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木田幸紀専務理事、荒木裕志専務理事、松原洋一理事、黄木紀之理事、鈴木郁子理
事は、4月 24 日付で退任しました。

理事
若　泉　久　朗

理事
小　池　英　夫

理事
林　　　理　恵

理事
角　　　英　夫

理事
松　崎　和　義

理事
田　中　宏　曉
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担当領域

会長
　前田　晃伸

全体統括
グループ経営改革統括

副会長
　正籬　　聡

会長補佐	秘書業務統括
放送統括	デジタル業務統括
２０２０東京オリンピック・パラリンピック業務統括
人事制度改革統括

専務理事
　松坂　千尋

経営企画統括
関連事業統括
グループ経営改革統括補佐

専務理事
　板野　裕爾

業務改革統括

専務理事・技師長
　児野　昭彦

技術統括
情報システム・セキュリティ統括

専務理事
　中田　裕之

地域改革統括
総務統括
視聴者業務統括

理事
　角　　英夫

内部監査業務統括　考査業務統括
コンプライアンス統括
広報統括

理事
　若泉　久朗

放送統括補佐（制作統括）
デジタル業務統括補佐

理事
　松崎　和義

事業統括
営業統括

理事
　小池　英夫

放送統括補佐（報道統括）
デジタル業務統括補佐

理事
　田中　宏曉

新放送センター業務統括
人事・労務統括
財務・経理統括

理事
　林　　理恵

ダイバーシティ推進統括
放送統括補佐（国際放送統括）
デジタル業務統括補佐

役　員　の　担　当
（2020 年 4 月25 日）
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（番組編集）
国内放送 5 月の番組編成について

〔編成局〕

総合テレビでは、新型コロナウイルス対策の最新情報を伝えるＮＨＫスペシャルや、
廃線となった鉄道をＮＨＫの秘蔵アーカイブス映像で振り返る特番を放送する。Ｅテレ
では、重度の知的障害者の自立について考えるハートネットＴＶや、日本国憲法の誕
生に深くかかわったと再評価される法律家に光を当てるＥＴＶ特集を編成。ＢＳ１で
は、哲学者マルクス・ガブリエルの思索ドキュメント特別編や、ウェブ上に公開され
ている情報を解析して真相を暴く謎の調査報道集団のドキュメントをお送りする。	
ＢＳプレミアムでは、松本清張の短編を大胆にリバイバルするドラマや、意外な組み
合わせの著名人二人が外国で共同生活を体験する特集番組を放送。ＢＳ４Ｋでは、ロ
ックバンドＫＩＳＳのジーン・シモンズ、ラストツアーのドキュメントを、ＢＳ８Ｋ
では英国ロイヤル・オペラ・ハウスとパリ・オペラ座ガルニエ宮でのオペラとバレエ
の公演を８Ｋ映像でお届けする。ラジオ第１では、全国 115 万人と言われる引きこも
りの人の声を拾い、引きこもりの人に届ける番組を、ＦMではこどもの日に、ＮＨＫ
から生まれた「キッズソング」をリクエストに応えたっぷりお届けする。

〈総合テレビの主な番組〉
（特集番組）
・たけしのその時カメラは回っていた	 2 日（土）
・あの日あのときあの番組
　　「激動の昭和を生きた作曲家　古関裕而～日本人の心に響き続けた音楽人生～」
	 3 日（日）
・チコちゃんに叱られる！拡大版	 4 日（月）
・アーカイブス秘蔵映像でよみがえる　にっぽんの廃線１００	 4 日（月）
・ロンブー淳のハチャぶらリモだちナイト	 4 日（月）
・今だから、新作ドラマ作ってみました	 4 日（月）、5日（火）、8日（金）
・連続テレビ小説「スカーレット」総集編	前編・後編	 5 日（火）
・もふもふモフモフ	 5 日（火）
・ＬＩＦＥ！～人生を捧げるコント～	 5 日（火）
・フェイク・バスターズ　	 5 日（火）
・ひとモノガタリ
　　「“おばば”と私の子どもたち～桜に託したふるさと再生の思いはいま～」	6 日（水）
・潜れ！さかなクン	 6 日（水）
・民謡魂　ふるさとの唄	 9 日（土）
・まだ間に合う連続テレビ小説「エール」	 9 日（土）
・よなよなラボ	 23 日（土）
・ファミリーヒストリー「鶴見辰吾」	 25 日（月）
・ＮＨＫだめ自慢	 30 日（土）
・今夜も生でさだまさし	 30 日（土）

