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第96回放送記念日記念式典を、3月19日（金）午前10時からＮＨＫ放送センター（CT-112）で開催	
しました。

開　　　　　式
あ　い　さ　つ	 会長　前田　晃伸	
	 経営委員会委員長　森下　俊三
来　賓　祝　辞	 古川　	康 	　総務大臣政務官
		 石田　祝稔　衆議院総務委員長
	 浜田　昌良　参議院総務委員長
		 大久保好男　日本民間放送連盟会長
第72回	日本放送協会放送文化賞贈呈式
職員表彰（会長賞）受賞者紹介
記　念　演　奏	 ＮＨＫ交響楽団（弦楽四重奏）
	 曲目：弦楽四重奏曲	第67番	ニ長調	作品64第5「ひばり」から第1楽章
	 （ハイドン作曲）
	 　　　セレナード	ト長調	K.525「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」から第1楽章
	 （モーツァルト作曲）
閉　　　　　式
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会長

前　田　晃　伸

第96回放送記念日記念式典の開催にあたり、
ひと言ごあいさつを申し上げます。
本日はご多忙中にもかかわらず、総務大臣政務

官・古川康さま、衆議院総務委員長・石田祝稔さ
ま、参議院総務委員長・浜田昌良さま、日本民間
放送連盟会長・大久保好男さまをはじめ、多くの
皆さまのご出席を賜り、誠にありがとうございま
す。
また、本日は72回目の「放送文化賞」を、放
送事業の発展や放送文化の向上に貢献をいただい
た７名の方々にお贈りいたします。受賞される皆
さまに心からお礼とお祝いを申し上げます。
放送記念日は、大正14年・1925年3月22日に、

ＮＨＫの前身である社団法人東京放送局が、東
京・芝浦の仮放送所から日本で初めてのラジオ放
送を開始したことに由来して、昭和18年・1943
年に制定されました。今回で96回目となります。
この１年間、世界は新型コロナウイルスの感染
拡大という未曽有の事態に直面しました。ＮＨＫ
も、大河ドラマをはじめとした収録の延期や、
『紅白歌合戦』の無観客での開催などを余儀なく
された一方で、インターネットを活用したリモー
トによる演出などに取り組み、新しい生活様式を
踏まえた映像表現にも挑戦しました。
ＮＨＫは、受信料で成り立つ公共メディアとし
て、時代の変化に正面から向き合い、視聴者・国
民のみなさまからの信頼に応え続けるとともに、
合理的なコストでの運営に努める必要があると考
えています。
そのために、4月から始まる次期経営計画には、

ＮＨＫがいま直ちに取り組まなければならないこ
とをすべて盛り込み、スリムで強靭

じん

な「新しい
ＮＨＫ」に本気で変えるという強い覚悟を示しま
した。
既存業務を抜本的に見直して、効率的で持続可

能な組織に変わるとともに、経営資源をＮＨＫな
らではの多様で質の高いコンテンツの取材・制作
に集中させ、正確、公平公正で豊かな放送・サー
ビスを、いつでもどこでも最適な媒体を通じてお
届けし続ける、「新しいＮＨＫらしさの追求」を
進めてまいります。
日本の放送開始100年にあたる2025年を見据え
て、情報棟をはじめとした新しい東京・渋谷の放
送センターの建設も始まりました。
将来にわたって放送文化の発展に貢献する

ため、民間放送との二元体制を堅持しながら、
ＮＨＫでしか創り出せないことに注力するなど、
「ＮＨＫならでは」の取り組みをしっかりと進
め、視聴者・国民のみなさまの期待と信頼に応え
てまいります。
今後とも、ＮＨＫへのご理解とご支援をお願い

申し上げますとともに、ご臨席の皆さまのご健勝
を心よりお祈りして、私からのごあいさつとさせ
ていただきます。本日は誠にありがとうございま
した。

あ い さ つ
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第96回放送記念日記念式典の開催にあたり、
ひと言ごあいさつを申し上げます。
本日はご多忙中にもかかわらず、総務大臣政
務官・古川康さま、衆議院総務委員長・石田祝
稔さま、参議院総務委員長・浜田昌良さま、日
本民間放送連盟会長・大久保好男さまのご出席
を賜り､この記念式典を挙行できますことについ
て、厚くお礼申し上げます｡
また、本日、「放送文化賞」を受賞される7名
の皆さまにもお祝いを申し上げます。
大正14年３月、社団法人東京放送局がラジオ

