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２０２２年３月３日 

ＮＨＫ広報局 

３月会長定例記者会見 

 

Q.新年度番組改定のキーメッセージについて。 

A.(前田会長)ＮＨＫは新年度、一連の改革の成果を視聴者の皆さまに

実感していただきたいと考えています。４月からの番組改定をその柱

のひとつと位置づけ、現在、準備を進めています。ひとりでも多くの方

に「ＮＨＫは変わった」と感じていただきたい。その思いを込めたキーメ

ッセージを作りました。「そのお時間、ＮＨＫと。」というこのメッセージ

は、新年度に向けたプロモーションチームで議論し、若手の意見をもと

に決めたものです。メディアが多様化する中、視聴者の皆さまに大切

な時間を割いてＮＨＫの番組を見ていただいていることに改めて感謝

するとともに、これからも、もっと多くの時間を皆さまと過ごさせてい

ただきたいという願いを込めました。私たちは、公共メディアとして、

皆さまのお時間をいただくに値する番組と信頼できる情報をお届けし

ていくことを目指します。 

A.(担当者)会長の説明にもあったように、ＮＨＫと一緒に時間を過ごし

ても良いな、と感じていただけるように、生活時間やニーズにマッチし

たコンテンツをさまざまな角度からお届けします。そのための強化ポイ

ントが、２月の放送総局長会見で説明した「ゾーンを意識した番組編

成」、「ジャンルごとの選択と集中」、そして新たな取り組みなど「おすす

めしたい番組」です。まず、時間帯・ゾーンに分けた編成です。視聴者が

それぞれの時間帯でどのように過ごされているかを考え、ふさわしい

コンテンツを編成しています。家族とゆっくり過ごしたい方たちに向け

た週末夕方の「家族視聴ゾーン」。帰宅後に学びやリラックスのための

時間が欲しい方に向けた夜１０時台、「大人の教養・エンタメゾーン」な

ど、生活時間を意識した編成です。また、ＮＨＫへの期待やニーズをジ

ャンルごとに分析しました。安心・安全を求める声に迅速かつ的確に応

えるため、ニュース・報道番組を強化するなど、メリハリをつけた選択

と集中を行いました。さらに、「あしたが変わるトリセツショー」や「ＮＨ

Ｋアカデミア」といった、新番組や新たな取り組みなどを「おすすめした

い番組」としてご紹介していきます。これら３つの角度から、視聴者の

皆さまの期待に応えていきたいと考えています。新年度番組改定につ

いては、3月６日（日）と１３日（日）に放送予定の「どーも、ＮＨＫ」の中で
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も詳しくお伝えします。  

Q.新年度の番組改定について所感は。 

A.（会長）「ＮＨＫは変わった」と言われるくらいに変えたいということ

で、時間帯を含めいろいろと見直しました。昔の時間帯に戻したものも

ありますし、新たに動かしたものもあります。生活時間帯も変わってお

り、それに合った形でないと見られなくなってしまいますので、現場で

考えた結果こういうことになりました。皆さまからいろいろな意見を寄

せていただけると思いますので、結果として良い時間帯にきちんと見

られるようになれば良いと思っています。良いコンテンツを作ることが

まず大事ですが、どの時間帯で放送するかも相当重要ですので、今回

いろいろと検討した結果、見直しをさせていただいたということです。 

Q.キーメッセージの発表は、過去にも例があるのか。 

A.（担当者）過去にもテレビ放送開始〇〇年にあたる年などに、キャッ

チコピーやキーメッセージなどを制作し展開したことはあります。今回

は地上デジタル放送開始以来、最大規模の改定ということもあり、キ

ーメッセージを作らせていただきました。 

Q.新番組「サタデーウオッチ９」が先行放送されたが、印象は。 

A.（会長）まだ一回放送しただけなので何とも言いようがないのです

が、試みとして良かったと思います。ゲストの方も、その都度、替えてい

くと思いますが、その時期にふさわしい方をお呼びすれば良いと思い

ます 

Q.「ガッテン！」、「バラエティー生活笑百科」など長寿番組の終了に不

満の声もあるようだが。 

A.（会長）番組につきましては、基本的に昨年からジャンル別に検討す

る体制に変えました。いろいろなニーズがあるわけですが、すべてを満

たすことは不可能なので、多様性の尊重をベースに、各ジャンルでいろ

いろな方にお応えできる番組を、質と量、コストを考え、提供するのが

仕事だと思っています。非常に長く続いた良い番組もたくさんありま

すし、それ自体は高く評価しますが、終わりがないということではない

ので、新しくリニューアルするとか、いろいろな形で新しいものを作る

というのが重要なキーワードだと思っています。それを多くの方に見

ていただいて、自分の好みの番組が増えたとか、減ったとか、意見をお

寄せいただいて、「それではどこを強化しようか」と考えるということ

だと思います。公共放送ですので、たくさんの方にいろいろな切り口

で番組を見ていただく作り方をするのが、重要なことです。最後は、視
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聴率よりもクオリティーを高め、コストはできるだけ抑えるという番組

