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業 務 情 報 
（番組編集）
国内放送 7 月の番組編成について

〔編成局〕

総合テレビでは、タモリと山中教授がコロナウイルス研究の最先端に迫るＮＨＫス
ペシャルや、テレビ電話で世界を数珠つなぎに繋いで世界の今を伝える特番を編成。…
Ｅテレでは、金曜のサブチャンネルで小学生の学びを支援する番組を継続し、世界の
子どもたちが、ビデオレターでコロナ禍の本音を語り合う特番を編成する。ＢＳ１では、
世界経済のあり方が大きく変わろうとする中、世界の知性たちと新たな経済秩序を考
察する特集や、レバノンで過酷な状況に追い込まれているシリア難民の少年少女たち
を見つめるドキュメントを放送する。ＢＳプレミアムでは、料理を愛する男女が時空
を超えて出会う特集ドラマや、取材班が体当たりで撮影した“大気の怪現象”の謎に
迫る「グレートネイチャー」特別編を編成。ＢＳ４Ｋでは、ヨーロッパを縦断する鉄
道旅の北極圏からスイスアルプスまでを、ＢＳ８Ｋでは、戦争末期に原爆を作るとい
う密命を受けた若者の青春ドラマを編成。ラジオ第１では、「ひきこもり」リスナーの
投稿を受け付け寄り添う番組を、ＦMではクラシックファンからの熱いリクエストに
とことん答える特番をお届けする。
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〈総合テレビの主な番組〉
（特集番組）
・ＬＩＦＥ！… 10 日（金）
・ドラレコは見た！ちょっといい話… 10 日、17 日、24 日（金）
・スゴモリどうぶつえん… 10 日、17 日、24 日（金）
・大喜林… 10 日、17 日（金）
・もしもし〇〇です… 11 日（土）
・「麒麟がくる」までお待ちください　戦国大河ドラマ　名場面スペシャル…12 日（日）
・おやすみ日本　眠いいね！… 18 日（土）
・ダーウィンが来た！「今こそ見たい！日本の大自然スペシャルＳＰ」… 19 日（日）
・クイズ！ニアニア… 22 日（水）
・ひとモノガタリ… 23 日（木）
・ドラマ&ドキュメント「不要不急の銀河」… 23 日（木）
・日本最強の城スペシャル… 24 日（金）
・聖なる巡礼路を行く
　　～カミーノ・デ・サンティアゴ　1500 キロ／完全版～… 24 日（金）
・たけしのその時カメラは回っていた… 25 日（土）
・ヨーロッパ　空から絶景　断崖の上に村があった！… 25 日（土）
・ＮＨＫだめ自慢… 25 日（土）
・ＳＯＮＧＳ　ＯＦ　ＴＯＫＹＯ… 26 日（日）
・今夜も生でさだまさし… 26 日（日）
・「麒麟がくる」までお待ちください
　　～…キャスト・スタッフが明かす大河ドラマの舞台裏…～… 26 日（日）
・夏だよ！てれファミリー… 27 日（月）
・どうしてそのバイトやってるんですか？… 27 日（月）

（定時番組）
・土曜時代ドラマ「雲霧仁左衛門４」（5）、（6）、（7）… 4 日、11 日、18 日（土）
・ドラマ１０「ディア・ペイシェント」（1）〈新〉、（2）、（3）… 17 日、24 日、31 日（金）
・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～」…4 日（土）
　　「戦国 –激動の世界と日本 –
　　　……第 2 集　ジャパン・シルバーを獲得せよ　徳川家康×オランダ」… 5 日（日）