の仮放送を開始して、ことしで96年になります。
昨年４月には、インターネットで地上波放送
番組を視聴できる動画配信サービス「ＮＨＫプ
ラス」が本格スタートしました。「公共メディア」
の実現に向けて、正確な情報や質の高い多彩な
番組を、「いつでも、どこでも、何度でも」受
け取っていただける環境を整え、幅広い年代の
方々に視聴機会の拡大を図っていきたいと思い
ます。
ことし1月、経営委員会は来年度から3か年の
中期経営計画を議決しました。メディアを取り
巻く環境が大きく変わる中で、ＮＨＫは「公共
メディア」として自主自律を堅持するとともに、
信頼される情報の社会的基盤としての役割を果
たし続けなければなりません。
「新しいＮＨＫらしさの追求」のもと、放送波
の整理・削減を含む構造改革にしっかり裏打ち
された本計画は、これからの時代にふさわしい
進化を遂げようというＮＨＫの強い決意であり、

これを着実に推進していかなければならないと
考えています。
2年続けて受信料の値下げを行いましたが、受

信料のさらなる値下げを望む声は多いと受け止
めています。構造改革を着実に実行し、スリムで
強靭な「新しいＮＨＫ」へと変わり、その原資を
生み出すことが必要です。新たな受信料制度等
の検討を速やかに進め、視聴者・国民の皆さま
に広くご理解をいただいたうえで、受信料の値下
げを適切に実施することが望ましいと考えます。
ＮＨＫグループ全役職員は、「公共メディア」

に携わる人間として高い倫理観を持ち、重い社
会的責任を負っていることを常に意識して、そ
れぞれの業務に取り組んでいただきたいと思い
ます。
私ども経営委員会も、与えられた使命と責任

を深く自覚し、役割をしっかりと果たしてまいり
ます。
本日お越しいただいたご来賓の皆さまをはじ

め、ＮＨＫを支えてくださっている各界の皆さま
にも、引き続きご指導・ご支援を賜りますよう、
お願い申し上げます。
最後になりましたが、皆さまのご活躍とご発

展を祈念して、簡単ではございますが、私から
のあいさつとさせていただきます。本日は誠にあ
りがとうございました。

経営委員会委員長

森　下　俊　三
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総務大臣政務官の古川康でございます。本日こ
こに第96回の放送記念日記念式典が挙行されるに
あたりまして、ひと言お祝いの言葉を申し上げます。
まずは、栄えある「日本放送協会放送文化賞」
を受賞される皆さま方に、心からお慶

よろこ

びを申し上
げます。本日、受賞される皆さま方お一人お一人
のことを思えば、いかに多くの国民の方に、そし
ていかに大きな影響を私たちの社会に与えていた
だいたのか、改めて思うところでございます。心
から感謝を申し上げます。
大正14年、1925年3月22日に、このＮＨＫの
前身である東京放送局が芝浦の送信所からラジオ
の仮放送を開始いたしました。以来、我が国の放
送は公共放送と民間放送の二元体制のもと、両者
が互いに切

せっさ

磋琢
たく

磨
ま

しながら、多様な放送番組を通
じて、豊かな文化を育むとともに、国民生活の向
上に寄与してきました。改めて、関係の皆さまに
おけるこれまでのご尽力に深い感謝と心からの敬
意を表する次第です。
近年は、インターネットの普及や、社会のデジ

タル化によって特に若い世代を中心にテレビ離れ
の傾向が見られ、また、国民の情報収集の手段に
ついても、世代や目的ごとに多様化が進んできて
います。しかしながら、メディアを取り巻く環境
が大きく変化する中でも、公共の福祉のため、全
ての国民に対して質の高い放送番組を提供し、文
化水準の向上に寄与するという公共放送としての
ＮＨＫの社会的使命は、今後も変わるものではあ
りません。
特に、国民の生命と財産を守る、正確かつ迅

速な報道は最も重要な社会的使命の一つであり
ます。昨今の新型コロナウイルス感染症の国内外
の状況や、今年にはいってからも地震や豪雪など
各地で自然災害が相次いで発生していることを踏
まえれば、国民・視聴者へ安心・安全を伝えるこ
との重要性はますます高まっていると考えていま
す。引き続き、放送だけでなく、インターネットを
含めたあらゆる手段を活用し、きめ細やかな情報
提供に一層取り組まれることを期待しております。
また、視聴覚障害のある方やご高齢の方を含む
全ての視聴者が、放送の内容を理解し、必要な情
報を得る機会が確保されることも重要です。引き
続き、字幕放送、解説放送および手話放送の充実
に努めていただくことをお願い申し上げます。
世界に目を向けますと、めまぐるしく国際情勢

