社会実現の機運を高める

ような番組を引き続き放送していってほしい。 

 

○  ７月２６日(日)の日曜討論「新型コロナウイルス 今すべきことは何か」を見た。

国会議員の出演者が与党側の加藤勝信厚生労働大臣だけであり、野党側の国会議員

が出演していなかったのは残念だった。また子どもの貧困についての専門家である

ＮＰＯ法人の栗林知絵子理事長が出演しているのに、厚生労働大臣だけが出演し、

文部科学省などの関係者がいなかったことは理解に苦しんだ。内容も新鮮味がなく、

討論番組としてはもの足りなかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  日曜討論については、よりよい内容になるよう、出演者や

演出などについて引き続き議論を重ねていきたい。 

 

○  ６月３０日(火)の先人たちの底力 知恵泉（ちえいず）「千利休～“一期一会”

今このひと時を楽しむ～」と  ７月７日(火)の「千利休～極めることの光と影～」

を見た。千利休の人間的な魅力や卓越した美意識はもちろん、現代にも通じる才能

を持っていたことがよく分かった。千利休の思想は、茶室の造り方や無駄のない作

法、そして立ち居振る舞いに表れている。安心や平等に通じる千利休の強い信念が、

今日まで文化として脈々と受け継がれていることがよく分かった。千利休が特別な

存在であることを改めて感じた。ゲストのコメントも興味深いものだった。 

 

○  ７月７日(火)のすイエんサー「料理のハテナに答えます！（２）おうちで作ろう

極上ローストビーフ」を見た。１０代の出演者が焼かないローストビーフを作って

いたが、本格的な仕上がりで、とても驚かされた。新型コロナウイルス感染拡大の

影響で、家で料理をする機会が増えている中、とても役に立つ番組だったと思う。

紹介されたレシピで実際にローストビーフを作ってみたが、とてもおいしくできた。

満足度が高い番組だった。 

 

○  ７月１２日(日)のサイエンスＺＥＲＯ「“ｗｉｔｈコロナ時代”にいまこそ知り

たいウイルスの正体」を見た。感染の仕組みが分かりやすく伝えられており、ウイ

ルスへの理解が深まった。ＣＧもすばらしかった。 
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○  ７月１４日(火)の先人たちの底力 知恵泉（ちえいず）「江戸の危機管理Ⅱ（前

編）」を見た。徳川吉宗が当時の感染症に対してどのような対策を行ったのかにつ

いて伝えていた。吉宗が疫病対策のために専門チームを立ち上げ、データに基づい

て政策を立案していたことは興味深く、歴史に学ぶ重要性を改めて感じた。「吉宗

は儒教を修めていたこともあり、民を大事にするという考え方を持っていた」とい

う趣旨の専門家のコメントが印象的で、理念の大切さを感じた。 

 

○  ７月１６日(木)の「学びの遅れを取り戻せ！～先生たちのオンラインワーク

ショップ～」(Ｅテレ 後 10:00～10:50)を見た。オンライン授業に取り組む学校の

先生たちに焦点を当てており、とてもよい番組だった。オンライン授業を設計する

うえでヒントになる情報が豊富で、対処療法的にデジタル技術を活用した教育を行

うのではなく、新型コロナウイルスの感染収束後も見据えた新しい教育のあり方を

示唆していた点もすばらしかった。子どもたちの学習に役立つ番組だけではなく、

先生たちの役に立つ今回のような番組を引き続き期待している。 

 

○  Ｅテレで毎週水曜日に放送している「ｎｏ ａｒｔ，ｎｏ ｌｉｆｅ」を見てい

る。障害のあるアーティストが日々の生活の中ですばらしい作品を生み出す様子が

しっかりと映像化されている。アーティストの世界観に引き込まれる、良質な番組

だと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「ｎｏ ａｒｔ，ｎｏ ｌｉｆｅ」は、「ＥＴＶ特集」でこ

れまで取り上げてきたアーティストをシリーズ化した番組だ。

専門的な教育や訓練を受けていない人による芸術はフランス

語では「アール・ブリュット」と呼ばれており、世界的に注

目されている。ＮＨＫでは障害のある方々への理解を促す意

味も込めて、数多く取り上げている。 

 

○  ６月２８日(日)の奇跡のレッスン「ジュニアテニス女子 伊達公子」(ＢＳ１ 後

7:00～7:50、8:00～8:49)を見た。元女子テニス世界ランク４位の伊達公子さんが

女子のジュニア選手にレッスンをしていたが、短期間の指導にもかかわらず、子ど

もたちの成長がしっかり伝わってきた。伸び悩んでいる選手たちに対して、技術的

な指導だけではなく精神面や時間の管理、さらに食事や睡眠に至るまでアドバイス

をしていた。指導を受けた選手たちが目に見えて変わっていく様子に、頼もしさを

感じた。圧倒的な才能を持つ選手に対しての専門的な指導ではなく、多くの人が楽

しめる内容だったと思う。新型コロナウイルスの感染拡大による影響で選手たちは
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まだ通常の練習をすることが難しいと思うが、前向きな気持ちにさせてくれる番組

だった。伊達さんがレッスンをしている姿は貴重で、興味深い番組だった。 

 

○  ７月１８日(土)のＢＳ１スペシャル「ウイルスＶＳ人類４ 新型コロナ 免疫の

謎に迫る」を見た。免疫機能についての理解が深まる、有益な番組だった。新型コ

ロナウイルスについて役に立つ知識を得られる番組を２本見たが、どちらもＢＳで

放送していた。総合テレビで伝えている情報はタイムリーではあるが、今回の番組

のような本質的かつ継続的に役に立つ情報を伝える番組が少ないと感じている。新

型コロナウイルスについて自ら考え行動することが求められる時期に来ているの

で、長期的に役立つ情報を伝える番組を総合テレビでも放送してほしい。 

 

○  ７月２４日(金)のＢＳ１スペシャル「“コロナ倒産”を防げ～下町信用金庫の二

か月～」(ＢＳ１ 後 10:00～10:49)を見た。新型コロナウイルス感染拡大による影

響で苦境に立たされている中小企業の倒産を防ぐために奔走する信用金庫の営業

担当者の姿に感動した。一時的な融資は対症療法にすぎず、さらなる危機はこれか

ら訪れるとも言われている。今後もこのようなテーマの番組を継続的に放送してほ

しい。 

 

○  ６月１９日(金)の魔改造の夜「トースター高跳び」と６月２６日(金)「ワンちゃん

２５ｍ走」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 10:00～10:59)を見た。日常的に使用する家電や子ども

用のおもちゃを、ものづくりのトップエンジニアが本気で改造をするという、よい

意味で力が抜けた番組だった。日本最高峰の技術者たちが、おもわず笑ってしまう

ようなことに取り組んでいたのだが、エンジニアの情熱やレベルの高さには感動を

覚えた。「全国高等専門学校ロボットコンテスト」のようにコンテスト化するなど、

番組のレギュラー化を期待したい。 

 

○  ７月２３日(木)のダークサイドミステリー「感染症パニック！見えない恐怖・な

ぜ人類は間違えるのか？」を見た。タイトルに興味をそそられ、つい見てしまう番

組だ。今回はさまざまな病気にまつわる秘話を紹介していたが、掘り下げが浅く、

もの足りない内容だった。番組のコンセプトを考えても、数多くの事例を浅く紹介

するよりは、一つの事例を深く追及するなどの工夫が必要だと感じた。今後に期待

している。 

 

（ＮＨＫ側） 

  頂いた意見は番組担当者とも共有し、今後の番組制作に生

かしていきたい。 
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○  ＮＨＫは新型コロナウイルスについて、特集やドキュメンタリーなどで多角的に

伝えていると思う。一方で、定時のニュースでは、感染者が日に日に増える中、そ

の日の感染者数だけを伝えたあとに都道府県知事などが注意を喚起する様子が伝

えられ、そこでニュースが終わってしまうことがある。現在のように、新型コロナ

ウイルスと共存して暮らしていかなければならない時期においては、視聴者自らが

判断できるような最新の情報を、ニュースでも提供することを心掛けてほしい。繁

華街などで集中的にＰＣＲ検査を実施している現状と、数か月前の検査状況は全く

異なっており、感染者数だけを単純に比較することはできないと思う。放送時間に

も制限がある中で苦労はあると思うが、死者数や回復者数の推移、重症患者や無症

状患者の割合、受け入れ可能な病床数や利用率などを丁寧に伝えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  指摘いただいた点については、現場でも常に議論をしてい

る。感染者数そのものが重要であるケースもあれば、病床の

逼迫状況など、感染者数に付随した情報が重要になるケース

もある。さまざまなデータをどのように伝えるのがよいかを

常に考慮しながら、正確な情報を視聴者に届けられるよう努

めていきたい。 

 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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２０２０年６月ＮＨＫ中央放送番組審議会 

 

６月のＮＨＫ中央放送番組審議会は、１５日(月)、ＮＨＫ放送センター(ウェブ開催)

において、１６人の委員が出席して開かれた。 

議事に先立ち、６月７日(日)に放送した「これでわかった！世界のいま」の内容につ

いて報告があり議事に入った。 

会議では、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、７月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長  國土 典宏（国立国際医療研究センター理事長） 

   副委員長  石戸奈々子（ＮＰＯ法人ＣＡＮＶＡＳ理事長） 

   委 員      石堂 真弘（全国農業協同組合中央会常務理事） 

今井  忠（ＮＰＯ法人東京都自閉症協会理事長） 

大川 順子（日本航空(株)特別理事） 

尾上  紫（日本舞踊家、女優） 

木村たま代（主婦連合会事務局長） 

栗原  友（料理家） 

佐倉  統（東京大学大学院情報学環教授／理化学研究所革新知能統合研究センターチームリーダー） 

柴田  岳（読売新聞大阪本社代表取締役社長） 

立野 純二（朝日新聞社論説主幹代理） 

出口 治明（ライフネット生命保険(株)創業者／立命館アジア太平洋大学学長） 

仲條 亮子（グーグル合同会社執行役員／ＹｏｕＴｕｂｅ日本代表） 

花岡 伸和（一般社団法人日本パラ陸上競技連盟副理事長） 

福井  烈（公益財団法人日本テニス協会専務理事） 

安河内賢弘（ＪＡＭ会長） 

 
 

（主な発言） 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ６月７日(日)の「これでわかった！世界のいま」で放送されたアメリカでの抗議

