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業 務 情 報 
（番組編集）
国内放送 9 月の番組編成について

〔編成局〕

総合テレビでは、地震のメカニズムに迫るＮＨＫスペシャル「メガクエイク２０２１
～科学は巨大地震にどこまで迫れたか（仮）～」、サンドウィッチマンが病院から様々
な人の声を届ける「病院ラジオ～リハビリ病院編～」を編成。Ｅテレでは、小説家の
知られざれる葛藤に迫るＥＴＶ特集「遠藤周作…～新発見小説の“許しと憎しみ”～」、
10 代の若者 20 人がアバターの姿になって悩みを語り合う「ハナシティ」を編成。ＢＳ
１では、各国のコロナの状況をリポートするＢＳ１スペシャル「市民が見たコロナショ
ック　7～ 8 月編」、コロナによる経済の変化を考えるＢＳ１スペシャル「欲望の資本
主義　特別編　“勝者なき闘い”の中で（仮）」を編成。ＢＳプレミアム・ＢＳ４Ｋで
は田中陽希が挑む三百名山人力踏破の「グレートトラバース 3～日本三百名山全山人
力踏破～「最難関！日高山脈大縦走」」、イギリスの庭園の審査に密着する「秘密のイ
ングリッシュガーデン　２０２１」、日本の多様性を再発見する「最後の○○　～日本
のレッドデータ～」を編成。Ｒ１では、南海トラフ大地震に備え、防災ラジオ特集「巨
大災害を生き抜け！“南トラ世代”の子どもたちの防災大作戦」を、ＦＭではルイ・
アームストロングことサッチモを特集、「今日は一日サッチモ三昧」を編成。
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〈総合テレビの主な番組〉
（特集番組）
・ＬＩＦＥ！～人生に捧げるコント～秋… 10 日（金）
・ＮＨＫスペシャル　
　　「メガクエイク２０２１～科学は巨大地震にどこまで迫れたか～（仮）」…12 日（日）
　　「“認知症の先輩”から、あなたへ～ある相談室、1年の記録～（仮）」… 19 日（日）
・特集ドラマ「オリバーな犬、（Ｇｏｓｈ !!）　このヤロウ」　（1）、（2）
… 17 日、24 日（金）
・病院ラジオ～リハビリ病院編～… 20 日（月）
・せんせい！おかげで生きとられるわ～熊野灘・町の診療所日記～… 20 日（月）
・日本最強の城スペシャル（9）… 20 日（月）
・世界はほしいモノにあふれてる　第 2弾… 20 日（月）
・平野レミの早わざレシピ… 23 日（木）
・「日本で頑張る！」を応援します交友記… 23 日（木）
・今夜も生でさだまさし… 25 日（土）

（定時番組）
・よるドラ「古見さんは、コミュ症です。」（1）、（2）、（3）、（4）
… 6 日、13 日、20 日、27 日（月）
・土曜時代ドラマ「大江戸もののけ物語」（1）、（2）… 11 日、25 日（土）
・土曜ドラマ「正義の天秤」（1）… 25 日（土）
・海外連続ドラマ「アンという名の少女　2」（1）、（2）、（3）… 12 日、19 日、26 日（日）

（スポーツ番組）
・カーリング女子　北京五輪・日本代表決定戦「ロコ・ソラーレ」対「北海道銀行」
… 11 日（土）
・大相撲（２０２１）9月場所… 12 日（日）～ 26 日（日）
・プロ野球「巨人」対「ヤクルト」… 18 日（土）
・日本女子オープンゴルフ　第１日… 30 日（木）

〈Ｅテレの主な番組〉
（定時番組）
・ＥＴＶ特集
　　選「カキと森と長靴と」… 4 日（土）
　　「赦されるということ　～東電社員たちの 10 年～」… 11 日（土）
　　「ワタシの欠片と、東京の断片」… 18 日（土）
　　「遠藤周作　～新発見小説の“許しと憎しみ”～」… 25 日（土）
・パリジェンヌの田舎暮らし… 2 日（木）
・ネコメンタリー　猫も、杓子（しゃくし）も。… 2 日（木）
・ひろがれ！いろとりどり「出川哲朗のクイズ　ほぉ～スクール」… 6 日（月）
・ロッチと子羊… 6 日（月）
・フランケンシュタインの誘惑Ｅ＋… 8 日（水）
・デザイントークス＋… 10 日（金）
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・クラシックＴＶ「ジャズに美をもたらした男　ビル・エヴァンス」… 9 日（木）
・ひろがれ！いろとりどり「パプリカ　あしたにたねをまこう！ LIVE」… 27 日（月）