が変化しております。我が国の動向や実情などを
正しく伝えることの重要性が高まっています。
本年夏の東京オリンピック・パラリンピックを
控え、我が国に注目や関心が集まることも踏まえ
て、「ＮＨＫワールドＪＡＰＡＮ」などの国際放送
の一層の充実が図られることを期待しております。
ＮＨＫでは、今年１月に受信料の引き下げや
チャンネルの削減などの大きな経営改革を盛り込
んだ中期経営計画が公表されました。総務省とし
ても放送法の改正などを通じ、こうした改革が着
実に実現されるよう取り組んでまいりたいと考え
ております。
最後になりましたが、皆さまのご健勝と我が国

の放送のさらなる発展を祈念いたしまして、私か
らのお祝いの言葉とさせていただきます。

総務大臣政務官

古　川　　　康
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皆さま、本日は大変におめでとうございます。
第96回放送記念日を迎えるにあたり、衆議院総
務委員会を代表いたしまして、ひと言お祝いを申
し上げます。
はじめに、これまでＮＨＫの発展と放送文化の
向上に尽力してこられた皆さま方に対し、深く敬
意を表しますとともに、本日、栄えある「放送文
化賞」を受賞される方々および「職員表彰」を受
けられる方々に心よりお慶び申し上げます。
昨年、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大

いたしました。このような中、ＮＨＫから国民・
視聴者の方々に命を守る情報がテレビ、ラジオ、
インターネットを通じて届けられております。ま
た、ＮＨＫはさまざまな障害のある方に適切に情
報を送り、利便性の向上を図るための、「人にや
さしい放送」を行なっております。その一層の普
及を実現するためには、技術面での支えが不可欠
です。これまで放送技術の研究開発に取り組んで
こられた方々の、ひたむきな努力に心より敬意を
表したいと存じます。
ＮＨＫは報道番組をはじめとして、幅広い分
野において放送文化の向上に寄与してこられまし
た。大河ドラマや朝の連続テレビ小説は、長年に
わたり、お茶の間で多くの方々に親しまれていま
す。また、大相撲などさまざまなスポーツ、俳句
など、我が国固有の文学、語学などの教養・教
育、さらには人々の心を癒やす優れた音楽や美術
などを紹介する番組が数多く制作されております。
近年、大規模な災害が頻発し、災害報道の重要
性が高まってまいりました。ＮＨＫは地域に根差

した災害情報をいち早く伝えるとともに、被災者
の支援や防災、減災に役立つ番組にも力を入れて
おられます。今後も、こうした取り組みを続けて
いただきたいと願っております。
放送と通信の融合時代のもと、ＮＨＫは昨年

4月、常時同時配信および見逃し番組配信サービ
スである「ＮＨＫプラス」の本配信を開始しまし
た。さまざまな情報が多様な経路で伝わるこの
時代において、ＮＨＫが正確な情報をしっかりと
伝えていくことが一層重要になっているといえま
す。ＮＨＫにおかれましては、視聴者からの受信
料で支えられた公共放送であることを十分に自覚
しつつ、新たな経営計画のもと、社会的使命を果
たしていただきたいと思います。
結びに、ＮＨＫが我が国の放送文化の向上に貢

献し、ますます発展されることを願うとともに、
本日ご出席の皆さま方のご健勝とご活躍を心より
お祈り申し上げ、私のあいさつといたします。
今日は大変におめでとうございます。

衆議院総務委員長

石　田　祝　稔
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参議院総務委員長の浜田昌良でございます。
第96回放送記念日を迎えるにあたり、参議院総
務委員会を代表して、ひと言ごあいさつを申し上
げます。
はじめに、放送文化の向上や放送事業の発展へ
のご貢献、番組制作や技術開発等へのご尽力によ
り、本日、「放送文化賞」および「職員表彰」を
受けられる皆さまに対し、心からお祝いを申し上
げます。
ＮＨＫの皆さまにおかれましては、豊かで良い
番組を、あまねく日本全国に提供するという社会
的使命を果たし、国民の期待に応えてこられまし
た。また、各地域からの情報発信、先端的な放送
技術の開発など、多面的において成果を挙げてお
られます。
昨年から続く、新型コロナウイルス感染症は、
我が国のみならず、世界中の社会、経済に甚大な
影響を与えております。このような未曽有の事態
に公共放送であるＮＨＫには、正確な情報を国民
に迅速に伝えていくことが強く求められておりま
す。ＮＨＫにおかれましては、放送のみならず、
常時同時配信などインターネットも活用した情報
発信に積極的に取り組んでおられることを承知し
ておりますが、国民の命と暮らしを守るため、引
き続きご尽力を賜りますよう、よろしくお願い申
し上げます。
また、本年は延期されました東京オリンピッ
ク・パラリンピック大会が予定されております。
最新の技術を駆使して、大会の魅力を余すところ
なく伝えていただきたいと思います。