デモを扱った内容とＳＮＳでの発信について、アメリカについて研究している学者

たちから要望書が送付されたと聞いた。今回のアニメーションの問題点がどこにあ
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り、再発防止策についてどう考えているのか。 

 

○  ６月７日(日)の「これでわかった！世界のいま」の問題について、改善点を明確

にする必要があると思う。今後、デリケートな問題は取り扱わないということにな

らないよう、どこに問題があったのかを具体的に検討してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  今回のＣＧアニメーションの映像表現については、主に二

つの問題があったと考えている。一つは、黒人をステレオタ

イプに描いており、差別を助長しているのでないかという点。

そしてもう一つは抗議デモの描き方だ。実際のデモでは白人

も多く参加していたが、黒人のみが参加しているというよう

な誤解を与えかねない描き方をしており、その本質を正しく

表現できていなかった。指摘を真摯（しんし）に受け止め、

放送倫理の向上に努めていきたい。 

 

○  ６月７日(日)の「これでわかった！世界のいま」を見た。世界の状況を伝えてい

くにあたって、抗議デモをＮＨＫがどのような立ち位置で報道するかは重要だ。日

本の視聴者に向けて報道することを考えたとき、この問題をどこまで掘り下げるべ

きかという課題もある。今後、どのような方針でこの問題を伝えていくのか気に

なった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  今回の抗議デモは国際的にも大きな出来事で、重要な

ニュースだ。番組での取り上げ方については、それぞれの番

組の責任者が判断をしている。海外のニュースでも重要な問

題はＮＨＫとして伝えるべきことはしっかり伝えていく。ど

のようなニュースでも、その事柄の背景を深く理解し公平・

公正かつ多角的に伝えるのがＮＨＫの立ち位置だ。 

 

○  ６月７日(日)の「これでわかった！世界のいま」を見た。ステレオタイプの人種

描写はメディアが最も気を付けるべきことの一つだ。今回の問題は初歩的なミスで

あると感じ、意外だった。何かを分かりやすく伝えようとするとき、どうしても誇

張してしまいたくなるが、アニメーションは特に気を付けなければならない。誇張

することで誤解を招くケースはしばしば起こっている。分かりやすく伝えようとす

るあまり、誤解を招くような表現をすることがないよう、注意しなければならない。
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放送コンテンツをデジタルサービスでマルチユースする際は、これまでと異なった

チェックが必要となる。さまざまなメディアでの情報発信が求められる時代である

ため、今後も気を付けてほしい。 

 

○  ６月１４日(日)の「これでわかった！世界のいま」を見た。番組の冒頭で前回の

放送についてお詫びがあったが、アニメーションだけが問題ではないと感じた。抗

議デモの捉え方そのものがずれていると思った。デモに便乗した一部の人が、略奪

などをしたことは事実だが、その映像をデモの象徴のように伝えていたことは誤解

を与えかねないと思う。番組では、多くの抗議デモは平和的なものだったと伝えて

いたが、６月７日の番組ではニュアンスが異なっていた。マスコミ全体の問題だが、

大衆の行動を映像化するとき、暴動部分など刺激の強いエピソードが強調される傾

向にあると思う。人々の感情をあおることのないよう、表現には気を配ってほしい。 

 

○  ６月７日(日)の「これでわかった！世界のいま」を視聴していない委員もいるた

め、次回の審議会でこの番組について改めて議論してはどうか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ７月の審議会で議論することを検討したい。 

 

○  ５月３１日(日)のＮＨＫスペシャル「世界同時ドキュメント 私たちの闘い」(総

合 後 9:00～10:00)を見た。新型コロナウイルスと闘っている世界各国の人たちが

自らの日常を撮影した映像をまとめた番組で、国境に捉われない「人間」の視点か

ら描かれていて感動した。医療や企業の最前線でウイルスと闘っている人たちが自

らの非力さを痛感する姿や、悲しみが希望に変わっていく心の動きなどをうまく伝

えていた。音楽が人々の精神を支えることができるのだと感じるとともに、ウイル

スとの世界規模の闘いを全員で乗り越えようという思いが伝わってきた。一方で、

日本の企業や医療現場の動きが短時間紹介されていたが、番組全体の中でやや浮い

ている印象があり違和感を覚えた。 

 

○  ６月１３日(土)のＮＨＫスペシャル「混迷のアメリカ～コロナ時代 世界で何が

起きているのか～」を見た。番組タイトルでは抗議デモのことは言及されていな

かったが、実際にはよく取材されており、この問題をしっかり扱っていたため、タ

イトルになぜ反映しなかったのかと気になった。 

 

○  ６月１３日(土)のＮＨＫスペシャル「混迷のアメリカ～コロナ時代 世界で何が

起きているのか～」を見た。内容がとても濃く、取材した内容をバランスよく淡々
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と伝えていてすばらしかった。アメリカの大規模な抗議デモの背景について、党派

的な政治状況までふかんして伝えており、取材力の高さを物語っていた。慶應義塾

大学の中山俊宏教授は議論を適切にまとめていたと思う。武田真一アナウンサーや

鎌倉千秋アナウンサーの伝え方にも好感を持った。今後もこのような番組づくりを

心がけてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  アメリカで起きている事実をしっかりと深掘りして伝えた

いという思いから企画した番組で、多角的にバランスよく伝

えることを心掛けた。人種差別は簡単に解決する問題ではな

いため、継続して取り上げていきたい。 

 

○  ５月１１日(月)の【ストーリーズ】ノーナレ「校長は反逆児」を見た。深く考え

させられる番組で感動した。ナレーションなしでここまで優れた番組ができること

に感服した。今後も良質な番組を放送しつづけてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫのドキュメンタリー番組はナレーションをつけて

しっかり説明するスタイルが多かったが、海外のドキュメン

タリー番組はノーナレーションで展開するものも多い。「ノー

ナレ」は海外で展開することも意識して制作している。 

 

○  ５月２１日(木)のネーミングバラエティー 日本人のおなまえっ！「感染症のお

なまえ」を見た。感染症への関心が高まるなか、タイムリーな企画だった。くだけ

すぎることもなく、バランスが取れた内容で楽しく見ることができた。皆で協力し

ながら困難を乗り越えようという、前向きな気持ちにさせてくれる番組だった。 

 

○  ５月２１日(木)のネーミングバラエティー 日本人のおなまえっ！「感染症のお

なまえ」を見た。病気や感染症の「なまえ」が医療と社会の接点になって予防法や

治療法が確立されたことなど、興味深い内容だった。感染症や病気は自然に起こる

ものではなく、社会的な要因もあって引き起こされるものだと感じた。 

 

○  ５月２２日(金)のさんいんスペシャル「翻弄されて “パイゾン”が見た外国人

労働者の今」(総合 前 1:50～2:15)を見た。外国人労働者の実態を淡々と放送して

おり、よい番組だった。外国人労働者が真面目に働いているにも関わらず困窮して

いる現状を伝えることは重要だと思う。低賃金で過酷な労働が日本に存在しており、
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その一部を外国人労働者が担っていることを伝える番組も期待している。 

 

○  ５月２５日(月)の「ニュースウオッチ９」を見た。雇用動向調査のデータをもと

に、経済と雇用が悪化することへの懸念が示されていた。日本の雇用と経済の基盤

である中小企業の実態について引き続き取り上げるとともに、製造業では雇用調整

助成金によって多くの雇用が守られていることなども伝えてほしい。 

 

○  ５月２７日(水)のクローズアップ現代＋「新型コロナ“食”への影響は？生産現

場でいま何が」を見た。新型コロナウイルスの影響を受けている農業の現状と課題

を分かりやすく伝えており、良質な番組だった。食がテーマとなっており、視聴者

の関心も高かったと思う。一方で、需要と供給、労働力の確保、食料安全保障の必

要性など、重要な課題をたくさん扱っていたが、やや盛り込みすぎで深掘りが足り

なかったと思う。例えば、労働力の確保については、外国人労働者に焦点が当たり

すぎていたが、国内の労働力についても言及してほしかった。 

 

○  ６月４日(木)のクローズアップ現代＋「女子プロレスラーの死・ひぼう中傷した

側 何を？当事者証言」を見た。ＳＮＳでのひぼう中傷が女子プロレスラーの死に

つながってしまった痛ましい出来事を伝えていた。この問題をどのように扱うのか

注目していたが、ひぼう中傷をした当人を取材するなど、視聴者が知りたいことを丁

寧に伝えていた。インターネット上でのひぼう中傷を減らすための韓国の取り組み

も紹介していた。悪質な書き込みと健全な批判の境界があいまいになってしまい、

表現の自由に関わってくることなどがよく分かった。自らが被害者にも加害者にも

なり得るＳＮＳへの投稿について、注意点などをとても分かりやすく解説していた

と思う。 

 

○  ６月４日(木)のクローズアップ現代＋「女子プロレスラーの死・ひぼう中傷した

側 何を？当事者証言」を見た。ひぼう中傷を受けた女性の「私はこんなに苦しん

でいるのに、書き込んだ相手は何の罰も受けずにのうのうと同じことをやってい

る」ということばには考えさせられた。インターネット上のひぼう中傷と表現の自

由の問題については、引き続き掘り下げて伝えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  女性が死に至った背景について番組でしっかり伝えたいと

考え、取材を進めた。ＳＮＳの問題は捉え方が難しく、ひぼ

う中傷をしている人の多くは、あまり深く考えずに行ってい

るという実態がある。インターネット上の書き込みについて
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はさまざまな規制が検討されているようだが、表現の自由の

問題もあり、議論は慎重に進められる必要があると考えてい

る。この問題は取材を深め、継続して伝えていきたい。 

 

○  ５月３１日(日)に再放送されたアニメ「ＮＨＫバーチャルのど自慢」(総合 後

0:15～1:00)を見た。この番組を、新型コロナウイルスの問題が発生する１年以上

前に放送していたことに感嘆した。観覧者を募集する通常の「のど自慢」を実施で

きないため、今回新しい形の番組を作ったと感じた人も多かっただろう。時代を先

取り、常に新しいコンテンツ作りにチャレンジしてきたことが、この非常事態にお

いても役立ったのではないか。今後も新たなコンテンツ作りに期待したい。 

 