（特集番組）
・にほんごであそぼ　日本全国いいとこコンサート　　in 奈良… 4 日（土）
・決定！こども将棋名人～第 46 回小学生将棋名人戦～… 5 日（日）
・天才てれびくんｈｅｌｌｏ ,「防災サバイバルキャンプ」… 9 日（木）
・ワタシの見たニッポン　第 62 回　外国人による日本語弁論大会… 11 日（土）
・ハナシティ… 11 日（土）
・ココロほっこり　おにぎり… 14 日（火）
・いい Zｏｏだね。… 16 日（木）
・美輪明宏　愛のモヤモヤ相談室… 17 日（金）
・青春舞台２０２１… 18 日（土）
・連食テレビエッセー　きみと食べたい… 23 日（木）
・俳句甲子園２０２１… 25 日（土）

〈ＢＳ 1 の主な番組〉
（特集番組）
・ＢＳ１スペシャル
　　「市民が見たコロナショック　7～ 8月編」… 5 日（日）
　　「コロナ時代の人情酒場　横浜・野毛　２０２１年夏」… 12 日（日）
　　「わたしも甲子園で輝きたい～高校女子球児　壁を乗り越え聖地へ～」… 12 日（日）
　　「欲望の資本主義　特別編　“勝者なき闘い”の中で」… 23 日（木）
・グローバル・アジェンダ「脱炭素」… 6 日（月）

（定時番組）
・チャリダー★快汗！サイクルクリニック
　　「坂バカ部、佐渡金山ヒルクライム参戦！」… 18 日（土）
　　「歴史街道の旅 in 福井　英傑の足跡を自転車でたどる」… 25 日（土）
・ランスマ倶楽部
　　「東京オリンピック SP　マラソンの激闘を振り返る」… 12 日（日）
・COOL……JAPAN～発掘！かっこいいニッポン～
　　「お米」… 19 日（日）

（スポーツ番組）
・プロ野球２０２１… 随時
・Jリーグ２０２１… 随時
・カーリング日本代表決定戦
　　女子… 10 日（金）～ 12 日（日）
　　ミックスダブルス… 18 日（土）～ 20 日（月）
・日本シニアオープンゴルフ２０２１… 16 日（木）～ 19 日（日）
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〈ＢＳプレミアム・ＢＳ４Ｋの主な番組〉
（特集番組）
・結～花街の片隅で～… 3 日（金）
・レギュラー番組への道　
　　「きめかた大図鑑　～日本の今を決め方から学ぶ～」①・②… 3 日、10 日（金）
　　「スピードキングダム　驚異の最速対決」①・②… 17 日、24 日（金）
・グレートトラバース 3～日本三百名山全山人力踏破～
　　「最難関！日高山脈大縦走」… 4 日（土）［ＢＳ４Ｋ18 日（土）］
・決戦！タイムリミット　第 2弾　芥川賞・直木賞舞台裏ＳＰ　
… 4 日（土）［ＢＳ４Ｋ 11 日（土）］
・ワイルドライフ　パーフェクトプラネット（4）気象… 5 日（日）
・Ｔｈｅ　Ｃｏｖｅｒｓ… 5 日、12 日、19 日、26 日（日）［ＢＳ４Ｋ同時］
・食の守護神 JFK　①「高級フレンチ」②「ひとり蕎麦」…
… 7 日、14 日（火）［ＢＳ４Ｋ同時］
・最後の○○～日本のレッドデータ～… 10 日（金）［ＢＳ４Ｋ同時］
・にっぽん百名山　テント泊徹底ガイド… 11 日（土）［ＢＳ４Ｋ同時］
・秘密のイングリッシュガーデン　２０２１… 11 日（土）［ＢＳ４Ｋ同時］
・みやこびと　極上の遊びⅡ… 11 日（土）［ＢＳ４Ｋ同時］
・体感！グレートネイチャー　前人未踏の未知なる海へ！～北極圏からポリネシア～
… 18 日（土）［ＢＳ４Ｋ同時］
・カレーなるカレー　一本勝負… 18 日（土）
・中井精也のてつ旅… 25 日（土）
・奄美アドベンチャー・ジャーニー… 25 日（土）［ＢＳ４Ｋ同時］
・世界ちょっとどうかしてる旅　ｉｎ　アメリカ・テキサス
… 28 日（火）［ＢＳ４Ｋ同時］
・ザ・プロファイラースペシャル「戊辰戦争 3つのＩＦ」… 30 日（木）［ＢＳ４Ｋ同時］