業 務 情 報 
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・新・解説スタジアム	 31 日（日）

（定時番組）
・よるドラ「いいね！光源氏くん」（5）、（6）、（7）、（8）	 2 日、9日、16 日、23 日（土）
・海外連続ドラマ「100 日の朗君様」（1）〈新〉、（2）、（3）	 17 日、24 日、31 日（日）
・土曜時代ドラマ「雲霧仁左衛門 3」（4）、（5）、（6）、（7）、（8）
	 2 日、9日、16 日、23 日、30 日（土）
・土曜ドラマ「路（ルウ）～台湾エクスプレス～」（1）〈新〉、（2）、（3）
	 16 日、23 日、30 日（土）

（スポーツ番組）
・競馬
　　「ＮＨＫマイルカップ」	 10 日（日）
　　「第 87 回日本ダービー～東京競馬場～」	 31 日（日）
・大相撲夏場所	 24 日（日）～ 6月 7日（日）

〈Ｅテレの主な番組〉
（ＥＴＶ特集）
・義男さんと憲法誕生	 2 日（土）
・映画監督　羽仁進の世界～すべては「教室の子供たち」からはじまった～	9 日（土）
・母の愛したニッポンへ～じゃぱゆきさんの子供たち～	 16 日（土）
・引き裂かれた海～長崎・国営諫早湾干拓事業の中で～	 23 日（土）

（定時番組）
・ららら♪クラシック「ショスタコーヴィチの映画音楽」	 1 日（金）
・グレーテルのかまど「“ホビットの冒険”のシードケーキ」	 4 日（月）
・先人たちの底力	知恵泉
　　「家康をつくった“三方ヶ原の戦い”失敗こそ成功への指針」	 5 日（火）
　　「家康をつくった“小牧・長久手の戦い”天下人の布石」	 12 日（火）
・又吉直樹のヘウレーカ！「皮膚はすべて知っている？」	 13 日（水）
・ハートネットＴＶ「重度知的障害者の自立とは」	 18 日（月）
・こころの時代「シリーズそれでも生きる～旧約聖書・コレヘトの言葉②」	17 日（日）
・臨時開校！フライデーモーニング・スクール	 1 日（金）

〈ＢＳ 1 の主な番組〉
（特集番組）
・ＢＳ１スペシャル
　　「マルクス・ガブリエル　欲望の時代を哲学する　２０２０」	 6 日（水）
　　「“オタク”がネットで暴く世界の真相」	 17 日（日）
・ザ・ヒューマンスペシャル「ジーン・シモンズ　完全版」	 5 日（火）
・142 の金メダル！もう一度見たい名場面は？	 6 日（水）
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・地球タクシー「鹿児島を走る」	 9 日（土）
・街角ピアノ「シンガポール」	 29 日（金）

	（定時番組）
・チャリダー★快汗！サイクルクリニック
　　「大分ひとり旅」	 16 日（土）
・COOL　JAPAN～発掘！かっこいいニッポン～
　　「文字～Ｃｈａｒａｃｔｅｒ～」	 10 日（日）
　　「オタク～Ｏｔａｋｕ　Ｃｕｌｔｕｒｅ～」	 17 日（日）