の作り方をする必要があると思っています。 

Q.番組改定の全体像は、思い描いたものに近づいているか。 

A.（会長）まだこれからだと思います。「これしかない」という答えはな

いと思いますし、きちんとマーケティングして、視聴者の皆さまがどう

いうことを知りたいのか、見たいのかということがないといけません。

変えることが目的ではありませんので、あくまできちんと届く番組を

作るということです。そうでなければ、受信料を払っていただけなくな

りますので、そこが原点だと思っています。 

 

Q.ＮＨＫプラスのサービス拡充について。 

A.（会長）ＮＨＫでは、インターネット活用業務についても、新年度から

大きく変わります。ＮＨＫプラスのサービス拡充についてご説明します。 

２０２０年春のサービス開始から２年になりますが、この間、東京オリン

ピック・パラリンピックや紅白歌合戦などの機会を通じてＩＤ登録数が

増えてきました。また朝の連続テレビ小説など、ドラマを中心に見逃し

配信でご覧になる方も多くなり、２月末時点のＩＤ登録数はおよそ２３２

万件となっています。新年度は、原則すべての地上波の番組の配信や、

テレビ受信機向けの配信、地域向けニュース番組の配信の拡充などを

行います。また特にご意見やお問い合わせを多くいただいている、利

用開始手続きの簡略化を実施します。より多くの皆さまの多様なニー

ズに応え、いつでもどこでもＮＨＫの番組を楽しんでいただけるよう取

り組んでまいります。詳細は担当からご説明します。  

A.（担当者）４つのサービス拡充項目についてご説明します。まず、地

上波のすべての番組の配信についてです。原則、すべての放送時間で

同時配信を提供します。総合テレビは現在、午前５時から２４時まで、１

日１９時間程度同時配信していますが、４月１日からは、深夜時間帯も

含め、２４時間、同時配信を行います。Ｅテレは、深夜の放送休止時間を

除き、１日１９時間程度の同時配信となります。 

次に、テレビ受信機でのご利用についてです。インターネットに接続し

たテレビ受信機などで利用できる専用アプリを４月１日にリリースしま

す。見逃した番組を、テレビの大画面でもお楽しみいただけるようにな

ります。 

３番目は地域向け放送番組の配信の拡充です。現在、午後６時台につ

いては、南関東エリアの同時配信・見逃し番組配信に加えて、大阪・名
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古屋・福岡の各拠点放送局のニュースを、それぞれ見逃し番組配信して