（スポーツ番組）
・プロ野球… 5 日（日）、11 日（土）
・大相撲 7月場所… 19 日（日）～ 8月 2日（日）

〈Ｅテレの主な番組〉
（ＥＴＶ特集）
・新型コロナ　家族の肖像… 4 日（土）
・シリーズ　パンデミックが変える世界～混迷のアメリカ～… 11 日（土）
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（定時番組）
・フライデーモーニング・スクール　プラス（サブチャンネル）
… 3 日、10 日、17 日、24 日（金）
・にっぽんの芸能
　　「踊れ！今こそ魂かけて　松本幸四郎と 47 人の舞踊家の挑戦」… 3 日（金）
・先人たちの底力…知恵泉「千利休～極めることの光と影～後編」… 7 日（火）
・すてきにハンドメイド「余り布が大活躍！クラフト感覚で作る布小物」… 16 日（木）
・趣味の園芸「まちをニワに　ガーデンでおもてなし」… 19 日（日）
・１００分 de 名著「吉本隆明　共同幻想論」… 6 日、13 日、20 日、27 日（月）

（その他の主な番組）
・世界 10 代会議ビヨンド・パンデミック… 2 日、9日（木）
・ズームバック×オチアイ… 12 日、19 日（日）
・イギリスで一番美しい庭… 22 日、29 日（水）

〈ＢＳ 1 の主な番組〉
（特集番組）
・ＢＳ１スペシャル
　　「シリーズ・コロナ危機　グローバル経済　回復力の攻防戦」… 5 日（日）
　　「危機の子どもたち　～シリア難民・レバノンからのＳＯＳ～」… 12 日（日）

（定時番組）
・スポーツ×ヒューマン
　　「プロ野球　ＤｅＮＡ　今永昇太」… 6 日（月）
　　「プロ野球　巨人　菅野智之」… 13 日（月）
　　「レスリング女子　須﨑優衣」　… 20 日（月）
　　「卓球　伊藤美誠・張本智和」　… 20 日（月）
・ＢＳ世界のドキュメンタリー
　　「民間初のロケットに挑んだ男」… 2 日（木）
　　「追跡　北朝鮮 39 号室　地下資本主義の錬金術」　… 7 日（火）
　　「絵文字　知られざる舞台裏」　… 8 日（水）
　　「ノートルダム　火災からの再生」… 9 日（木）
　　「キューブリック　自らを語る」… 14 日（火）
　　「命つなぐ動物園」　… 16 日（木）
　　「人類２．０　肉体改造の科学　トランスヒューマン新時代」　… 21 日（火）
　　「人類２．０　新人類の夜明け　トランスヒューマン新時代」　… 22 日（水）

〈ＢＳプレミアムの主な番組〉
（ドラマ・アニメ）
・【特集ドラマ】56 年目の失恋… 11 日（土）
・特集ドラマ「大江戸もののけ物語」　〈全 5回〉… 17 日、24 日、31 日（金）
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（特集番組）
・京都山里の宿　春… 1 日（水）
・堤真一×絶海のマルケサス諸島～人間の“大地”ヘヌアエナナ～… 3 日（金）
・レギュラー番組への道
　　最後の〇〇～日本のレッドデータ～（2）… 3 日（金）
　　投稿　0～ 3歳・珍プレーキッズ（1）… 10 日（金）
・Ｔｈｅ　Ｃｏｖｅｒｓ… 5 日、12 日（日）
・京都山里の宿　夏… 8 日（水）
・今夜は絵顔で眠りたい！… 10 日（金）
・驚き！ニッポンの底力「東京が変わる！建築王国物語 4」… 11 日（土）
・体感！グレートネイチャースペシャル「驚異の大気循環！」… 11 日（土）
・京都山里の宿　秋… 15 日（水）
・ぐっさんのニッポン国道トラック旅！特別編
　　「豪華ゲストと全国うまいもの＆ステキな出会い、旅気分！」… 17 日（金）
・アニソン！プレミアム！… 19 日、26 日（日）
・京都山里の宿　冬… 22 日（水）