〈ＢＳプレミアムの主な番組〉
（ドラマ・アニメ）
・松本清張ドラマ　「黒い画集～証言～」	 9 日（土）

（特集番組）
・最後の○○　～日本のレッドデータ～	 1 日（金）
・レギュラー番組への道
　　まいにち　養老先生、ときどき　まる（1）～（3）	 1 日、8日、15 日（金）
・グレートトラバース 3　日本三百名山全人力踏破	第二十五集
　　初冬！東北の山々へ　月山・朝日連峰に挑む	 2 日（土）
・玉置浩二ショー２０２０	 3 日（日）
・新日本風土記スペシャル　「松本清張・鉄道の旅」	 8 日（金）
・日本人の知らない！世界の過激＆絶景アドベンチャー	 9 日（土）
・アニソン！プレミアム！	 10 日、17 日、24 日、31 日（日）
・体感！グレートネイチャー「“快速”移動大陸の絶景～オーストラリア～」	16 日（土）
・チョイ住み　ＩＮ　バルセロナ	 16 日（土）
・発表！全エヴァンゲリオン大投票	 16 日（土）
・ニッポン知らなかった選手権　実況中！２０２０	 22 日（金）
・京都・祇園　紗月の四季	 23 日（土）
・いくぞ！最果て！秘境×鉄道「ミャンマー」	 30 日（土）
・歌える！Ｊ－ＰＯＰ　黄金のヒットパレード決定版！
　　～’80ｓから’90ｓの大ヒット曲が集合～	 30 日（土）

〈ＢＳ４Ｋの主な番組〉
（特集番組）
・映画「ヱヴァンゲリヲン　新劇場版 : Ｑ」	 2 日（土）
・４Ｋ洋楽倶楽部
　　「ピンクフロイド　ライブ・アット・ナッソーコロシアム　’88」	 4 日（月）
・ＫＩＳＳ　ジーン・シモンズ完全版	 6 日（水）
・８Ｋカメラがとらえた！	i ＰＳ細胞の世界～顕微鏡ドキュメント～	 17 日（日）



7

No.4490 2020.4.27（月）

・８Ｋ／ 22.2 サラウンドで体感！世界最高峰のステージパフォーマンス
　　パリ・オペラ座バレエ　「ジゼル」第二幕	 23 日（土）

（スポーツ番組）
・大相撲　夏場所（予定）	 24 日（日）～ 6月 7日（日）

〈ＢＳ８Ｋの主な番組〉
（特集番組）
・８Ｋ／ 22.2 サラウンドで体感！世界最高峰のステージパフォーマンス
　　パリ・オペラ座バレエ「ジゼル」	 9 日（土）
　　英国ロイヤル・バレエ「白鳥の湖」	 30 日（土）
　　英国ロイヤル・オペラ歌劇「フィデリオ」	 30 日（土）
・８Ｋカメラがとらえた！	i ＰＳ細胞の世界～顕微鏡ドキュメント～	 9 日（土）
・アースウォッチャープレミアムＬＩＶＥ　国府弘子×川井郁子	 17 日（日）
・東京プラネタリウム～七夕　恋をかなえる星月夜～	 17 日（日）
・ハッブル宇宙望遠鏡が見た宇宙絶景　春・夏の星座	 24 日（日）
・アースウォッチャーライブ　メイキングドキュメント	 31 日（日）

（スポーツ番組）
・大相撲　夏場所（予定）	 24 日（日）～ 6月 7日（日）

〈ラジオ第 1 の主な番組〉
［特集番組］
・プレイリストにっぽんの歌こころの歌	 2 日（土）、4日（月）～ 6日（水）
・子ども科学電話相談	 2 日（土）～ 6日（水）
・FMシアター三昧	 4 日（月）
・一日で聴く　青春アドベンチャー	 5 日（火）・6日（水）
・３夜連続ＤＪ壇蜜のＳＭセレクション	 4 日（月）～ 6日（水）
・スポーツは名曲とともに…	 5 日（火）
・ひきこもりラジオ	 7 日（木）
・高橋源一郎の飛ぶ教室	課外授業	 8 日（金）
・ＮＨＫ東日本大震災　音声アーカイブス～あれから、そして未来へ～	 9 日（土）
・「日本の食」特集	 16 日（土）