○  ６月８日(月)の【ストーリーズ】「新宿ダイアリー～母とコロナの４か月～」を

見た。新型コロナウイルスの影響で自粛を強く求められているマージャン店を取り

上げた番組だった。４０年以上この店を経営している母親を実の娘であるディレク

ターが深く取材しており、力作だった。経営者として高齢の従業員とやり取りする

様子や常連客との関わりなど、このような人間模様が日本中さまざまな場所で起き

ているのだろう。新型コロナウイルスの感染拡大にともなう営業自粛によって、多

くの人々の人生や生活が大きく影響を受けているという事実を実感できるすばら

しい番組だった。 

 

○  ５月３０日(土)のリモートドラマ Ｌｉｖｉｎｇ（１）(総合 後 11:30～11:45)

と（２）(総合 後 11:45～前 0:00)を見た。５月初旬に放送していた「今だから、

新作ドラマ作ってみました」をさらに進化させた内容だと感じた。新感覚のドラマ

で、シュールな内容も楽しめた。リモート制作のドラマに視聴者も慣れてきており

期待も高まっているが、斬新な内容ですばらしかった。脚本もよく、俳優の演技力

も感じることができた。今後の新たな取り組みにも期待している。 

 

○  大河ドラマ「麒麟（きりん）がくる」が６月７日の放送回で休止となった。今後

ドラマの撮影は再開されていくと思うが、これまでのような撮影形態にはすぐに戻

れないだろう。大河ドラマは合戦シーンなどもあり、新型コロナウイルスの対策は

困難を極めると思うが、新しい工夫を重ねて視聴者を楽しませてほしい。 

 

○  大河ドラマ「麒麟（きりん）がくる」は休止となったが、次回を待ちわびている。

再開まではダイジェストを放送するなど、視聴者目線でしっかりフォローしてほし

い。 
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（ＮＨＫ側） 

  大河ドラマ「麒麟（きりん）がくる」と連続テレビ小説「エー

ル」は６月中に収録を再開する予定だ。ドラマの収録にあたっ

ては、感染症防止の対策をしっかり実施したうえで慎重に進

めていきたい。 

 

○  【プレミアムドラマ】「７０才、初めて産みます～セブンティウイザン。～」を

見た。竹下景子さんと小日向文世さんが夫婦を演じており、７０歳近くになって子

どもを授かり、育てるという設定で楽しめた。高齢の夫婦が嬉しそうに協力しあう

姿がほほえましく、３歳にも満たない子どもの演技もリアリティがあって感心した。

非現実的な設定と、子どものリアルな演技がうまく溶け合っており、すばらしいド

ラマだった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  子役のセリフは決まっているが、こちらが細かく演出する

よりは、ベテラン俳優にある程度委ねたことが自然な演技に

つながったのだと思う。 

 

○  ６月６日(土)のＥＴＶ特集「マスクが消えた日々～医療現場をどう守るのか～」

を見た。リモート取材の映像をもとに番組を制作していた。担当ディレクターの自

室の映像を公開しており心配になったが、その映像があることでリアルさが伝わり、

説得力をもたらしていた。 

 

○  ６月６日(土)のＥＴＶ特集「マスクが消えた日々～医療現場をどう守るのか～」

を見た。新型コロナウイルスの感染拡大で生じたマスク不足の原因とその背景に

迫っており、興味深い内容だった。緊急事態宣言が出されているなか、すべての取

材をリモートで行っており、新しい形の番組だった。一般の人にとってのマスクと、

医療現場で働く人たちにとってのマスクは重要性が異なることをしっかり伝えて

いて勉強になった。夏に向けて熱中症などのリスクも高まるなか、マスクの使い方

や消毒に関する正しい知識や情報を発信し続けてほしい。 

 

○  ６月１３日(土)のＥＴＶ特集「引き裂かれた海～長崎・国営諫早湾干拓事業の中

で～」を見た。有明海にある諫早湾の干拓事業について扱っていた。新型コロナウ

イルスのニュースばかりが目に付くが、このような問題を取り上げることも重要だ。

地域の問題として風化させてはならないと感じた。この問題は諫早湾だけではなく、

どこでも起こり得ることだと思う。視聴者にしっかり訴求した番組だった。 
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○  ６月８日(月)に再放送されたハートネットＴＶ インタビューシリーズ「コロナ

の向こう側で～熊谷晋一郎さん」を見た。その時々の社会環境に体が合っていない

人々のことを障害者と定義する“障害の社会モデル”という考え方では、新型コロ

ナウイルスの前では誰もが不便を感じており、全員が障害者になったと言える。

みんなが不便を経験しているのだから、今こそ社会が連帯するチャンスであるとい

う内容だった。未曾有の事態のなか、人々の余裕がなくなることで、差別が生まれ

る可能性もある。連帯することで生きやすい世の中になることなど啓もう要素の強

い情報を引き続き発信してほしい。 

 

○  ５月１７日(日)のＢＳ１スペシャル「デジタルハンター～謎のネット調査集団を

追う～」(ＢＳ１ 後 8:00～8:49)を見た。世界中の人たちがインターネット上に公

開している情報から、権力側が隠蔽している事実を暴くという興味深い内容だった。

インターネット上の情報を頼りに真実にたどり着く調査手法に驚かされた。調査集

団がテレビや新聞など主要なメディアと連携していることも興味深かった。ジャー

ナリズムだけではなく、エンターテインメントの世界でもデータが重要になってき

たと感じている。報道機関などメディアのあり方も大きな変化が求められていると

感じた。 

 

○  ５月３０日(土)に再放送されたＢＳ１スペシャル「コロナ新時代への提言～変容

する人間・社会・倫理～」(ＢＳ１ 後 1:00～1:49)を見た。３人の有識者が「コロ

ナ新時代」の世界を生き抜く指針を提言しており共感した。一方で、ウイルスは差

別をせず平等に感染するという話題のなかで、「貧困層はウイルスから身を守るす

べが少ないため平等ではない」という趣旨のフランスの哲学者のことばが紹介され

たが、これは社会の公平性の話であると感じ、取り上げたことに違和感を覚えた。

貧富の差と感染症にかかるリスクが関係していることは今に始まったことではな

く、新型コロナウイルスと結びつける必要はなかったのではないか。しかし有識者

から語られると、あたかも関連していることなのだと視聴者に受け止められてしま

うおそれがあると感じた。 

 

○  ５月３１日(日)のＢＳ１スペシャル「オーケストラ・孤独のアンサンブル～希望

編」(ＢＳ１ 後 9:00～9:49)を見た。感動的な番組だった。人類はこれまで何度も

危機を乗り越えてきたが、クラシック音楽は常に生き残ってきたというコメントに

は込み上げるものがあった。音楽や芸術の大切さを伝えるこのような番組を今後も

期待したい。 

 



9 

○  ６月７日(日)のＢＳ１スペシャル「水害から命を守る 感染爆発との複合災害を

防げ！」(ＢＳ１ 後 8:00～8:49)を見た。日本は自然災害が多いにもかかわらず、

災害への備えが整っているとはいえない現状を知ることができる有益な番組で、改

めて危機感を覚えた。避難所での感染症リスクについて、新型コロナウイルスだけ

でなく、インフルエンザやノロウイルスなど既知のウイルスでも同様のリスクがあ

ることを再認識できた。視聴者が自宅近辺のハザードマップの読み解きがきちんと

できているのかなど、気づきを与えてくれる内容だった。日頃の準備や、いざとい

うときの判断がいかに重要かを丁寧に伝えていた。複合災害を念頭に置いた訓練も

必要で、新型コロナウイルス感染症が世界的な問題となり、さらに日本が梅雨入り

するタイミングで放送したことには意義がある。今後も繰り返しこの話題を取り上

げ、人々の意識を高めていってほしい。 

 

○  ５月２２日(金)のあの試合をもう一度！スポーツ名勝負「２００５阪神Ｖ 夢の

リレー“ＪＦＫ”」(ＢＳ１ 後 7:00～7:50、後 8:00～8:50、後 9:00～9:49)を見た。

2005 年に阪神タイガースが優勝を決めた試合を、ほぼノーカットで放送しており

とてもよかった。過去の試合だったが、臨場感があった。また、ＳＮＳに投稿され

た視聴者のコメントをリアルタイムで表示しており、番組を盛り上げていた。多く

の人がテレビを見てＳＮＳで同時に盛り上がることが一つのイベントとなってい

る。そういう意味でも、過去の試合をそのまま放送することは意義があると思う。

視聴者とテレビの距離が以前より近くなっていることを実感できる放送だった。過

去の番組映像を活用することは有意義であると感じた。 

 

○  ＢＳ１で随時放送している「あの試合をもう一度！スポーツ名勝負」を見た。ラ

グビーやゴルフ、高校野球などスポーツの歴史に残る名勝負を放送しており、当時

を振り返りながら楽しく見た。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外出自粛で多

くの人がテレビを見る機会が増えるなか、過去の名勝負を放送することはよい取り

組みだと思う。 

 

○  ＢＳ１で随時放送している「あの試合をもう一度！スポーツ名勝負」を見た。試

合結果を知っていても、改めて見ると再び感動を味わえることを実感した。ＮＨＫ

アーカイブスの映像の需要は高いと感じた。 

 

○  ＮＨＫアーカイブスの映像を紹介する番組を楽しみに見ている。今後も過去の映

像を活用してほしい。 

 

○  ６月１４日(日)のＢＳ１スペシャル「ジャパニ～ネパール 出稼ぎ村の子どもた
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ち～」を見た。ナレーションが少なく淡々と事実を伝えていたため、途中で飽きて

しまうかと思ったが、どんどん引き込まれて最後まで見てしまった。事実を丁寧に

伝えることが訴求力をもたらすことが分かり、とても勉強になった。 

 

○  ５月２１日(木)に大阪府など３府県の緊急事態宣言が解除された。この日は、同

時に黒川弘務東京高等検察庁検事長が辞表を提出したというニュースも重なった。

ＮＨＫでは午後６時台のニュースのなかで、安倍首相のぶら下がり取材を中継して

いたが、途中で中継が打ち切られてしまった。どのような判断だったのだろうか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  通常、平日の午後６時１０分からは各地域向けのニュース

を編成している。地域向けのニュースの時間を確保するため、

午後６時１０分で中継を終了した。 

 

○  今回の判断は報道機関の責任というものを考えても疑問に思う。これまでも安倍

首相の記者会見の中継が途中で打ち切られたことがあった。１時間を超える会見な

ど、やむを得ない場合はあるだろうが、今回は３府県の緊急事態宣言が解除され、

黒川東京高等検察庁検事長が辞表を出すという国民の関心が高いニュースが重

なった。その状況下で行政の最高責任者が国民に向けてことばを発しているときに、

中継を打ち切ったことは報道機関としての矜持が問われる判断だったと思う。 

 