〈ＢＳ４Ｋの主な番組〉
（特集番組）
・グレートレース　「香港ウルトラ298km　超難関！完破率 8％の壁に挑め！」… 4 日（土）
・ジオ中四国　奇跡の大地
　　①、②… 5 日（日）
　　③、④… 12 日（日）
・人生は旅だ　料理も旅だ 2　三ツ星シェフ、日本のコメに出会う… 11 日（土）
・ジオ・ジャパン～列島誕生 5億年の物語
　　第 1集　こうして島国の骨格が生まれた… 18 日（土）
　　第 2集　そして、ふるさとの山河が生まれた… 25 日（土）
・８Ｋベストウィンドー「８Ｋ版　マイ・フェア・レディ」… 25 日（土）
・行くぞ！最果て！　秘境×鉄道
… 1 日（水）～ 3日（金）、7日（火）～ 10 日（金）、14 日（火）～ 16 日（木）
・ヨーロッパ大縦断　鉄道の旅
　　「第 1回　極北の大地を走る～ノルウェーからスウェーデンへ～」… 11 日（土）
　　「第 2回　中世の街を駆け抜ける～デンマークからドイツへ～」… 18 日（土）
　　「第 3回　アルプスをめざして～ドイツからスイスへ～」… 25 日（土）

〈ＢＳ８Ｋの主な番組〉
（特集番組）
・国際共同制作ドラマ「太陽の子　ＧＩＦＴ　ＯＦ　ＦＩＲＥ　」… 11 日（土）
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・いまよみがえる伝説の名演奏・名舞台
　　バーンスタイン没後 30 年記念　マーラー交響曲
　　交響曲第 8番… 1 日（水）
　　交響曲第 5番… 5 日（日）
　　交響曲「大地の歌」… 12 日（日）
・ヨーロッパ大縦断　鉄道の旅
　　「第 1回　極北の大地を走る～ノルウェーからスウェーデンへ～」… 5 日（日）
　　「第 2回　中世の街を駆け抜ける～デンマークからドイツへ～」… 12 日（日）
　　「第 3回　アルプスをめざして～ドイツからスイスへ～」… 19 日（日）
・オカバンゴ
　　８Ｋカメラで挑む野生の王国… 5 日（日）
　　水が生み出す緑の楽園… 12 日（日）
　　乾きの大地を生き抜く… 19 日（日）

〈ラジオ第 1 の主な番組〉
［特集番組］
・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～… 11 日（土）
・祝日も！らじるラボ… 23 日（木）、24 日（金）
・みんなでひきこもりラジオ… 23 日（木）、24 日（金）
・大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”… 24 日（金）
・発掘！ラジオアーカイブス… 25 日（土）
・ハッキヨイ！もっと大相撲… 25 日（土）

［スポーツ番組］
・プロ野球中継… 4 日、11 日、18 日（土）
・大相撲 7月場所… 19 日（日）～ 8月 2日（日）

〈ＦＭの主な番組〉
［定時番組］
・クラシックリクエスト… 23 日（木）
・オペラ・ファンタスティカ　サミット… 24 日（金）
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国際放送 7 月の番組編成について
〔国際放送局〕

新型コロナウイルスの日本、世界各地での感染状況に加え、出水期を迎え災害発生
時の避難所対策をどうするかについても、ニュースで注目していく。感染予防対策を
徹底した上で 7月 5 日に投開票が予定されている首都・東京都の知事選挙、延期後の
開催日まで１年となった東京五輪に向けて残された課題などについても伝えていく。
番組でも、国内の新型コロナウイルスの現状に関する情報発信を行い、コロナとの
共存を模索する世界を展望する番組などを引き続き編成する。

〈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

〈特集番組〉
・We,…in…the…Time…of…Corona… （放送日…検討中）
〈定時番組〉
・Side…by…Side…「ウイルスから子供たちを守る！」… 8 日（水）