〈ＦＭの主な番組〉
［特集番組］
・クラシックリクエスト	 3 日（日）
・今日は一日“応援歌（エール）”三昧	 4 日（月）
・今日は一日“家族三世代NHKキッズソング”三昧２０２０	 5 日（火）
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・今日は一日“ガンダム”三昧	 6 日（水）

国際放送 5 月の番組編成について
〔国際放送局〕

ニュースでは、世界各地で爆発的な感染拡大が続く新型コロナウイルスに関する最
新の情報や収束に向けた取り組みを丁寧に伝える。また、感染拡大による世界経済へ
の影響なども詳しく取り上げていく。番組でも「Medical	 Frontiers」で新型コロナウ
イルスについての情報を提供するなど関連する番組を積極的に編成する。

〈ＮＨＫワールド JAPAN の主な番組〉
■新型コロナウイルスに関する番組
・Medical	Frontiers
　　新型コロナウイルスの正体　Unmask	the	Virus	 中・下旬（火）
・	そのほか、NHKスペシャルやクローズアップ現代＋の英語化のほか、GLOBAL	
AGENDA、NHK	NEWSLINE	IN	DEPTH、NEWSROOM	TOKYO、Direct	Talk、
BIZ	STREAMなどの定時番組でも伝える

■そのほかの特集番組
・大河ドラマ「いだてん」総集編（6回シリーズ）	 2 日（土）、3日（日）、4日（月）
・NHK	WORLD	PRIME	
　　Changing	the	Future　山中伸弥とCiRAの新たな挑戦	 9 日（土）
　　OKINA	DANCE	of	LIFE	 30 日（土）
・SAKE	WARS　日本酒から、世界酒へ（前編・後編）	 23 日（土）、24 日（日）
・故郷はヒマラヤの彼方に
　　～東京に生きるネパール移民の夢～	 30 日（土）、31 日（日）

〈ラジオ国際放送の主な番組〉
ニュースでは新型コロナウイルスの感染拡大の状況や収束に向けた取り組み、経済
や社会、大規模スポーツイベントへの影響などを多角的に伝える。番組では、4月開始
の多文化共生番組「Culture	Crossroads」の企画「BOSAI」で、備蓄食料など緊急時に
対応した“知恵袋”情報を発信する。
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お 知 ら せ 
放送技術審議会委員の委嘱等

〔技術局〕

年 月 日 委 嘱 等 氏　　　　　　　名

2020.		3.	31 退　任 井　伊　基　之　氏（日本電信電話株式会社　代表取締役	副社長）

2020.		4.		1 新規委嘱 川　添　雄　彦　氏（日本電信電話株式会社　取締役	研究企画部門長）

登録権利
〔放送技術研究所〕

番		号 発明考案の名称 登録年月日	 権　利　者

　特　許	
第	6639038 号	

知識処理装置およびプログラム	 2020.		1.		7	 日本放送協会	

　特　許	
第	6639040 号	

情報検索装置及びプログラム	 2020.		1.		7	 日本放送協会	

　特　許	
第	6639268 号	

記憶装置	 2020.		1.		7	 日本放送協会	

　特　許	
第	6641101 号	

送信装置、受信装置及びチップ	 2020.		1.		7	
日本放送協会	
一般財団法人ＮＨＫエン
ジニアリングシステム		

　特　許	
第	6641121 号	

デジタル信号の送信装置	 2020.		1.		7	 日本放送協会	

　特　許	
第	6641138 号	

拡散特性取得装置及び拡散特性再現装置	 2020.		1.		7	 日本放送協会	

　特　許	
第	6641149 号	

映像符号化装置、映像復号装置及びプログラム 2020.		1.		7	 日本放送協会	

　特　許	
第	6641154 号	

ピーク低減回路、ＯＦＤＭ信号送信装置及びチップ	 2020.		1.		7	 日本放送協会	

　特　許	
第	6641163 号	

オブジェクト追跡装置及びそのプログラム	 2020.		1.		7	 日本放送協会	

　特　許	
第	6641187 号	

合焦位置検出器及び撮像装置	 2020.		1.		7	 日本放送協会	

　特　許	
第	6641434 号	

送信装置	 2020.		1.		7	 日本放送協会	
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番		号 発明考案の名称 登録年月日	 権　利　者