います。４月４日からは、札幌・仙台・広島・松山も加え、すべての拠点

放送局の午後６時台のニュースを番組配信します。お住まいの地域や

ふるさとの最新のニュースをご覧いただけます。 

最後に、利用開始手続きの簡素化を２つご説明します。まず夏以降「仮

登録」を新たに設けます。現在ＮＨＫプラスを利用するためには、ログイ

ンに必要なＩＤ・メールアドレス・パスワードに加え、住所・氏名など放送

受信契約の締結を確認するための情報を登録いただく必要がありま

す。「仮登録」ではＩＤを兼ねたメールアドレスとパスワードを登録すれ

ば、すぐに各機能をご利用いただけるようにします。もう一つ、３月末

で「確認コード」を廃止します。ＮＨＫプラスの登録を完了するためには、

ＩＤ登録申請をいただいたのち、ＮＨＫ側で放送受信契約があることを

確認した上で、「確認コード」を記載したハガキをお送りし、利用者の皆

さまに入力していただく・・・という手続きが必要でした。この「確認コ

ード」を廃止し、４月からはＮＨＫ側で放送受信契約があることを確認

できた時点で登録完了とします。それ以降、利用者の皆さまの手続き

は不要です。 

これで、ＮＨＫプラスの利用申込み手続きは、すべてインターネット上で

行えるようになります。今後も皆さまのご意見・ご要望をしっかりと受

け止め、コンテンツの充実や利便性の向上など、できることから、サー

ビスを改善していきたいと考えています。 

Q.テレビ受信機のアプリでは再生スピードを変えて見られる機能もあ

るのか。 

A.（担当者）２倍速から０．７５倍速まで、段階的にスピードを変えるこ

とができます。 

Q.番組が速いスピードで視聴されることに違和感はないか。 

A.（会長）視聴者の見方の問題で、それ自体はどうということはないと

思います。私もゆっくり見たいときもあれば、少し飛ばして見たいとき

もありますので、そのように使い勝手を良くした方が、見る人にとって

利便性は上がると思います。そのくらいの機能はあった方が良いので

はと思います。 

Q.ID 登録数が２３２万件ということだが評価は。 

A.（会長）もう少し普及させたいという気持ちはあります。ご指摘いた

だいたとおり、非常に手続きが複雑で大変だったということがありま

すので、改善しなければいけないと思っています。１年に１００万件程度
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のペースで増えてはいますが、やはり使い勝手を良くしないと登録数

は伸びませんので、今回のいろいろな改善策がどのくらい効いてくる

かを見たいと思います。 

Q.「仮登録」の導入で効果は見込めるのか。 

A.（担当者）我々としては、もちろん仮登録の期間中に、本登録に進ん

でいただきたいというメッセージを出しますが、まずは仮登録でいっ

たん使ってみていただいて、「良いサービスだ」と思っていただくこと

が大事ではないかと思っています。仮登録の期間が１か月ということ

に、いろいろな評価はあると思いますが、我々としては期間内に繰り

返し使っていただいて、「今後も継続的に使ってみたい」と思っていた

だけるようにサービスを高めていかなければいけないと思っています。 

Q.テレビ受信機の新しいアプリだが、ジャンルごとの仕分けはあるか。 

A.（担当者）例えばドラマやエンターテインメントというような、番組の

ジャンルごとのプレイリストもありますので、そういう形で番組を選ん

でいただくことができます。 

 

Q.第７３回日本放送協会 放送文化賞受賞者について。 

A.（会長）第７３回日本放送協会 放送文化賞の受賞者が決まりました。

１９４９年度に創設したこの賞は、放送事業の発展や放送文化の向上に

功績のあった方々に贈呈しています。選考委員会を開き、有識者の

方々の意見を伺いながら、受賞者を決めています。今年の受賞者は６

人です。選考委員長である副会長からご紹介させていただきます。 

A.（正籬副会長）第７３回日本放送協会 放送文化賞の受賞の選考は、

脚本家の池端俊策さん、東京大学名誉教授の今井秀樹さんなど外部

の６人の有識者の方々と、ＮＨＫ役員５人の計１１人を委員とする選考

委員会で行いました。選考の結果を受けて会長が決定しました。それ

では、五十音順にご紹介します。 

名城大学理工学部教授の都竹愛一郎さんは、電波研究の第一人者とし

て、放送の伝送技術の標準化を進め、地上デジタル放送の実現など、

放送技術の発展に貢献しています。舞踊振付家の花柳糸之さんは、 

「ＮＨＫ紅白歌合戦」など数々の歌謡番組の振付を５０年以上にわたっ

て担当し、豊富な知識や技術と柔軟な発想で、公開ステージ番組の表

現を広げ続けています。ブロードキャスターのピーター・バラカンさん

は、国内向けのテレビ･ラジオのみならず、「ＮＨＫワールド JAPAN」で

長年にわたって日本を世界に紹介するなど、国際社会と日本の架け橋
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として活躍しています。ＮＰＯ法人 日本障害者協議会代表の藤井克徳

さんは、ＮＨＫの福祉番組に企画や情報提供などで長年協力し、「障害

者と防災」などのテーマを自ら伝えるなど、福祉番組の先導的役割を

果たしています。スポーツジャーナリストで大阪芸術大学教授の増田明

美さんは、７大会連続でオリンピック放送の解説を務め、パラリンピッ

ク放送でも貢献しました。そのほかドラマやバラエティーなど幅広い番

組で活躍しています。歌手、俳優、演出家の美輪明宏さんは、独自の美

意識で６０年以上にわたって活動を続け、２０１２年から４年連続で「Ｎ

ＨＫ紅白歌合戦」に出場。連続テレビ小説「花子とアン」をはじめ多彩な

番組を支えています。贈呈式は、３月１８日の放送記念日の記念式典で

行います。 

 