…　そのほか、「NHKスペシャル」や「クローズアップ現代+」の英語化や、「Direct…
Talk」などの定時番組などでも随時、伝える。

■ NHK WORLD PRIME
　　「世界の中の日本国憲法」… 25 日（土）

■その他の特集番組
・Broadcasters’Eye（日本の民間放送各社が制作した優れた番組の英語化）
…　新型コロナウイルスが社会に暗い影を投げかける今、一服の清涼剤となるテーマ
の番組を選定して英語化。新たな日本の側面を伝え、より多様な日本の放送文化を
海外に発信する。
　　「僕のプールにサメがいる～室戸のキセキ・廃校水族館～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（高知さんさんテレビ）… 19 日（日）
　　「リングに上がれ！～九州プロレス設立 10 年～」（福岡放送）… 25 日（土）
　　「これぞ大工魂～大分工業　伝統の体育大会～」　（OBS大分放送）… 26 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について、日本での感染の現状や、官民学の取り
組みを引き続き詳細に伝える。また信頼できる専門家に取材した感染予防に役立つ正
確な情報を、海外のみならず、R2 の国内向けラジオ放送を通じて在日外国人にも発信
する。
番組ではコロナ問題に直面している在日外国人コミュニティーの中で彼らが抱える
悩みや疑問、取り組みを伝えるTV番組「Culture…Crossroads」のラジオ化を行う。
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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…6677482 号…

階層符号化装置及び送信装置… 2020.……3.…17… 日本放送協会…

　特　許…
第…6677504 号…

撮像装置、撮像方法、画像フレーム読出し制御回路
および信号処理装置…

2020.……3.…17… 日本放送協会…

　特　許…
第…6677531 号…

オブジェクト追跡システム… 2020.……3.…17… 日本放送協会…

　特　許…
第…6677565 号…

画像処理装置及びプログラム… 2020.……3.…17… 日本放送協会…

　特　許…
第…6678045 号…

測定装置… 2020.……3.…18… 日本放送協会…

　特　許…
第…6679385 号…

アンテナ装置… 2020.……3.…23…
日本放送協会…
東京計器株式会社…

　特　許…
第…6681264 号…

音声加工装置、及びプログラム… 2020.……3.…25…
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…6681672 号…

デジタル信号の送信装置… 2020.……3.…26… 日本放送協会…

　特　許…
第…6681731 号…

符号化装置、復号装置、及びプログラム…… 2020.……3.…26… 日本放送協会…

　特　許…
第…6681774 号…

コントラスト補正装置及びプログラム…… 2020.……3.…26… 日本放送協会…

　特　許…
第…6683618 号…

音声信号処理装置… 2020.……3.…30… 日本放送協会…

　特　許…
第…6684104 号…

測定器、チップ及びプログラム…
…

2020.……3.…31… 日本放送協会…

　特　許…
第…6684118 号…

２眼立体画像生成装置及びそのプログラム…… 2020.……3.…31… 日本放送協会…

　特　許…
第…6684651 号…

チャンネル数変換装置およびそのプログラム…… 2020.……4.……1… 日本放送協会…

　特　許…
第…6687460 号…

ＯＦＤＭ信号送信装置及びＯＦＤＭ信号受信装置… 2020.……4.……6…
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…6688179 号…

シーン抽出装置およびそのプログラム… 2020.……4.……7… 日本放送協会…

お 知 ら せ 
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番……号 発明考案の名称 登録年月日… 権　利　者

　特　許…
第…6688689 号…

中継装置、サーバ装置および…端末装置… 2020.……4.……8… 日本放送協会…

　特　許…
第…6691407 号…

送信装置及び受信装置… 2020.……4.…14… 日本放送協会…

　特　許…
第…6691417 号…

符号化装置、その復号化装置および符号化・復号化
装置…

2020.……4.…14… 日本放送協会…

部外からの表彰

〔技術局〕
第 31 回 電波功績賞　総務大臣表彰

年月日 表彰者 事　　由 受賞者

2020.……6.…24
一般社団法人
電波産業会

４Ｋ・８Ｋ移動中継用ＦＰＵの…
研究開発

４Ｋ・８Ｋ移動中継用
… ＦＰＵ研究開発グループ
代表：居　相　直　彦
… （放送技術研究所）
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