言うまでもなく、ＮＨＫの経営は、視聴者の皆
さまからの受信料によって支えられております。
ＮＨＫにおかれましては、受信料値下げを盛り込
んだ新たな経営計画のもと、公共放送の役割と責
任を改めて自覚し、ガバナンスの強化、組織の効
率化等を進めていただくとともに、防災・減災報
道の充実・強化、字幕放送の拡充など、視聴者に
寄り添った取り組みをより一層推進されることを
切に願っております。
今国会においては、ＮＨＫ予算や放送法改正案

の審議が予定されておりますが、参議院総務委員
会といたしましても、ＮＨＫをめぐる諸課題の解
決に資するよう尽力してまいります。
結びに、ＮＨＫが信頼される公共放送として、

国民・視聴者の負託に応えていくことを心より祈
念いたしまして、私のごあいさつとさせていただ
きます。
本日は誠におめでとうございました。

参議院総務委員長

浜　田　昌　良
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日本民間放送連盟の大久保でございます。第
96回放送記念日の記念式典にあたり、ひと言お
祝いを申し上げます。
1925年３月にＮＨＫの前身である社団法人東
京放送局がラジオ放送を開始して以来、ＮＨＫ
は先導的役割を担って、日本の放送事業を牽引
してこられました。長期にわたるこれまでのご
尽力に改めて敬意を表します。私たち民間放送
も今年70周年を迎えました。ＮＨＫ、民放と
もに、この長い歴史の重みをしっかりと受け止
め、引き続き切磋琢磨しながら放送文化の一層
の発展に力を尽くしていきたいと思います。
さて、私たちの日常は新型コロナウイルスの
世界規模での感染拡大により、大きく様変わり
しました。先が見通せない中、国民のあいだに
は不安やいらだちが募っています。また、先月
には10年前の東日本大震災の余震とされる大き
な地震がありました。こうした非常時において
は、国民はテレビとラジオが伝える正確で信頼
できる情報を求めています。改めて、放送の公
共的使命、社会的責任に思いを致し、国民の信
頼に応える質の高い放送に取り組んでいきたい
と思います。
今年の夏には、延期された東京オリンピック・

パラリンピックが開催される予定です。ＮＨＫと
民放は一致協力し、世界のトップアスリートの活
躍を内外の多くの人々に伝えるとともに、日本の
魅力を海外に向け発信していきたいと思います。
最後になりましたが、本日の記念すべき式典

にあたり、「第72回放送文化賞」を受賞される

方々、また、「職員表彰」を受けられる方々にお
祝いを申し上げ、私のごあいさつとさせていただ
きます。本日は誠におめでとうございました。

一般社団法人 日本民間放送連盟会長

大久保　好　男
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大
おお

　石
いし

　　　静
しずか

　氏
� 《脚本家》
連続テレビ小説『ふたりっ子』『オードリー』、大河ドラ

マ『功名が辻』､ドラマ10『セカンドバージン』、そして
北海道150年記念ドラマ『永遠のニㇱパ～北海道と名付
けた男	松浦武四郎～』など、幅広い題材のテレビドラマ
の脚本を手がけています。オリジナル作品を中心に、エ
ンターテインメント性あふれるストーリーで人間の奥深さ
やたくましさを力強く描き、視聴者の心をとらえています。

北
きた

大
おお

路
じ

　欣
きん

　也
や

　氏
� 《俳優》
1968年の大河ドラマ第6作『竜馬がゆく』で主役の坂
本龍馬を演じて以来、『樅ノ木は残った』、『新・平家物
語』、『独眼竜政宗』、『北条時宗』、『篤姫』、『江～姫たち
の戦国～』、『花燃ゆ』、そして徳川家康役で出演の『青天
を衝け』まで、半世紀以上にわたって数々の大河ドラマ
を支え続けています。大河ドラマ以外でも、ＮＨＫ・民
放問わず、存在感とリアリティーある役柄を多彩に演
じ、視聴者の支持を得ています。

北
きた

の富
ふ

士
じ

　勝
かつ

昭
あき

　氏
� 《ＮＨＫ大相撲中継専属解説者》
ＮＨＫ初めての横綱経験者の専属解説者として、20年
以上にわたり大相撲中継の解説を続け、横綱経験者なら
ではの技術解説や、相撲界の慣習を踏まえたコメントは
相撲ファンの高い支持を得ています。実況アナウンサー
との軽妙な語り口のやりとりが高い人気を集めるととも
に、相撲界のあり方について忌