　特　許	
第	6643884 号	

映像符号化装置およびプログラム	 2020.		1.		9	 日本放送協会	

　特　許	
第	6644572 号	

コンテンツ提示装置、方法及びプログラム	 2020.		1.	10	 日本放送協会	

　特　許	
第	6646382 号	

デジタル信号の送信装置	 2020.		1.	15	 日本放送協会	

　特　許	
第	6646977 号	

アラインメント推定装置およびプログラム	 2020.		1.	16	 日本放送協会	

　特　許	
第	6646995 号	

撮像素子	 2020.		1.	16	 日本放送協会	

　特　許	
第	6647063 号	

音声信号の特性調整装置、及び、音声信号の特性調
整プログラム	

2020.		1.	16	 日本放送協会	

　特　許	
第	6647064 号	

音声信号の特性調整装置、及び、音声信号の特性調
整プログラム	

2020.		1.	16	 日本放送協会	

　特　許	
第	6647079 号	

動揺認知量推定装置及び動揺認知量推定プログラム	 2020.		1.	16	
日本放送協会	
一般財団法人ＮＨＫエン
ジニアリングシステム	

　特　許	
第	6647131 号	

配信装置及びプログラム	 2020.		1.	16	 日本放送協会	

　特　許	
第	6647134 号	

被写体追跡装置及びそのプログラム	 2020.		1.	16	 日本放送協会	

　特　許	
第	6647141 号	

キーワードリスト生成装置、コンテンツ視聴装置、
およびキーワードリスト生成プログ	ラム	

2020.		1.	16	 日本放送協会	

　特　許	
第	6650232 号	

フレームレート拡大装置及び	プログラム 2020.		1.	22	 日本放送協会	

　特　許	
第	6650245 号	

インパルス応答生成装置及び	プログラム 2020.		1.	22	 日本放送協会	

　特　許	
第	6650260 号	

送信装置、受信装置、送受信システム、プログラム、
およびチップ		

2020.		1.	22	 日本放送協会	

　特　許	
第	6654856 号	

光電変換素子の製造方法	 2020.		2.		4	 日本放送協会	

　特　許	
第	6654879 号	

衛星放送受信装置	 2020.		2.		4	 日本放送協会	

　特　許	
第	6654909 号	

送信装置及び受信装置	 2020.		2.		4	 日本放送協会	

　特　許	
第	6655149 号	

輝度色度表示装置及びそのプログラム 2020.		2.		4	 日本放送協会	

　特　許	
第	6655447 号	

撮影制御装置およびプログラム	 2020.		2.		5	 日本放送協会	
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番		号 発明考案の名称 登録年月日	 権　利　者

　特　許	
第	6655458 号	

放送受信状態提供装置およびプログラム	 2020.		2.		5	 日本放送協会	

　特　許	
第	6655485 号	

画像処理パラメータ決定装置、画像処理装置、及び
プログラム

2020.		2.		5	 日本放送協会	

外国登録権利
〔放送技術研究所〕

番		号 発明の名称 登録年月日 権　利　者

ヨーロッパ
特許
第 2894862	号
出願国		ドイツ	
								フランス	
								イギリス	

映像信号送信装置、映像信号受信装置、映像信号送
信方法、映像信号受信方法、プログラム及び記録媒
体

2019.	11.		6 日本放送協会	

ブラジル
特許
第PI0823264-4	号

符号化器及び復号器、並びに送信装置及び受信装置 2020.		3.		3
日本放送協会	
ソニー株式会社	

部外からの表彰

〔技術局〕
令和２年度 科学技術分野の文部科学大臣表彰　創意工夫功労者賞

年月日 表彰者 事　　由 受賞者

2020.		4.	13 文部科学省
テレビ共聴を利用したラジオ受信
の改善手法の考案

菅　原　　　努	 （仙台拠点放送局）
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