〈ＢＳ８Ｋの主な番組〉
（特集番組）
・N響　定期演奏会… 10 日（金）
・東京芸術劇場　オルガンコンサート… 19 日（日）
・夜のアジサイ中継　録画版… 19 日（日）
・東大寺お水取り　ドキュメンタリー版… 26 日（日）

〈ラジオ第 1 の主な番組〉
［特集番組］
・海とともに　福島２１夏… 11 日（土）
・「北海道まるごとラジオ　スピンオフ」　神田山陽のうんちく百迷山・夏… 12 日（日）
・防災ラジオ特集
　　「巨大災害を生き抜け！“南トラ世代”の子どもたちの防災大作戦」… 18 日（土）
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［スポーツ番組］
・東京２０２０パラリンピック… 8 月 24 日（火）～ 9月 5日（日）
・大相撲（２０２１）9月場所… 12 日（日）～ 26 日（日）

〈ＦＭの主な番組〉
［定時番組］
・Ｎ響演奏会… 25 日（土）
・鍵盤のつばさ… 25 日（土）

［特集番組］
・今日は一日サッチモ三昧… 20 日（月）
・今日は一日ヴァン・ヘイレン三昧… 23 日（木）…
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国際放送 9 月の番組編成について
〔国際放送局〕

ニュースでは、新型コロナウイルスの感染状況と、国内の政治情勢に着目する。衆
議院議員の任期満了を 10 月 21 日に控え、菅総理大臣の動向や与野党各党の動きなど
を迅速に分かりやすく伝える。また、国連総会に注目し、米中対立など、コロナ禍の
もとでの国際情勢を日本・アジアの視点で発信する。
番組では、8月に引き続き「平和・平等」について考える特集番組として、「ひまわ
りの子どもたち～長崎　向陽寮の戦災孤児」を編成する。そのほか、通年で重点的に
編成している「震災から 10 年」に関する番組として、一枚の写真をきっかけに全壊し
てしまった酒蔵の復活に奔走する杜氏の姿を追った番組などを放送する。

〈ＮＨＫワールド JAPAN の主な番組〉
■「平和・平等」関連番組
・ひまわりの子どもたち～長崎　向陽寮の戦災孤児… 25 日（土）
〈アンコール〉
・沖縄戦 75 年・戦場に立たされた住民たち
　　～新資料が明かす３か月の従軍記録～… 4 日（土）
・白い杖の留学生
　　途上国の視覚障害者を支えた日本の半世紀… 26 日（日）

■そのほかの特集番組
・双葉から遠く離れて、10 年～コミュニティの崩壊と再生～… 11 日（土）
・福島　幻の銘酒　10 年目の復活　
　　～一枚の写真がつないだ“希望のリレー”… 18 日（土）
・NHK…WORLD…PRIME
　　「廃墟になったマイホーム～中国“鬼城”住民の闘い～」… 11 日（土）
・Trails…to…Oishii…Tokyo…Remix
　　「里山の恵み」… 12 日（日）
　　「不思議な食材」… 19 日（日）
・Satoyama…Kitchen…Diary
　　飛騨高山　里山キッチン物語　＃ 2夏野菜編… 24 日（金）