○  新型コロナウイルスが世界中で猛威を振るうなか、各国のリーダーが日々国民に

対してメッセージを発している。各国の公共放送が、行政の最高責任者の会見を途

中で打ち切るケースはあるのだろうか。国民の関心が高い事柄については、会見な

どを可能な限りそのまま放送することが重要だと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  指摘については受け止める。今後もニュース報道にあたっ

ては公平公正、中立の立場で伝えていく。 

 

○  緊急事態宣言のなか、総合テレビではＬ字放送で新型コロナウイルス関連の情報

を伝えていた。災害時などは必要不可欠だと思うが、住んでいる地域以外の情報は

不要だと感じることもある。視聴者がＬ字放送を解除できるような仕組みを検討で

きないだろうか。 

 

（ＮＨＫ側） 
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  Ｌ字放送も放送の一部であり、視聴者が自分の意思で解除

する仕組みを設けることは難しいが、放送する時間帯などに

ついては慎重に判断していきたい。 

 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
 



1 

２０２０年５月ＮＨＫ中央放送番組審議会 

 

５月のＮＨＫ中央放送番組審議会は、１１日(月)、ＮＨＫ放送センター(ウェブ開催)

において、１７人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、経営計画における「達成状況の評価・管理」(２０１９年度第４四

半期・１～３月)について説明があった。続いて、放送番組の種別および種別ごとの放送

時間(２０１９年１０月～２０２０年３月分)と２０２０年度国内放送番組編成計画の変

更点について説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、６月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長  大島 まり（東京大学大学院情報学環／生産技術研究所教授） 

   副委員長  國土 典宏（国立国際医療研究センター理事長） 

   委 員      秋田 正紀（株式会社松屋代表取締役社長執行役員） 

石戸奈々子（ＮＰＯ法人ＣＡＮＶＡＳ理事長） 

石堂 真弘（全国農業協同組合中央会常務理事） 

今井  忠（ＮＰＯ法人東京都自閉症協会理事長） 

大川 順子（日本航空(株)特別理事） 

尾上  紫（日本舞踊家、女優） 

木村たま代（主婦連合会消費者事務局長） 

栗原  友（料理家） 

柴田  岳（読売新聞東京本社常務取締役論説委員長） 

立野 純二（朝日新聞社論説主幹代理） 

出口 治明（ライフネット生命保険(株)創業者／立命館アジア太平洋大学学長） 

仲條 亮子（グーグル合同会社執行役員／ＹｏｕＴｕｂｅ日本代表） 

花岡 伸和（一般社団法人日本パラ陸上競技連盟副理事長） 

福井  烈（公益財団法人日本テニス協会専務理事） 

安河内賢弘（ＪＡＭ会長） 

 
 

（主な発言） 

 

＜経営計画における「達成状況の評価・管理」 

（２０１９年度第４四半期・１～３月）について＞ 
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○  経営１４指標の世論調査で前期および前年同期と比較して、期待度と実現度の差

が６つの指標で統計的に悪化した理由について考えられる理由は何か。また、テレ

ビ・インターネットサービスの量的指標・特記事項では、Ｅテレのマルチ編成や「Ｎ

ＨＫ ｆｏｒ Ｓｃｈｏｏｌ」について触れているが、その効果が数値で表れてい

るのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  経営指標の期待度と実現度の差が統計的に悪化した理由に

ついては、調査時期が影響したのではないかと分析している。

新型コロナウイルスの人体への影響などの実態が明らかでな

く、情報が限られている時期だった。また、年始に大河ドラ

マ「麒麟（きりん）がくる」の放送開始が遅れたことも影響

したのではないかと考えている。 

 

（ＮＨＫ側） 

  Ｅテレは３月から朝や日中午後の時間帯に子ども向けのマ

ルチ編成を新たに行っており、より多くの人たちに番組を見

ていただいていると認識している。次の調査結果も注視して

いきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ３月からの学校休校に伴い、「ＮＨＫ ｆｏｒ Ｓｃｈｏｏ

ｌ」を放送やインターネットを通じて幅広く周知したところ、

サイトへの訪問者が増えた。４月になってからはさらに増加

している。 

 

○  「ＮＨＫプラス」という新しいプラットフォームができたことで、必要だと思う

情報を入手しやすくなった。しかし、「２０１９年度第４四半期の見られ方」にお

ける「インターネットサービスの質と量の評価」を見ると、「１１．求める情報が

いつでもどこでも得られる」「１６．多様な意見や考え方に触れることができる」

は評価が改善しているとは言えない。スマートフォンの設定によっては、「ＮＨＫ

プラス」は使いづらい面もある。不満の理由が、サービス自体にあるのか、コンテン

ツにあるのか分析を行ってほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「インターネットサービスの質と量の評価」が改善してい



3 

ないという指摘についてだが、この調査は２月下旬から３月

上旬にかけて行ったものであり、新型コロナウイルスによる

感染が拡大した４月に行った別の調査では、ＮＨＫのイン

ターネットサービスに関して、「最新の情報が得られる」「求

める情報にたどりつきやすい」といった項目で、高い評価を

いただいた。引き続きサービスの改善を行いながら、次の調

査結果を注視したい。「ＮＨＫプラス」の視聴傾向については、

さまざまな形で分析を進めている。視聴時間に関しては、ユー

ザー側の通信環境の影響があると考えている。コンテンツは

新型コロナウイルスに関する最新情報やドキュメンタリーな

どに加え、自宅で学ぶ子ども向けの番組、娯楽番組心が癒さ

れる番組、ドラマなど幅広いジャンルのものが見られるよう

になってきている。今後もＮＨＫならではのコンテンツを届

けていきたい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ４月２７日(月)の「首都圏ネットワーク」を見た。こども発達支援センターの様

子を取り上げており、新型コロナウイルスが世の中に蔓延するなか、現場の課題が

よく伝わる内容だった。 

 

○  ５月３日(日)のＮＨＫスペシャル「調査報告 クルーズ船～未知のウイルス 闘

いのカギ～」(総合 後 9:00～10:10)、５月１０日(日)の「新型コロナウイルス 出

口戦略は」(総合 後 9:00～10:10)を見た。「ＮＨＫスペシャル」という枠組みの中

で、さまざまな角度から重要なことを取り上げており、自分の事として捉えること

ができた。特に、「調査報告 クルーズ船～未知のウイルス 闘いのカギ～」では、

今まで知られてこなかった船内での医療従事者らの闘いの様子が描かれており、今

後の教訓になった。 

 

○  ５月３日(日)のＮＨＫスペシャル「調査報告 クルーズ船～未知のウイルス 闘

いのカギ～」を見た。クルーズ船内で起きていたことが現在の状況の縮図であるこ

とが分かり、大変参考になった。立場の異なる関係者が顔を出してインタビューに

答えていたことに驚いたが、その内容には説得力があった。感染者が出ても船内で

はふだんどおりにショーやイベントが行われており、まさに２月から３月にかけて

の日本の状況と重なり、当初はあまり危機感がなかったことが伝わってきた。感染
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メカニズムを解明するためにビュッフェレストランで飛まつが拡散する様子を、蛍

光塗料を使って再現していたのは大変分かりやすかった。また、物理接触による感

染の恐ろしさも感じることができた。番組を見て医療従事者の大変さや感染の恐怖

を再認識した。必要性がないのに無責任に外出する人たちへの警告にもなったと思

う。 

 

○  ５月１０日(日)のＮＨＫスペシャル「新型コロナウイルス 出口戦略は」を見た。

国民が知りたいテーマを多角的に報じたことは非常によかった。航空会社の現場や

諸外国での取り組みについてのリポートも大変よい出来栄えだった。一方で、スタ

ジオの議論はもの足りなさを感じた。さまざまな専門家が話していたが、相互の連

関が薄かったように思う。また、専門家会議の尾身茂副座長が回答者であるかのよ

うな役回りになっていたことに違和感を覚えた。そもそも出口戦略とは、専門家の

意見を聞きながら政府が総合的に決定するものなので、専門家からの質問には主に

政府の代表が答えたほうがよかったのではないか。また投げかけられた疑問が未回

収で終わっていたものもあり、残念だった。 

 

○  ４月２６日(日)のＮＨＫスペシャル「ホットスポット最後の楽園 Ｓｅａｓｏｎ

３ 第４回 天空と荒野の両極世界～アフリカ エチオピア高原～」を見た。環境

が生態に与える影響の大きさや命のたくましさを感じる番組だった。秘境とも言え

るような場所でも人間による開発が行われるようになってきており、環境破壊が世

界のあらゆる場所で進んでいるという悲惨な事実も感じることができた。 

 

○  ４月２９日(水)のＮＨＫスペシャル「未解決事件 Ｆｉｌｅ．０８ ＪＦＫ暗殺」

(総合 後 7:30～8:30)を見た。このようにスケールの大きな番組をきちんと制作す

るのは、非常に大変だと思うが、メディアの一つの役割だ。ＮＨＫならではの内容

だった。 

 

○  ４月２９日(水)のＮＨＫスペシャル「未解決事件 Ｆｉｌｅ．０８ ＪＦＫ暗殺」

を見た。ケネディ大統領が暗殺された映像の鮮明さに驚いた。一方で、銃撃された

瞬間が何回も繰り返し放送されたが、生々しい映像だったので視聴者にとって刺激

が強すぎたのではないかと心配になった。 

 

○  ５月９日(土)のＮＨＫスペシャル「ふり向かずに 前へ 池江璃花子 １９歳」

(総合 後 7:30～8:30)を見た。池江さんの包み隠さない正直な気持ちが伝わってき

た。結果にばかり注目が集まり、過剰なプレッシャーをアスリートに感じさせてし

まう日本スポーツ界の問題も示唆しているようだった。「当たり前だと思っていた
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ことがいかに幸せか」という池江さんの思いは、新型コロナウイルスの感染が拡大

する中で多くの人が感じていることに通じるものがある。懸命に病と闘う彼女の姿

は、人々に勇気と希望を与えただろう。今回の番組はバランスよく制作されていた

が、今後報道していく中で、彼女が特別であるかのような扱いをしないように配慮

しながら伝えてほしい。 

 