き

憚
たん

のないコメントをするご
意見番としても高い存在感を示しています。

さ だ ま さ し　氏
� 《シンガーソングライター、小説家》
「精霊流し」「関白宣言」など数々のヒット曲を生み出
し『ＮＨＫ紅白歌合戦』に20回出場、長年音楽界の第一
線で活躍しています。2006年開始の『今夜も生でさだま
さし』では、軽妙な話術で日本全国の視聴者とふれあ
い、寄り添い続けてきました。また、長年、故郷である
被爆地・長崎から平和へのメッセージを発信するコンサ
ートを行い、その模様は放送でも広く親しまれてきました。

杉
すぎ

　田
た

　　　敏
さとし

　氏
� 《昭和女子大学�客員教授》
海外新聞の記者や国際ビジネスパーソンとしての経験

を生かして、1987年から通算32年半にわたり、ラジオ第
2『ビジネス英語』の講師をつとめ、世界のビジネスの現
場で使われている生きた英語表現を丁寧な解説とともに
紹介してきました。日本人が目指すべき英語力や、国際
人としての教養を伝授し続けて、日本の英語教育の底上
げに貢献。第一線のビジネスパーソンのみならず、多く
の文化人やジャーナリストにも支持されています。

鈴
すず

　木
き

　陽
よう

　一
いち

　氏
　　　　《国立研究開発法人�情報通信研究機構�
� 耐災害ＩＣＴ研究センター�センター長》
音響研究の第一人者として、人間の聴覚特性の研究

や、高臨場感音響システムの研究開発を続けてきまし
た。人が感じる音の大きさの特性「ラウドネス」は国際
規格としてまとめられ、放送の音の大きさをそろえるため
のメーターの基礎となりました。ＮＨＫ放送技術研究所
の研究アドバイザーや放送に関わる国の審議会の委員も
務め、また防災行政無線の聞こえ方の研究など、災害大
国・日本の安全にも貢献しています。

夏
なつ

　井
い

　いつき　氏
� 《俳人、エッセイスト》
全国の高校生が参加するイベント「俳句甲子園」のほ

か、各地で「句会ライブ」を開催するなど俳句ブームを
けん引。ＮＨＫでも30年の長きにわたり『俳句王国』『天
才てれびくん』『夏井いつきのよみ旅』などさまざまな番
組に出演し、独特の語り口で人気を博してきました。2018
年には『ＮＨＫ紅白歌合戦』でゲスト審査員も務めたほ
か、長年、四国域内の地域放送番組にも数多く出演し、
地域文化の向上にも貢献しています。

第 72回日本放送協会放送文化賞受賞者
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こんな私を選んでくださった選考委員の皆さ
ま、ありがとうございました。光栄に思います。
重鎮がもらう賞らしいと聞いた時、「あれっ？」

とちょっと思いました。なぜなら、私はまだまだ
発展途上のイメージでやっておりますので。でも
今日、受賞者の皆さまにお目にかかって、本当に
皆さま今も最前線でやっていらっしゃる方ばかり
で、「そうか、私もまだまだ頑張ろう」という思
いを新たにいたしました。
台本は台の本と書きます。脚本は脚の本と書

きます。土台がしっかりしていなければ、ちゃん
とした家は建たないし、脚がしっかりしていない
と、人間はふらふらしてしまいます。そのドラマ
の最も大事な土台を担っているのが脚本家の仕
事なのですが、小説家のように、究極の自己表
現ではなく、私が書いたものをスタッフやキャス
トが膨らませて、お客さまの目に届きます。この
賞も、そうした優れたスタッフやキャストの仕事
あってのことだったなと思って、一緒にドラマを
作って来た仲間たちにも感謝したいと思います。
私はホームドラマも書きますし、刑事モノも書

きますし、時代劇も書きますし、医療モノも、何
でもやるんですけれども、最近「ラブストーリー
の大石静」と言われるようになりました。その
きっかけになりましたのは、10年前にＮＨＫで書
いた『セカンドバージン』というドラマで、17歳
年下の男を愛した中年女性の話だったんですけ
れども、大変、話題になりました。このときのプ
ロデューサーは、「エロい映像はダメだけれど、
セリフはなんでもありですよ」「大石さんが下品

だと思わなかったら、振り切ったセリフを書いて
いい」と、おっしゃったんですね。これは民放
だったら絶対にありえないことで、この振り切り
具合に、ＮＨＫの底力を感じました。内容もキャ
ストの抜てきも大胆で、これも、ほかの局ではあ
りえないことでした。
さっき、会長がご挨拶で、ＮＨＫにしかできな
いものを作らなければとおっしゃいましたが、ま
さにこれはＮＨＫでしかできない作品だったと思
います。だんだん表現も窮屈になっていますが、
この路線を勇気を守っていただきたいと切に思い
ます。
コロナの時代になって、みんな不自由な暮らし
を強いられておりますが、こういう苦しいときこ
そエンターテインメントが必要だと、しみじみ感
じます。これからもドラマの灯が消えることのな
いように、日々祈りながら仕事をしております。
本日は本当にありがとうございました。