〈ラジオ国際放送の主な番組〉
ニュースでは引き続き新型コロナウイルス感染について、ワクチン接種の進捗状況
を含めて内外の情勢を詳細に報じる。またアメリカ同時多発テロから 20 年の節目を迎
えての内外の受け止めや、アメリカ軍の完全撤退後の治安のさらなる悪化が懸念され
ているアフガニスタン情勢についても重点的に伝える。
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放送技術審議会委員の委嘱等
〔技術局〕

年 月 日 委 嘱 等 氏　　　　　　　名

2021.……6.…30 退　　任 巻　口　英　司　氏（前…総務省…国際戦略局長）

2021.……7.……1 新規委嘱 田　原　康　生　氏（総務省…国際戦略局長）

2021.……7.…31 退　　任 田　中　弘　美　氏（立命館大学…学長特別補佐）

2021.……8.……1 新規委嘱 佐　藤　いまり　氏（国立情報学研究所…教授）

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 6905332 号

マルチチャンネル音響の音声信号変換装置及びその
プログラム

2021.……6.…29 日本放送協会

　特　許
第 6905368 号

送信装置、受信装置及びプログラム 2021.……6.…29 日本放送協会

　特　許
第 6905384 号

力覚提示器及び仮想力覚提示装置 2021.……6.…29 日本放送協会

　特　許
第 6905411 号

チャンネル数変換装置及びプログラム 2021.……6.…29 日本放送協会

　特　許
第 6908388 号

シンボル再生回路及び中継装置 2021.……7.……5
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 6909015 号

送信装置及び受信装置 2021.……7.……6 日本放送協会

　特　許
第 6910575 号

予測画像補正装置、画像符号化装置、画像復号装置、
及びプログラム

2021.……7.……8 日本放送協会

　特　許
第 6912342 号

積層型固体撮像装置およびそのランダムノイズ低減
方法

2021.……7.…12 日本放送協会

　特　許
第 6912978 号

符号化装置及びプログラム 2021.……7.…13 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 6913004 号

信号レベル変換装置及びプログラム 2021.……7.…13 日本放送協会

　特　許
第 6913548 号

映像撮影機器用テストパターン 2021.……7.…14
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 6913586 号

アンテナ装置 2021.……7.…14 日本放送協会

　特　許
第 6914009 号

音声処理装置、音声処理方法およびプログラム 2021.……7.…15 日本放送協会

　特　許
第 6914094 号

発話生成装置、発話生成方法及び発話生成プログラ
ム

2021.……7.…15 日本放送協会

　特　許
第 6917210 号

要約映像生成装置およびそのプログラム 2021.……7.…21 日本放送協会

　特　許
第 6917224 号

液晶素子駆動制御装置及びそのプログラム 2021.……7.…21 日本放送協会

　特　許
第 6917718 号

予測装置、符号化装置、復号装置、及びプログラム 2021.……7.…26 日本放送協会

　特　許
第 6917719 号

イントラ予測器、画像符号化装置、画像復号装置お
よびプログラム

2021.……7.…26 日本放送協会

　特　許
第 6917788 号

要約映像生成装置及びプログラム 2021.……7.…26 日本放送協会

　特　許
第 6918511 号

塗布型酸化物半導体、薄膜トランジスタ、表示装置
および塗布型酸化物半導体の製造方法

2021.……7.…27 日本放送協会

　特　許
第 6918552 号

読出し制御回路、固体撮像素子、および撮像素子の
駆動方法

2021.……7.…27 日本放送協会

　特　許
第 6920104 号

原稿自動生成装置及びプログラム 2021.……7.…28 日本放送協会

　特　許
第 6920144 号

バイノーラル再生用の係数行列算出装置及びプログ
ラム

2021.……7.…28 日本放送協会
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外国登録権利
〔放送技術研究所〕

番……号 発明考案の名称 登録年月日 権　利　者

アメリカ
特許
第 11076149…号

画像符号化装置、画像復号化装置、及びこれらのプ
ログラム…

2021.……7.…27 日本放送協会…

カナダ
特許
第 2976197…号

送信装置、受信装置、及び半導体チップ… 2021.……7.…13
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
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