○  ５月９日(土)のＮＨＫスペシャル「ふり向かずに 前へ 池江璃花子 １９歳」

を見た。人としてどう生きていくのかを考えさせられた。池江さんが「今の自分が

できることを一つ一つ積み重ねていきたい」「自分の成長が楽しみ」と語る様子は、

新型コロナウイルスによる感染が拡大し、自粛を余儀なくされる生活への不満が

募っている社会に対し、大切なことは何かというメッセージを送ってくれたのでは

ないか。 

 

○  ４月２１日(火)のプロフェッショナル 仕事の流儀「緊急企画！ プロのおうち

ごはん」を見た。一流の料理人たちが家庭で簡単にできる料理のレシピを紹介して

おり、興味深かった。また、リモート制作のため、料理人の方たちが自分でカメラ

を回しており、プライベートを垣間見るようで親近感がわいた。ナレーターの橋本

さとしさんがリモートで出演していたが、ふだんは顔を見ることができないので新

鮮だった。ホームページでレシピを紹介していた点もよかった。 

 

○  ４月２２日(水)のガッテン！「新型コロナの今こそ！“ハッピーホルモン”で不

安ストレス撃退」を見た。このような時期なのでハッピーホルモン（オキシトシン）

の話は時宜を得ており、よかったと思う。番組の中で、出演者から「電話はベルが

情報を伝達するためにこしらえたような道具」という発言があったが、正確には、

電話を発明したのはアントニオ・メウッチで、グラハム・ベルは最初に特許を取得

しただけで発明者ではない。誤解を招くような表現は避けてほしい。 

 

○  ４月３０日(木)の「やわらかアタマが世界を救う スペシャル」(総合 後 7:57

～8:42)を見た。外出自粛により、家族でテレビを見る時間が増えているが、世代

を超えて楽しむことができる内容でよかった。通常の番組制作ができないなか、過

去に放送した中から選りすぐりのテーマを特集していた点も評価できる。 

 

○  ４月３０日(木)のクローズアップ現代＋「【ストレス対処法】会えない…感染不

安…最前線にヒントが」を見た。新型コロナウイルスの状況を報道する番組が多く

あるなか、私たちがこの状況をどう捉え、どう過ごすべきかに重点を置いていると

ころが大変よかった。テレビ電話では声を高めにする、不安を共有する、みんなで
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感謝の気持ちを持つなど、すぐに実践できる内容で共感が持てた。 

 

○  ５月４日(月)、５日(火)、８日(金)の「今だから、新作ドラマ作ってみました」

(総合 4 日(月)後 11:40～5 日(火)前 0:10、5 日(火)後 11:15～11:45、8 日(金)後

11:40～9 日(土)前 0:10)を見た。テレワークでドラマを制作するという斬新な発想

で、俳優の演技力がストレートに伝わり、新鮮だった。他の放送局でもリモート制

作の番組が多く放送されるなか、真正面からドラマを制作するというのはさすがＮ

ＨＫだと思った。 

 

○  「今だから、新作ドラマ作ってみました」を見た。４日(月)の「心はホノルル、

彼にはピーナツバター」は、新型コロナウイルスの影響により大切な人と会えない

という今の状況を描いていて、興味深く見ることができた。８日(金)の「転・コウ・

生」は柴咲コウさん、ムロツヨシさん、高橋一生さんが本人役で出演し、互いが入

れ替わっており、思い切ったストーリーで非常に楽しく見た。大変な状況のなか、

今回のように新しい形のドラマを制作することは挑戦的な試みですばらしかった。 

 

○  「今だから、新作ドラマ作ってみました」を見た。リモート制作という新しいチャ

レンジがなされており、内容も充実していた。新しい試みなので、制作の舞台裏を

紹介するメイキング映像があってもよかったと思う。 

 

○  「今だから、新作ドラマ作ってみました」を見た。打ち合わせから撮影まで、す

べてをリモートで制作したという試みはすばらしい。新たな表現手法の誕生として

後世に残るのでないか。脚本家や俳優も豪華で見応えがあった。厳しい状況のなか、

他局に先駆けて制作した点も評価したい。他人の家庭をのぞきこんでいるような不

思議な感覚のするドラマだった。ステイホームの続く今だからこそ共感できるよう

な人間関係の変容を描く設定も、視聴者の心に刺さったのでないか。番組ホーム

ページのブログで制作の裏側を紹介していた点もさらに楽しめた。これをきっかけ

に、新しい表現様式でさらなる名作が生まれることを期待したい。 

 

○  「今だから、新作ドラマ作ってみた」の「転・コウ・生」を見た。俳優の熱演ぶ

りはすばらしかった。一方で、やはり普通のドラマも見たくなった。ウイルスと共

存する時代はしばらく続くと思われるので、いかに密閉・密集・密接を防ぎながら

ドラマを制作していくのか、新たなモデルを構築することを期待している。 

 

○  ５月４日(月)のニュース「安倍首相記者会見」(総合 後 6:00～6:45)を見た。会

見の途中で中継が終わり、スタジオの解説に入った。会見を最後まで見たかったの
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で、会見の様子は最後まで放送してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  指摘された記者会見は、放送をそのままインターネットで

同時配信することに加え、会見そのもののライブ配信も合わ

せて行った。視聴者がスムーズにご覧いただけるように今後

も丁寧な案内を心掛けたい。 

 

○  ５月４日(月)の「アーカイブス秘蔵映像でよみがえるにっぽんの廃線１００」(総

合 後 10:00～10:08)を見た。番組の途中で緊急地震速報が入り地震のニュースが

続いたため番組が最後まで放送されなかった。いつ再放送されるのかが分からず残

念だった。できれば放送の時間内にお知らせしてもよかったのではないか。旅行や

鉄道が好きな人にとって、楽しめる内容だったが、もう少し数を絞って一つ一つを

じっくり取り上げてもよかったように思う。また、それぞれの鉄道がどこを走り、

いつ廃線になったかなど地図などを使いながら説明すると、より多くの人が楽しめ

たのではないか。廃線は日本全国で 400 ほどあるそうなので、今後も取り上げて

いってほしい。 

 

○  ５月５日(火)のフェイク・バスターズ「新型コロナウイルス“情報爆発”に立ち

向かう」(総合 後 10:45～11:15)を見た。さまざまな分野の専門家たちが意見を述

べており、情報の向き合い方についての理解が深まった。リモートでの出演も、意

見を比較しやすく見やすかった。新型コロナウイルスの影響で広がる偽の情報や差

別など今起きている問題について、視聴者に注意喚起を促しており、よい番組だっ

た。老若男女さまざまな世代に役立つ内容なので、夜遅い時間帯ではなくもう少し

早い時間に放送してもよかったのではないか。 

 

○  ５月５日(火)のフェイク・バスターズ「新型コロナウイルス“情報爆発”に立ち

向かう」を見た。新型コロナウイルスの感染拡大で偽の情報によって社会が混乱に

陥る可能性があるなか、タイムリーなテーマだった。生活必需品が品薄になったり、

間違った医療情報が拡散したりする事例が紹介されており、身近な問題として考え

ることができた。一方で、進行役が前回から変更になっていた点が気になった。啓

もう要素のある番組では、続けて見ている人のためにも共通しているほうがよいの

ではないか。また、進行役の方だけでもリモートではなくスタジオ出演し、偽の情

報を防ぐための方法をもう少し丁寧に説明してほしかった。 

 

○  ５月６日(水)に再放送された「となりのシムラ」(総合 後 3:30～5:44)を見た。



8 

コメディアンの志村けんさんの役者としての才能を知ることができるとてもよい

番組だった。ＮＨＫにはこのようにすばらしい番組が多くある。志村さん追悼の意

を込めて、今後も志村さんが出演した番組を放送してほしい。 

 

○  ５月６日(水)のプロフェッショナル 仕事の流儀 選「緊急企画！ 危機と闘う

プロたち」(総合 前 10:05～10:50)を見た。これまでに登場した各界を代表する「プ

ロフェッショナル」たちが新型コロナウイルスという未曽有の危機にどう立ち向

かっているのか、リモートで緊急インタビューを行う企画だった。さまざまな分野

のプロフェッショナルたちの希望の持てる熱いメッセージが心に響いた。新型コロ

ナウイルスと闘う救急医やウイルス学者、ＷＨＯシニアアドバイザーといった人た

ちに加え、バイオリニスト、花屋店主、プロレスラーなど、さまざまな業種の人た

ちが出演しており、バランスもよかった。人々の心のケアは大切なので、今後もこ

のような企画を放送してほしい。 

 

○  ５月１０日(日)の大河ドラマ「麒麟（きりん）がくる」を見た。「麒麟（きりん）

がくる」は見応えがあり、毎週楽しみにしている。斎藤道三と斎藤高政の長良川で

の戦いのシーンでは、出演者がみんなすばらしい演技をしていた。「大河ドラマ」

としての王道ともいえる戦国時代を扱っており、楽しみにしている方も多いのでは

ないか。新型コロナウイルスの影響で厳しい状況だと思うが、クライマックスに向

けて最後まで丁寧に描いてほしい。 

 

○  ４月２６日(日)のまる得マガジン「初嶺麿代の宝塚式レッスン」を見た。宝塚式

のドラマチックな動きはユーモアがあふれており、外出を自粛しなければいけない

今だからこそ、自宅でできるエクササイズはとても参考になった。 

 

○  ５月２日(土)のＥＴＶ特集「義男さんと憲法誕生」を見た。視聴者一人一人が憲

法擁護派、改正派という垣根を取り払って議論できる機会を提供しており、非常に

よかった。 

 

○  ４月１９日(日)のＣＯＯＬ ＪＡＰＡＮ～発掘！かっこいいニッポン～「リサイ

クル～Ｒｅｃｙｃｌｉｎｇ～」を見た。日本のリサイクルの現状について外国人の

視点で語られており、興味深い内容だった。日本人にはもったいないという精神が

昔からあったと思うが、高度経済成長に伴って、便利さやデザイン性が重視される

ようになり、大量生産・大量消費の時代になってしまった。環境への取り組みは、

今や企業の存続にもつながる重要な問題だ。リサイクルに関する日本の技術はすば

らしいものがあるので、もっと注目していく必要がある。次のシリーズにも期待し
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たい。 

 

○  ４月１９日(日)のＢＳ１スペシャル「そして街から人が消えた～封鎖都市・ベネ

チア～」を見た。新型コロナウイルスが蔓延する前の街の様子も撮影されており、

貴重な映像だった。ステイホームや都市のロックダウンの影響を映像により実感を

持って知ることができたので、新型コロナウイルスによるさまざまな影響を考える

よいきっかけになった。 

 