Q.国際放送 「ウクライナ語」字幕サービスについて。 

A.（担当者）ＮＨＫの国際放送「ＮＨＫワールド JAPAN」では、英語放送

をインターネットでも同時提供しています。この同時提供、ライブストリ

ーミングには、AI による自動翻訳機能を使って多言語で字幕を付与す

るサービスを提供しています。今回、対象言語に新たにウクライナ語を

加え、字幕提供を行うことになりました。この多言語字幕サービスは、

英語を母国語としないユーザーの方々にも視聴する機会を拡大してい

くため、２０１９年６月から開始しており、今回ウクライナが加わって９言

語１０種類となりました。欧米の国際放送ではさまざまな多言語サービ

スがありますが、放送同時提供に字幕を入れるサービスは私たちの知

り得る限りではありませんので、これを機会に日本におられるウクライ

ナの方々、国内外のウクライナ語話者の方々に、より身近に最新ニュー

スや情報を届けていければと思っています。なお、字幕提供時には、画

面左上に、翻訳は AI によって行われることを明記しています。 

Q.視聴者からはどんな意見が寄せられたのか。 

A.（担当者）この１週間くらい、通常よりかなり多くのアクセスがあり、

「情報を的確に出してもらいたい」、「英語だけでなくさまざまな言語で

出してほしい」といった要望がありました。そういった意見や現在の状

況を考えて、ウクライナ語の翻訳を始めたということです。なお、ロシア

語放送については、以前から言語放送としてラジオやインターネットで

行っており、今回ウクライナ語を加えたということです。国際放送は、

欧米の主に公共放送の国際放送担当と連絡を取り合っていますが、こ

の厳しい状況の中で、ウクライナあるいはウクライナから避難されてい
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る方々にどのように情報を提供するか相談している中で、「例えばこう

いうことができるのではないか」ということに至りました。もちろん、

国内におられる２０００人近くの在日ウクライナ人の方々にも届けたい

ですし、それ以外の方々も、インターネット環境があるところでは見ら

れるので、そういう形で提供させていただければと思います。世界に

おられる方々も対象にしていきたいと思っています。 

Q.ウクライナ情勢の報道体制は。 

A.（副会長）：一言で言えば、報道体制は強化しています。取材では、国

際部や海外特派員だけではなく、そういった経験のある人を含めて体

制を強化していますし、ウクライナではＮＨＫが契約している現地ストリ

ンガーが、ロシアによる侵攻が始まった直後から首都・キエフなどで取

材にあたりました。また２月２５日からはヨーロッパに駐在する複数の

職員の記者、カメラマンがウクライナ西部で取材にあたりました。番組

の編成面も強化しています。普段BS１で放送している「キャッチ！世界

のトップニュース」は、世界の国々のメディアがウクライナ情勢をどう伝

えているのかを中心にお伝えしていますが、３月１日から総合テレビの

午前１０時に再放送を始めました。また同じく BS１で放送している「国

際報道 ２０２２」も総合テレビで再放送しています。それに、ニュース枠

を拡大したり、過去のアーカイブスの番組でもこの情勢にふさわしい番

組をリストアップできないかといった検討をしてます。いま日本の視聴

者の方々は、ウクライナ情勢について自分のこととして捉えていて、そ

れは視聴率や、いろいろなデータ、視聴者からの声にも表れています。

我々はできるだけそれに応えていこうということで、取材体制や番組

編成を含め強化しているところです。 

Q.日本の視聴者も自分のこととして捉えているということだが、その

要因は。 

A.（副会長）放送と通信の融合の中で情報に国境がなくなっています。

その中で、ロシアによるウクライナの侵攻が身近なものとして感じられ

ているということも一因としてあると思います。日本の経済にも影響

を与えますし、これからこの問題にどう向き合っていくべきか、考える

きっかけになっているのではないかと思います。受け止めは視聴者の

方々次第ですが、ニュースへのアクセスの多さなどを考えますと、視聴

者の方々が自分のこととして受け止めているのだろうと分析していま

す。 

Q.番組の編成などに対し、意見や要望は来ているのか。 
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A.（副会長）視聴者からは、ウクライナについていろいろ知りたいとい