大
おお

　石
いし

　　　静
しずか

　氏
� （脚本家）

放送文化賞受賞者のことば
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本日はありがとうございます。私がＮＨＫとご
縁を頂いたのは、1960年、『ジェスチャー』とい
う番組で初めて呼んでいただきました。それか
ら、いろいろな思い出があります。数々のお仕事
を頂いて、たくさんの経験をさせていただきま
した。
遠隔地の厳しいロケ、そして海外ロケもあり

ました。そんな中で、もちろん私も一生懸命やり
ましたが、その私たちを、情熱をもって支えてく
ださった多くのスタッフの皆さまが忘れられませ
ん。その方々のおかげで、現在も大河ドラマに出
演をさせていただき、前進をさせていただいてお
ります。
いっぱい思い出はありますが、皆さまへの大き

な感謝の気持ちをもって、今日はこの賞を頂いた
と思います。これからも、新たな思いをもって前
進をしていきたいと思います。本日は誠にありが
とうございました。

北
きた

大
おお

路
じ

　欣
きん

　也
や

　氏
� （俳優）
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私は57歳のときに相撲協会を離れて、北海道
へ帰ろうかなんて思ったときに、どなたでした
か、ＮＨＫのほうから「解説をやってみないか」
とお誘いを受けました。僕にできるかどうか分
からないので渋っておりましたが、ちょっとくら
いやってみたいなと、面白いかもしれないと思っ
て、軽い気持ちでやったんですけれども、それ
が22年も続いております。ありがたいもんで、
私のいい加減な解説が、こんなに聞いていただ
けるとは夢にも思っておりませんでした。
今度の受賞にあたりましても、歴代の理事長

は大概頂いておるんですけれども、解説者で
は、神風さん、玉の海さん。それ以来、解説者
では（受賞者は）いないんです。今回、私がもら
うわけですけれども、とても肩を並べたとは思っ
ておりません。あと何年やれるか分かりません
が、まあなんとか、もう2年ほど頑張って、80歳
くらいまではやってみたいなとは思っております。
最近、お相撲さんのしこ名も忘れるくらい、

ちょっとぼけておりますけれども。だいぶアナウ
ンサーには助けてもらっています。今場所も今日
は6日目です。明日、テレビの解説に入ります。
明日も見てください。よろしくどうぞ。ありがと
うございました。

北
きた

の富
ふ

士
じ

　勝
かつ

昭
あき

　氏
�（ＮＨＫ大相撲中継専属解説者）
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さだまさしです。今日は、そうそうたる方々の
中に混ぜていただきまして、本当に光栄であり
ます。
ＮＨＫと私、最初に出会いましたのは、もう半
世紀近く前になります。デビューしたての頃は、
ＮＨＫの音楽番組に出るにはオーディションに通
らないといけなかったのです。第1次と第2次が
ありまして、１次は、まあ上手な人だったらアマ
チュアでも受かる。2次は、まあそこそこ歌える
歌手だったら必ず受かる。そんなに厳しいもので
はなかった。藤山一郎先生が委員長でした。私、
デビューしたてのときに、1次で落ちました。
本当にあのときに、歌が下手というらく印を背

中に押され、その十字架とともに戦ってきたので
すが、それでも紅白に20回も出させていただくの
ですから、人生何があるか分からないなと本当に
思っております。
『紅白歌合戦』をご縁に、私が故郷・長崎で、
広島の「原爆の日」に長崎で歌おうという野外
フェスのはしりのようなことを始めまして、これ
もＮＨＫがずっと中継してくださることで夏の風
物詩のようにしていただきました。本当は、僕
のほうから感謝状を差し上げたいような思いなの
です。
さまざまなお仕事をさせていただきましたが、
ちょっと褒めていただいていいのかなと思うの
は、今やもう看板番組の一つであります『鶴瓶
の家族に乾杯』の元になる番組を、私が仕掛け
させていただきました。きっかけは低予算である
ということ。ＮＨＫですから「低予算で、低予算

で」って、ずっとプロデューサーが耳元で言うも
のですから。「下見もしなくていい、ぶっつけ本
番でいい、1人にカメラ1台でいいからこれでや
ろう」という訳

わけ

で、これが今や、もちろん笑福亭
鶴瓶さんの魅力によるものですけれども、ＮＨＫ
の看板番組に育っていったというのは、本当に幸
せだなと思います。
そのあと「何か低予算の番組はないか」とプロ