○  ４月３０日(木)のグローバル・アジェンダ「緊急討論・世界はどう向き合う 感

染爆発×ロックダウン」(ＢＳ１ 後 11:00～11:50)を見た。リモート出演していた

専門家が、質問に対して的確に応えており、大変納得感が得られる内容だった。人々

の健康と経済を両立させるために何を犠牲にし、何を容認していくのか、政府と市

民の関係性が問われているという話は心に残った。５月１０日(日)のＮＨＫスペ

シャル「新型コロナウイルス 出口戦略は」のなかでも、同じようなことが語られ

ていたように思う。科学技術の重要性とともに、人と人が助け合うことの大切さを

感じさせる番組だった。 

 

○  ５月４日(月)のＢＳ１スペシャル シリーズ コロナ危機「中小企業の“突然死”

を防げ」(ＢＳ１ 前 11:00～11:49)を見た。今、中小企業は大変な状況にあり、危

機はまだこれからも続く。今後も中小企業に寄り添う番組を制作してほしい。 

 

○  ５月６日(水)のＢＳ１スペシャル「１４２の金メダル！ もう一度見たい名場面

は？」(ＢＳ１ 後 6:00～6:50、7:00～7:49)を見た。初めて見た映像も多くあり、

興味深かった。東京オリンピック・パラリンピックは延期になったが、今回のよう

に外出自粛期間中に放送することで、多くの人たちにオリンピックへの関心を高め

てもらうことができるのではないか。 

 

○  ５月９日(土)のＢＳ１スペシャル「市民が見た世界のコロナショック ４月編」

(ＢＳ１ 前 11:50～10 日(日)前 0:39)を見た。人々が淡々と生活している様子を自

ら撮影した映像で構成されており、現状がよく分かる大変すばらしい番組だった。

人々の気持ちに寄り添った内容だった。 

 

○  ＢＳプレミアムで放送中の大河ドラマアンコール「太平記」を見ている。一般的

に番組ホームページは放送が終わると情報量が少なくなるが、「大河ドラマ」につ

いては登場人物の相関図だけでも掲載してはどうか。アンコール放送の際もホーム

ページを充実させてほしい。 
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○  新型コロナウイルスの影響により、大学ではオンライン講義が導入され始めてい

る。しかし、小中学校の場合、教師一人一人が担当の授業をすべてオンラインで準

備するのは非常に難しい。また、家庭によってインターネット環境に差があるので、

テレビで義務教育課程の授業の内容を毎日放送するといったことはできないか。放

送を利用できれば、子どもの学習機会の均等な確保や教師の負担軽減にもつながる。

既にＮＨＫでは、Ｅテレのマルチ編成や「ＮＨＫ ｆｏｒ Ｓｃｈｏｏｌ」といっ

たコンテンツもあるが、より充実させてはどうか。今後も休校措置や緊急事態宣言

が繰り返し実施される可能性もある。制度的な問題もあるかもしれないが、ぜひ検

討してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  地域によって扱っている教科書が違うこともあり、どこに

照準を合わせるのかという問題もある。引き続き、子どもの

学びに資するような放送サービスの充実に努めていきたい。 

 

○  ５月１０日(日)の「あたらしいテレビ 徹底トーク２０２０」(総合 後 11:00～

11 日(月)前 0:00)を見た。テレビをはじめとする「映像」の可能性について語って

おり、今後を展望する興味深い内容だった。放送を使った教育コンテンツの在り方

について、ぜひ議論を重ねてほしい。 

 

○  「臨時開校！ フライデーモーニング・スクール」(Ｅテレ２ 毎週金曜前 9:00

～10:25)を見た。すべての子どもたちに均等に学習機会を提供する上で、テレビが

最も適していると思われる。この番組は、子どもたちが各教科について関心を持つ

ことを主眼にしているが、何かに特化するのではなく、身の回りには不思議なこと

や学ぶテーマがたくさんあることを教えており、探求心が促されてよい。サブ

チャンネルで毎日放送してもよい内容だ。多くの学校や教育委員会でこの番組や

ウェブサイトを案内しているように思うが、どのように教育現場に周知したのか。

今後も周知にさらに力を入れ、Ｅテレの視聴を促してほしい。また、既に「ＮＨＫ 

ｆｏｒ Ｓｃｈｏｏｌ」というすばらしいコンテンツもあるが、ＮＨＫが中心とな

り、教育で活用できる映像コンテンツのプラットフォームを作ってはどうか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「フライデーモーニング・スクール」は、これまで番組制

作に協力いただいた教育関係者やさまざまな教育の専門家を

通じて、周知を行ってきた。今後も多くの教育現場でＮＨＫ
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の教育コンテンツが活用されるよう周知を強化していきたい。 

 

○  最近、「ニュー・ノーマル」ということばが生まれたが、どのような世の中にな

るかは誰も描けていない。新型コロナウイルスの影響で社会が転換期を迎えている

なか、私たちが生きていく社会はどう変化していくのかを描くシリーズを展開して

はどうか。医療、行政、教育、政治、都市の在り方などあらゆる切り口で制作でき

ると思う。 

 

○  新型コロナウイルスに関する報道について、同じ内容が何度も繰り返されていた

り、行政の代弁と受け取れるような報道が散見される点が気になっている。視聴者

の素朴な疑問に答えるという姿勢が弱く、異なる立場の専門家が登場することも少

ないよう思う。人々が自主的に判断できる情報をもっと多角的に提供してほしい。

一方で、４月２６日(日)のかんさい熱視線「“コロナ”と戦う」(総合 前 2:25～3:37)

は視聴者の疑問にしっかりと答える内容だった。５月３日(日)のＮＨＫスペシャル

「調査報告 クルーズ船～未知のウイルス 闘いのカギ～」(総合 後 9:00～10:10)

も非常によかった。 

 

○  新型コロナウイルスに関する番組は、参考になるものが多い。治療薬の開発の難

しさについては科学的な知見も加えてほしい。特に伝えてほしいのは、評価のバイ

アスを避け客観的に治癒効果を評価することを目的としたランダム化比較試験の

必要性だ。このパンデミックの状況にある中で、そのような試験を実施する難しさ

も含め、解説してほしい。 

 

○  「２０２０年度国内放送番組編成計画」に関連して、今年度は番組制作に制限が

続き、再放送や再構成を余儀なくされる番組も増えるだろう。再放送する際の番組

の選定基準や再構成の方法について補足してもよいのではないかと思った。 

 

○  「ポストコロナ」、「ニュー・ノーマル」ということばが最近言われているが、メ

ディアの在り方も問われていると思う。従来の放送だけではなく、インターネット

も含めてさまざまな形で人々の期待に応えていってほしい。 

 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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２０２０年４月ＮＨＫ中央放送番組審議会 

 

４月のＮＨＫ中央放送番組審議会は、２０日(月)、ＮＨＫ放送センター(ウェブ開催)

において、１５人の委員が出席して開かれた。 

会議では、放送番組一般について活発に意見交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、５月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長  大島 まり（東京大学大学院情報学環／生産技術研究所教授） 

   副委員長  國土 典宏（国立国際医療研究センター理事長） 

   委 員      秋田 正紀（株式会社松屋代表取締役社長執行役員） 

石戸奈々子（ＮＰＯ法人ＣＡＮＶＡＳ理事長） 

石堂 真弘（全国農業協同組合中央会常務理事） 

今井  忠（ＮＰＯ法人東京都自閉症協会理事長） 

大川 順子（日本航空(株)特別理事） 

尾上  紫（日本舞踊家、女優） 

木村たま代（主婦連合会消費者事務局長） 

栗原  友（料理家） 

柴田  岳（読売新聞東京本社常務取締役論説委員長） 

立野 純二（朝日新聞社論説主幹代理） 

仲條 亮子（グーグル合同会社執行役員／ＹｏｕＴｕｂｅ日本代表） 

花岡 伸和（一般社団法人日本パラ陸上競技連盟副理事長） 

福井  烈（公益財団法人日本テニス協会専務理事） 

 
 

（主な発言） 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ４月４日(土)のＮＨＫスペシャル「“感染爆発”をどう防ぐか」、４月１８日(土)

の「緊急事態宣言 いま何が起きているのか」を見た。「“感染爆発”をどう防ぐか」

では、政府の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の尾身茂副座長に、京都大

学ｉＰＳ細胞研究所所長の山中伸弥教授が人々の不安に寄り添いながら質問して

おり、共感できた。スピード感を持って対応することの重要性を説いていた尾身副

座長の言葉が心に残った。緊急事態宣言から２週間程度経過したが、街の様子など
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はあまり変わっていないようにも感じる。感染拡大を防ぐためには人々が同じ方向

を向く必要がある。また、「緊急事態宣言 いま何が起きているのか」では、出演

していた臨床心理士の森光玲雄さんが、人々が共感できるメッセージを伝えること

が重要だと語っていた。ＮＨＫは今後も私たちが取るべき行動を具体的に伝えて

いってほしい。また、新型コロナウイルス感染者の体験談や回復するまでの情報も

知りたい。例えば親が感染した場合、子育てはどうすればよいのかなど不安は尽き

ない。感染者だけでなくその家族の声も届けてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  両親が新型コロナウイルスに感染した場合、子育てをどう

するのかという問題については、４月２０日(月)の「ＮＨＫ

ニュース７」などで取り上げる予定だ。 

 

○  ４月４日(土)のＮＨＫスペシャル「“感染爆発”をどう防ぐか」を見た。山中教

授が、一般の人々の目線で質問されていた点が興味深かった。尾身副座長への質問

の切り口も鋭く、山中教授への信頼感も相まって、尾身副座長の回答にも説得力が

あった。連日、新型コロナウイルスの情報が繰り返し伝えられているが、本当に知

りたい情報を求める気持ちが国民にも高まってきているのではないか。刻々と状況

が変わる中、現状を正確に伝えることが重要だ。 

 

○  ４月１１日(土)のＮＨＫスペシャル「新型コロナウイルス瀬戸際の攻防～感染拡

大阻止最前線からの報告」を見た。新型コロナウイルス対策の最前線を見ることが

できて興味深かった。前週のＮＨＫスペシャルよりも感染拡大阻止のための具体策

を多く紹介しており、自分たちの取るべき行動がよく理解できた。メディアは人々

が危機感を持つように注意を促すことが重要だ。今後収束に向かっていくのであれ

ば、安心感も与えてほしいが、現在どうなっているのかという事実を正確に伝えて

ほしい。厚生労働省クラスター対策班の人たちが最前線で必死に努力する様子が分

かり、危機感を持つことができた。一方で、クラスター対策班の一部の人たちがマ

スクを着用しておらず、番組内容と相反するようで違和感を覚えた。 

 