う声が寄せられています。「キャッチ！世界のトップニュース」を総合テ

レビで再放送していることについては、非常に好意的な意見が寄せら

れています。「世界でこのように伝えられていて、いろいろな見方がで

きて良かった」という声もいただき、実際、若い方にも見ていただいて

います。 

Q.ウクライナ報道に関して、どういう役割を果たしていきたいと考え

ているのか。 

A.（会長）戦争はあってはいけないことだが、事実として起きています。

戦争が起きると一般の人が巻き込まれて被害が甚大になり、いろいろ

なことが同時に起きます。戦争の場面を報道することは昔から難しい

問題があり、まさに残虐な映像も含まれるわけで、いろいろなことに配

慮しながら、しかし現実にこういうことが起きているということをお伝

えしないと、実態がわからないということだと思います。放送する側も

すごく難しい側面がありますが、報道しないと伝わらないし、現実に国

際法違反の状態でこういうことが起きていますので、国連の決議を含

めて世界でどういうことが起きているのかを正確に伝えることが公共

メディアの仕事だと思っています。 

Q.正確な情報というものの難しさを、どう考えているか。 

A.（会長）ニュースソースが正しいかどうかは本当に難しい問題ですね。

そこはプロとしてしっかりチェックするしかないと思います。いろいろ

な動画が上がっていますが、一つ一つが正しいかどうか、非常に判断

が難しいですよね。まして戦争になりますと、いろいろな情報そのもの

が戦争の武器にもなりますので、それが本当なのかどうかも含め正確

に報道するために全力を尽くすしかないと思います。 

 

Q.「BS1 スペシャル」に関する調査結果について。 

A.（会長）２月に調査結果を公表しました。調査の結果、率直に言って

極めてずさんな対応が改めて明らかになり、誠に申し訳ないと思って

います。今回の番組では、担当者はいずれもそれぞれに与えられた役

割と責任を十分に果たさず、取材・制作のあらゆる段階で真実に迫ろ

うとする姿勢を求めるとした放送ガイドラインから明確に逸脱していた

と思います。番組にご協力いただいた、東京五輪公式記録映画の関係

者の方や、五輪反対デモに参加した方、番組で取り上げさせていただ

いた方、そして視聴者の皆さまに、重ねて深くおわびをいたします。再
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発防止に向けて全局的に取り組みを進めているところです。また今回

の件は、BPO（放送倫理・番組向上機構）の放送倫理検証委員会で審

議に入っており、私どもとしましては、委員会からの要請には真摯に対

応してまいりたいと思っています。 

Q.今後、検証番組を制作したり、第三者が入ってさらに調査を続ける

といった考えは。 

A.（副会長）事実関係につきましては、公表した調査報告書のとおりで

す。今回の件は、既に BPO の放送倫理検証委員会で審議入りしてい

ますので、委員会からの要請には真摯に対応してまいります。 

Q.局内の職員向けの説明会では、どのような意見が出たのか。 

A.（副会長）二度とこうしたことを起こさないために勉強会を設けまし

た。大多数の職員は真実に迫ろうとする姿勢でやっていますので、「信

じられない」という趣旨の発言がありました。ただ、こうしたことが起

きてしまい、我々は視聴者の方々に疑念を抱かせてしまいました。その

事を謙虚に受けとめて、品質管理責任者を各部局に設け、公平・公正

か、複眼的試写を行ったか、多角的な視点で捉えているかといったこ

とを、いま一度きちんと見ていくことを再確認しました。 

Q.厳しい意見が多かったということか。 

A.（副会長）私の印象では、ほとんどの職員は真実に迫ろうとする努力

を日々重ねていますし、実践していますので、「なぜこんなことになっ

てしまったのか」という観点からの意見が多かったと思います。 

 

Q.民放各局の同時配信サービスが本格的に始まるが、民放との二元

体制についてどう考えているのか。 

A.（会長）視聴者の利便性が高まることは良いことだと思っています。

私どもは以前から「民放との二元体制が重要であり、維持すべきだ」と

言っています。ＮＨＫはいたずらに肥大化しないことを約束し、スリムで

強靭な形にしていきたいと思っています。一方で通信との融合が進ん

でいる中、抑制的に対応するというのは、世界的に見ても珍しい規制

で、これでは日本だけが遅れてしまうと、かねてから申し上げています。

共存共栄をはかりながら、視聴者の利便性が高まる方向に持っていく

ことは、二元体制のどちらにとっても、また視聴者にとってもプラスに

なると確信しています。 

Q.視聴者の利便性と言うなら、民放との協力の強化を考えるべきでは。 

A.（会長）ＮＨＫは１社ですので簡単ですが、民放はたくさんの方々がお
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られて、その中で一緒にやろうというのはなかなか難しい問題があり

ます。それぞれが競争相手でもありますよね。二元体制を維持し、共通

のインフラに近いものは一緒に取り組んだ方が良いのであれば、そう

した方が良いと思います。できる限りそうした方が良いと思いますが、

利害関係が異なる方々の集合体とＮＨＫという二元体制なので、こち

らが「勝手にこうしたら良い」と、余計なことも言えません。むしろ民放

さんの側で一体になっていただくと話がわかりやすいということでは

あります。 

（以上） 