デューサーのほうからずっと耳元でささやかれま
して。「じゃあ、はがきを読むのを中継しよう。
それだったらお金はかからないだろう」というの
で、『今夜も生でさだまさし』を始めて、もう16
年になります。本当に育てていただきましてあり
がとうございます。
自分では、なにほどのことをしたとも思ってお

りませんけれども、何かこうして賞を頂くとか、
おだてられますと、図に乗って、またなんか面白
いことをしようかなと思います。本日は本当にあ
りがとうございます。これからもますます精進し
ます。本職は歌手ですので、歌も頑張ってやりま
す。本当に今日はありがとうございました。

さ だ ま さ し　氏
（シンガーソングライター、小説家）
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今日このような栄えある賞を、すばらしい皆さ
んと一緒に受賞できたことは、私の最大の喜びで
ございます。心から御礼申し上げます。
1987年に『やさしいビジネス英語』というタ

イトルで始まり、今月で終了する私の番組は、
ＮＨＫの語学番組の中でもほかに類を見ない長寿
番組となっています。降板をしていた時期が1年
半ありましたが、32年半にわたって番組を担当し
てきました。その間に売れたテキストの部数は、
累計3千万部になるそうです。これは、53年間に
わたる私の結婚生活に次ぐ大プロジェクトでござ
いました。
実は、私の小中学校時代、1950年代であります

けれど、まだＮＨＫが内幸町にあった頃、ＮＨＫ
の中にありましたＮＨＫ東京放送児童劇団、今は
東京児童劇団になっていますが、私はそこの2期
生でありました。テレビが本格化する前のラジオ
の時代で、当時ラジオの学校放送とかラジオドラ
マに出演しておりました。というわけで、かれこ
れ70年近く、そのうち40年近くは出演者として
ＮＨＫにはお世話になっております。
番組終了にあたって、多くのリスナーからお手
紙やメールなどを頂きました。番組が始まった年
に社会人になったある熱心なリスナーは、その年
から聴き始め、ちょうど今月で定年退職だそうで
す。この32年半、34年間というのは、一人の人
間の社会人生活の長さに相当するということがと
ても印象的です。「番組当初から聴いています」
という人も多く、講演会などに行くと、番組の
最初のテキストを持ってきて見せてくれる方もい

らっしゃいます。番組を聴いてくださっていたの
は、第一線のビジネスパーソンのみならず、多く
の文化人やジャーナリスト、研究者もいました。
今日初めてお聞きしたんですけれど、前田会長
も私の番組をずっと聴いていただいたということ
で、感銘を受けました。
ノーベル賞受賞者の山中伸弥先生も熱心なリス
ナーの一人でございまして、こんなメッセージを
頂きました。「この番組で英語の勉強を始めたの
は、アメリカ留学を目指していた大学院生の頃で
した。おかげで留学が実現し、ｉＰＳ細胞につな
がる研究を始めることができました。帰国後も英
語の勉強を継続し、『実践ビジネス英語』はジョ
ギングの友となりました。英語に加え、社会や文
化の最新動向を学ぶ貴重な経験でした」。今朝も
メールを頂きまして、「ランニングも3月号を聴き
ながら続けています」ということでした。
今後はラジオの放送はありませんが、ＮＨＫ出

版のムック本で年に4回「現代ビジネス英語」と
いうテーマで情報発信を続けさせていただけるこ
とになっております。今回は受賞にあたり、本当
に心から喜んでおります。ありがとうございまし
た。

杉
すぎ

　田
た

　　　敏
さとし

　氏
�（昭和女子大学�客員教授）
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このたびは本当にありがとうございます。
私は、大学院生のときから、人間の聴覚の仕組

みを調べて、それを生かしてよりよい音響システ
ムをつくるという研究を進めてまいりました。そ
の中で、屋外拡声技術は、東日本大震災の被災者
そして被災地の研究者としての思いをもって始め
た研究です。私の現職とも関係しており、ご評価
をとてもうれしく思っております。
東北大学時代後半の20年間に力を入れており