○  ４月１１日(土)のＮＨＫスペシャル「新型コロナウイルス瀬戸際の攻防～感染阻

止最前線からの報告」を見た。厚生労働省のクラスター対策班への取材も交え、今

後の対策や見通しを分かりやすく伝えていてよかったが、前半はこれまでの経過報

告が中心で、やや物足りなく感じた。知っている情報が続くと、番組を見ることを

途中でやめてしまう人もいるのではないか。気になったのは、クラスター対策班の

メンバーの一部がマスクをつけていなかったことだ。マスク着用についてはさまざ
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まな意見があると思うが、マスクをつけていない映像を放送するのであればことわ

りがあってもよかったように思う。 

 

○  ４月１１日(土)のＮＨＫスペシャル「新型コロナウイルス瀬戸際の攻防～感染拡

大阻止最前線からの報告」を見た。クラスター対策班の人たちの奮闘ぶりが描かれ

ており、よい番組だった。感染対策が功を奏し、日本の感染拡大がスローダウンし

たのは間違いないと思う。一方で、クラスター発生を抑えるため、保健所が忙殺さ

れているという新たな問題も出てきている。今後も課題を報道し続けてほしい。ま

た、膨大な研究論文が出ているが、その中から科学的根拠のある情報を正確に伝え

てほしい。なお、気になっているのは、Ｌ字放送がずっと必要なのかということだ。

人々に注意を喚起するのは重要だが、大河ドラマなどでは、文字情報が気になり番

組に集中できないことがある。Ｌ字放送の出し方や時間帯については、工夫してほ

しい。 

 

○  ４月１１日(土)のＥＴＶ特集「緊急対談 パンデミックが変える世界～海外の知

性が語る展望～」を見た。この時期に、歴史学者のユヴァル・ノア・ハラリさん、

経済学者・思想家のジャック・アタリさん、政治学者のイアン・ブレマーさんなど、

すばらしい方々にインタビューできたことに感心した。それぞれが話す内容も明快

で、注意すべきことを的確に指摘しており、ポストコロナの世界もさまざまなリス

クに満ちていることがよく分かった。ただ、１時間という限られた時間に対して内

容が多岐にわたりすぎたように思う。可能ならばもう少し時間を取って、要点をま

とめながら展開してほしかった。次の世代の利益となるような行動を取ることがで

きれば人々の希望となるという話は示唆に富んでおり、参考になった。 

 

○  新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、取材体制やドラマの制作、スタジオ収録

にどう対応しようとしているか知りたい。東京オリンピック・パラリンピックの延

期に伴う編成についても気になる。出演者のリモート参加のノウハウやメリット・

デメリット、今後の放送の在り方については、ＮＨＫとして、新型コロナウイルス

収束後の放送局における番組制作の在り方を先導して示してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ドラマ収録の現場は多くの人たちが集まるので、安全な環

境が整い次第再開したい。スタジオ収録についても、ゲスト

のリモート出演なども活用しながら制作している。「ＥＴＶ特

集」もゲストのリモート出演により短期間で今回のような番

組が制作できた。今はとても苦しい状況だが、新型コロナウ
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イルス収束後の番組制作の在り方も模索していきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ニュース取材についても放送の継続に不可欠な場合を除き、

不要不急の出張は行わず、在宅勤務を最大限活用しながら勤

務にあたっている。屋内や対面で取材を行う場合には、必要

性や安全性を十分に検討して判断している。また、ニュース

番組のキャスターを交代制にしたほか、専門家にスタジオ出

演していただく場合も、テレビ電話などを積極的に活用して

いる。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ３月２４日(火)に「公共メディア・ＮＨＫの行動指針」を

公表し、新型コロナウイルスに関するＮＨＫの行動指針をお

知らせした。事態は刻々と変化しており、番組取材制作につ

いては慎重に対応している。東京オリンピック・パラリンピッ

クの競技中継を予定していた編成については、基本的には通

常編成に戻すことを考えている。また、視聴者の関心に応え

る特集番組をできる限り編成したい。 

 

○  学校の休校に伴うＮＨＫの迅速な対応は高く評価している。今回のような緊急事

態にあっては、ＮＨＫのニュースや教育番組などが頼りだ。 

 

○  ４月１６日(木)のみんなのｃｈ（チャンネル）！「新型コロナウイルスに負けない！

安全で楽しい生活を考えよう」（Ｅテレ 後 10:30～10:40）を見た。子どもたちから募

集した感染症にかからないためのアイデアを紹介しており、遠隔教育での探求学習の

ヒントになるよい番組だった。大人も含めて、対処方法の解が見えない中、子どもた

ちが情報を収集し、主体的に考えるのは大変よいことだ。大人と子どもが一緒に考え

ることが新型コロナウイルス収束後のあるべき姿だと改めて実感した。 

 

○  新型コロナウイルスに関する報道は改善の余地があると考えている。問題点は３

つあり、１つ目は後追い報道に偏っており、先を見通せる情報が少ないこと。２つ

目は有名人の発言や官邸の動向などの情報に偏っていること。３つ目は科学的な報

道が不十分なことだ。全体的に病原体の情報と感染メカニズムについての基本的な

報道が不足しているのではないか。政策決定の過程も重要だが、科学的根拠に基づ

いた情報を伝えてほしい。一方で、持病のある方への医師からのメッセージや、Ｂ
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Ｓで放送された感染症との闘いを扱った過去の番組などは良いと思う。今後は、科

学的根拠に基づいた情報提供に努めてほしい。自分たちの行動を客観的に把握でき

るような指標が必要だと思う。私たち自身が考え行動できるようにすることが、感

染拡大の抑止にもつながるのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  視聴者の自主的な判断に役立つような情報提供の在り方を

検討している。新型コロナウイルスについては、専門家でも

まだ解明できていない部分もあるが、ＮＨＫは正確な報道に

努めていきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「ＮＨＫスペシャル」では週１回、「クローズアップ現代＋」

は４月以降のすべての番組で、新型コロナウイルスを特集し、

現実に起こっていることを正確に伝えている。最新の研究結

果を踏まえて、視聴者の知りたい情報をできるだけ早く伝え

ていきたいと考えている。 

 

○  新型コロナウイルスに関連して、日々気になっていることが２つある。１つ目は

人々の外出について。都市部の人出は減少しているが、住宅地の公園や商店街は逆

に人が増えてしまっているという報道もある。全体状況を正確に伝えて注意喚起し

てほしい。２つ目は現在の感染状況について。重大局面、正念場、オーバーシュー

トなど、さまざまな言葉が飛び交っているが、現状を正確に把握しないまま、こと

ばに慣れると危機感が薄らぐ可能性もある。現在の状況を正しく把握できるような

報道を心掛けてほしい。 

 

○  Ｌ字放送が続いているが、最近は外出自粛から生活支援に関わる内容が中心に

なっている。週末など多くの人が出かけたい気持ちになる時は、外出自粛のテロッ

プを大きく表示したほうがよいのではないか。また、体を動かすことを意識した番

組が多くなってきている。短い時間でさまざまな内容を提供しており、よい試みだ。

そして、新型コロナウイルスの影響により、現在制作中や放送中の番組がどうなる

のかが気になっている。過去の懐かしい番組やすばらしい番組を再放送してはどう

か。例えば過去の大河ドラマの総集編などは視聴者のニーズもあると思う。一方で、

連続テレビ小説「エール」を始め、通常の定時番組には和まされている。ほっとす

るようなドラマもできる限り、続けていってほしい。 
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○  各地域向けの新型コロナウイルス関連のニュースを、地域で放送したあとに全国

向けにも放送しているのは、非常によい試みだ。全国各地で起きていることをダイ

ジェストのように知ることができ、実態の把握に役立っている。全国に放送局を持

つＮＨＫの強みが生かされていると思う。報道機関が感染を恐れるあまり、イン

ターネットの情報だけに頼って発信するようになってはいけないと思う。電話や

インターネットを使った取材やインタビューを行い、現場の声を拾い上げる報道を

貫いてほしい。 

 

○  新型コロナウイルスの問題については、医療、経済、社会とともに政治の試練で

もあるが、ＮＨＫの報道は政治についての切り込みにもの足りなさを感じている。

緊急事態宣言が突如全国に拡大され、現金給付も特定の世帯に３０万円支給から、

一人１０万円の一律支給に変更された。その過程に何があったのか、十分に報道さ

れていないのではないか。よいか悪いかという問題ではなく、どのような過程を踏

み政策決定がなされたかを伝えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  給付金に関する政策決定の過程については、４月２０日

（月）の「ＮＨＫニュース７」などで伝える予定だ。 

 

○  「新型コロナウイルス 医師が伝えたいこと」は５分間の短い番組だが、必要な

情報がシンプルに伝えられており、非常によい。通院している人や持病を抱えてい

る人たちが気を付けるべきことを伝えている。医師からのメッセージもあり、視聴

者を勇気づける内容だ。 

 

○  ４月９日(木)のパンデミックとどう闘うか（１）「ＳＡＲＳと闘った男～医師ウ

ルバニ ２７日間の記録」（ＢＳ１ 後 8:00～9:05）を見た。ＳＡＲＳ（重症急性

呼吸器症候群）感染が拡大したときのドキュメンタリーを改めて見ると、新型コロ

ナウイルスにどう立ち向かえばよいのか、歴史的な観点から検証できるのではない

かと思った。日本はＳＡＲＳの被害をあまり受けなかったが、そのために今回さま

ざまな対策が他国に遅れをとった面もある。過去を顧みるためにもこのようなド

キュメンタリーは重要だ。 

 

○  ４月５日(日)のＮＨＫスペシャル デジタルＶＳリアル（１）「フェイクに奪わ

れる“私”」、４月１２日(日)の「さよならプライバシー」を見た。新型コロナウイ

ルスの影響で在宅勤務やウェブ会議など人々のインターネット利用が進むなか、デ

ジタルをテーマとするタイムリーな番組だった。インターネットは便利だが、番組
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で扱ったようなプライバシーの問題など注意すべきことも多い。番組内でプロファ

イリングされた人が、プライバシーを知られてしまう恐れがありながらも、便利だ

から今後も使うといった趣旨の発言をしていたことに衝撃を受けた。今後も私たち

がどのように情報に向き合うべきか検証する番組を制作してほしい。 

 