ました高臨場感音響技術、音と映像の融合技術
は、ＮＨＫと共同研究を進めてきました。ＮＨＫ
の研究者の方々と議論をいたしますと、実用化に
向けた非常に高い意識をいつも感じて、本当に得
るものがたくさんありました。ちなみに、「映像
技術の進歩に負けない音響の実現には、22. 2チャ
ンネルでは足りない」と力説している私でござい
ます。
アナログ時代、テレビ放送の音量調整は、電圧
つまり物理的な量がベースでした。現在のデジタ
ル放送では、音を聴いたときに感じる大きさ、ラ
ウドネスをベースにしています。この方法はＩＴ
Ｕという国際機関で2000年に検討が始まり、15
年をかけて整備されました。昔は、番組と番組の
あいだで音が大きくなり、あわててボリュームを
絞り、また戻すということがよくあったかと思い
ます。今あまり気にならないのは、ラウドネスを
ベースに調整しているからだと言えます。ラウド
ネスは、音の物理的な強さが同じでも、周波数つ
まり音の高さによって変化します。その変化特性
を精密に決める作業がＩＳＯで1985年に始まりま

した。私も国際チームの一員として参加し、最後
の5年間は私がそのリーダーとなって、2003年に
ＩＳＯ規格となって、今も使われています。
そもそもテレビの音をラウドネスをベースに決

める、調整する。私の研究がその支えになってい
るとのご評価を頂けたものと心からうれしく思い
ます。人間の特性を調べて最適な技術をつくり標
準化を行う。これには10年単位の長い時間が必
要です。そのような息の長い営みを取り上げてく
ださったということも本当にうれしい限りです。
私の仕事は、恩師である東北大学曽根敏夫名
誉教授をはじめとする職場や学会の仲間、そして
家族、さまざまな人たちの力がなければ成し遂げ
られませんでした。ご関係のすべての皆さま、そ
して今回私をご評価くださった選考委員の方々、
ＮＨＫの方々に心からの感謝を申し上げます。今
回の受賞を大きな励みとして、これからもさらに
頑張っていきたいと思います。本日は誠にありが
とうございます。

鈴
すず

　木
き

　陽
よう

　一
いち

　氏
（国立研究開発法人�情報通信研究機構
��耐災害ＩＣＴ研究センター�センター長）
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「俳句集団いつき組・組長」というやくざな肩
書をひっ提げまして活動を始めましたのが、まあ
かれこれ25年くらい前です。正岡子規のふるさ
と、俳句の都、松山を拠点に、日本中に俳句の
種をまくという、そういう仕事をしてまいりまし
た。今日、このビッグネームの中に自分の名前が
あることにおののいてはおりますけれども、今回
の賞は、私と一緒に俳句の種をまき続けてくれた
俳句集団いつき組の組員のみんなへのご褒美だ
と、そのように受け取ることにいたしました。
いつき組というのは、別に入会届があるわけで

もなく、ましてや入会金とか組織図とか全くそう
いうものございません。「俳句って楽しいと思っ
たら勝手に組員を名乗ってね。そして、組員を名
乗るついでに身近な人たちに俳句の種を届けてあ
げてね」そういう活動なんです。ＮＨＫさんは最
初の頃、私が組長と名乗ることに強い拒否反応を
示されて、それを受け入れてもらうのに、まあか
れこれ25年かかったと、そういう言い方もできる
かもしれません。
最初にＮＨＫとご縁を頂いたのは、今の『俳句

王国がゆく』という番組の前身になります、愛媛
県域放送の『俳句王国』でございました。その
ときの主宰が金子兜太先生。そして、プロデュー
サーの非常に熱い思いで、スタジオで句会を生放
送するという番組が始まりました。そのスタジオ
に、私は33歳、30年前。これで歳

とし

が丸わかりっ
て感じですけれども、そこにおりました。そし
て、この3月で『俳句王国がゆく』という番組が
終わりました。私は俳句王国の国王という、「な

んで国王なの」って言いながら番組をやっており
ましたが、その舞台におりました。30年かけて
『俳句王国』という番組がなくなっていく。その
最後を見届けているような、そんな感慨をもちま
した。
ＮＨＫさんにはもう本当に、私のほうが感謝状

を差し上げたいような思いがあります。特に松山
局の皆さんと、この30年近くいろいろな番組を
考えたり、アイデアを練ったり、一緒に進んでき
たという思いがあります。松山局の皆さんは思っ
ていないかもしれないけど、私は勝手に「あの人
たちもいつき組の組員だ」と思っております。ま
あ、ひどい目にも遭いましたわ。豊臣秀吉の格好
をさせられたり、カニの変なかぶり物をかぶせら
れたり。まあいろいろありましたけれども、彼ら
と一緒に俳句の種をまくという仕事が続けられた
ということは、本当にうれしゅうございます。
今回のこの賞は、夏井個人のものというより

は、私と一緒に俳句の種をまき続けてくれた仲間
たち、日本中にいるいつき組の組員、今は世界に
も点在し始めておりまして、そういう仲間たちと
一緒に今回のこの賞を喜び合いたいと思います。
ありがとうございました。

夏
なつ

　井
い

　いつき　氏
� （俳人、エッセイスト）
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