○  ４月５日(日)のＮＨＫスペシャル デジタルＶＳリアル（１）「フェイクに奪わ

れる“私”」を見た。フェイクニュースにより人々が混乱する事例を紹介していた。

一番ショッキングだったのは、無実の人がフェイクニュースによって、誘拐犯にさ

れてしまい、群衆に取り押さえられ火をつけられたメキシコの話だった。番組では

実際に火が燃えあがる様子が放送されていたが、悲惨な映像が出る前にはことわり

がほしかった。 

 

○  ４月１２日(日)のＮＨＫスペシャル デジタルＶＳリアル（２）「さよならプラ

イバシー」を見た。プロファイリングを実際に行って、プライバシーをデジタルデー

タを使って露わにしていたところが非常に興味深かった。この程度のことであれば、

便利さを取るという趣旨の発言も現代人の本音を表現しているようだった。新型コ

ロナウイルス感染症に対してもプライバシーデータを利用すればよいのではない

かという意見もある。私たちのプライバシーデータを利用することがどこまで許容

され得るのかは考えていかなければならない。プライバシーの問題については、今

後も取材を続けてほしい。 

 

○  ３月２０日（金）の「ＡＩ美空ひばり あなたはどう思いますか」（総合 後 11:45

～21 日(土)前 0:38）を見た。「ＮＨＫ紅白歌合戦」のＡＩ美空ひばりさんに対する

賛否両論の議論に向き合う番組だった。番組を通じて、亡くなった人の権利や著作

権の問題などさまざまな論点とともに、課題解決のためのヒントも多く提供されて

いた。ＡＩの技術で亡くなった人を映像であたかもよみがえったように見せること

がどこまで許されるのかが問われていると思った。これほど賛否両論の議論を引き

起こしたということは、ＡＩ美空ひばりプロジェクトが極めて高いレベルに仕上

がっていた証しではないか。人間らしさや人格とは何か、生きているとはどういう

ことなのかを問いかけ、新しい技術との共存を社会全体で議論するきっかけを提供

するよいプロジェクトだった。技術は使い方次第で、よくも悪くもなる。ＮＨＫに

はよい使い方を心がけて今後も進めていただくと同時に、社会全体のモラル向上に

資するような議論喚起をお願いしたい。 

 

○  ３月３０日(月)からスタートした連続テレビ小説「エール」を見た。いきなり原

始時代から始まり驚いたが、毎日楽しく見ている。「オリンピック・マーチ」を作



8 

曲した古関裕而さんをモデルにしたドラマということだが、東京オリンピック・パ

ラリンピックが延期となってしまい残念だ。しかし、新型コロナウイルスの感染拡

大で暗くなりがちな風潮の中、明るく前向きな内容で勇気づけられる。また、毎週

土曜日には、ナビゲーターの日村勇紀さんの案内で、１週間分をまとめて振り返る

という工夫がされていてよい。ＢＳ４Ｋの映像は奥行きや色の濃淡が違ってすばら

しいが、放送中に時刻表示がないので不便に感じている。 

 

○  連続テレビ小説「エール」の原始時代から始まる演出は賛否両論があったかもし

れないが、音楽のすばらしさが伝わる内容だ。現在、新型コロナウイルスの対応で

多くの人たちの気持ちがふさいでいる。音楽を通して人々にエールを送るという意

味で期待している。 

 

○  ３月２６日(木)のＢ面ベイビー！「磯村勇斗が語りたい“ゾンビ”の話」（Ｅテ

レ 後 10:00～10:43）を見た。内容は充実していたと思うが、出演者に世代間ギャッ

プがあり、バランスがあまりよくないと思った。 

 

○  ４月３日(金)から始まった「世界にいいね！つぶやき英語」を見ている。ＳＮＳ

の中で頻繁に使われている英語に触れることで、生きた英語のおもしろさに気づく

人も多いだろう。旬の話題を解説し、インターネット上で使われている英語を紹介

する構成もよい。気負いなく楽しむことができ、知識も得られる番組として育てて

いってほしい。最後に紹介された番組のＳＮＳアカウントは日本語だけでなく英語

でも積極的に発信してほしい。 

 

○  ４月１１日(土)の１００分ｄｅ名著 カミュ“ペスト”「第１回～第４回」（Ｅテ

レ 後 3:00～4:36）を見た。2018 年に放送した番組の再放送だったが、ペストに象

徴される未知への不安がより現実味を帯びて感じられ、改めて納得感や緊張感を感

じた。フランス文学者の中条省平さんの解説も大変分かりやすく、新型コロナウイ

ルス感染症が広がる今の状況とも相まって、この小説の普遍的な価値が見いだせた

ような気持ちになった。再放送の意義を感じた。 

 

○  ４月１１日(土)の１００分ｄｅ名著 カミュ“ペスト”「第１回～第４回」を見

た。１人１人が自分に何ができるのか考えさせられる内容だった。過去の優れた番

組が、今回のような形で再放送されることはすばらしいと思った。なお、外出を自

粛し、自宅で過ごすことが多くなる中、虐待やＤＶなどを受けている人たちは、さ

らに厳しい状況に置かれている。こういった人たちの声も番組で救い上げてほしい。 
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○  ４月１３日(月)のハートネットＴＶ「車いすユーザー 織田友理子が作るバリア

フリー地図アプリ」を見た。バリアフリー情報を集めたくても、店側が取材に応じ

てくれないことがあると紹介されていた。店によっては、対応のしかたが分からず

車いすでの入店を断ってしまうこともある。心理的な障壁は実際に障害者と関わら

ないと分からないことでもある。パラリンピックを開催する国として、市民レベル

での行動変容を期待したい。スポーツとしてのパラリンピックだけでなく、共生社

会の実現に向けた大会でもあるということを番組で伝えてほしい。 

 

○  Ｅテレサブチャンネルで放送していた４月２０日(月)のＮＨＫ高校講座 社会

と情報「情報社会の影」を見た。大変分かりやすい内容だったが、テレビ欄にはＥ

テレのサブチャンネルの番組紹介がほとんどないので、もったいないように感じる。

サブチャンネルでも良質な番組が放送されているので、分かりやすい情報提供を

行ってほしい。 

 

○  ＥＴＶ特集「緊急対談 パンデミックが変える世界」を見た。今起きている問題

を世界史の文脈で捉え、政治の問題でもあること、また、感染症問題に取り組むう

えで独裁政治よりも自由主義がなぜ効率的なのかを議論しており、大変貴重な視座

を与えられた。このように優れた番組を今後も制作してほしい。 

 

○  ３月２０日(金)の奇跡のレッスン「パラ陸上 ハインリッヒ・ポポフ（ドイツ）

“新しい足”で前に進む力を！」（ＢＳ１ 後 8:00～8:50、後 9:00～9:49）を見た。

先生役のポポフさんが子どもたちの心に寄り添いながら、自分自身の障害とどう向

き合うのかという視点で指導しており、すばらしかった。特に指導を受けて、みる

みるうちに表情が変わる少女の様子は印象的だった。スポーツは生きるうえでの困

難に対処し、人生設計を可能にすると強く感じた。新型コロナウイルスの影響で多

くの人がスポーツ活動の自粛を余儀なくされているが、スポーツも音楽や芸術など

の文化活動と同様に、人間の生命維持に欠かせないものであると感じた。一方で、

番組内でポポフさんがスポーツ義足を用意したと紹介されていたが、スポーツ義足

は大変高価な物なので誰もが購入できるわけではない。親としては、コストの問題

も気になるところだ。チャリティー色が強くなりすぎてもよくないと思うので、現

実的な情報も伝えてほしい。 

 

○  ３月２８日(土)ニュース「安倍首相記者会見」(総合 後 6:00～6:45)を見た。会

見の中継は途中で終わり、続きはインターネットで見るよう案内されたが、手元に

スマートフォンがない、あるいは、インターネットの使い方に慣れていない人に

とっては、非常にハードルが高い方法だ。サブチャンネルで放送するなど、視聴者
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が簡単に切り替えられる方法を検討してほしい。 

 

○  ＮＨＫに意見を寄せる視聴者は年齢層が高い印象がある。ＮＨＫが弱いとされて

いる若年層に必要な情報をどのように届けるかは重要なテーマだ。ＮＨＫプラスを

利用しているが、見たいコンテンツに容易にたどり着けないこともあり、プレイリ

ストの並びも分かりづらいと感じることがあるので、今後工夫を重ねてほしい。 

 

○  ＮＨＫプラスに登録したが、番組を探しづらい。画面の構成がＮＨＫオンデマン

ドとも違っており、不便に感じる。改善を期待する。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫプラスの登録者数は、３月末の時点で３０万件を超

えたが、より多くの若い人たちにも利用していただきたいと

考えている。プレイリストの並びなどサービスの利便性の向

上を進めていきたい。 

 

○  ＮＨＫの番組を見たあとにホームページでブログや解説を見ている。大河ドラマ

「麒麟（きりん）がくる」は、美術や衣装の世界が紹介されていて興味深い。番組

で伝えきれない情報をインターネットで補完するのはよい取り組みだ。海外ドラマ

「レ・ミゼラブル」のホームページでも、「～今こそ、ドラマ『レ・ミゼラブル』

～」というコラムで、フランス文学者の鹿島茂さん解説しており興味深かった。放

送番組をホームページを使って補完することは、番組をより深く理解することがで

きて、よいと思う。 

 

○  ３月２４日(火)の「みんなの卒業式」(総合 後 7:30～8:42)を見た。次々と卒業

式が中止される中、ＮＨＫだからこそ制作できた番組だと感動した。 

 

○  ３月２９日(日)のＮＨＫスペシャル ホットスポット最後の楽園 season３（３）

「進化の魔法息づく島々～東南アジア ウォーレシア～」を見た。なぜ、あの地域を

ウォーレシアと呼ぶのか、説明があってしかるべきだと思った。 

 

○  ４月１１日(土)のＮＨＫスペシャル「新型コロナウイルス 瀬戸際の攻防～感染拡

大阻止 最前線からの報告～」を見た。何度も再放送してほしい。視聴者のリテラシー

を育てるためには、ベストの番組ではないか。なお、ＮＨＫでは、医療従事者などの

エッセンシャルワーカーへの差別問題を何度も取り上げているが、差別する人がわが

身を恥じるような世の中のすばらしい動きももっと伝えてほしい。 
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ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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