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平成30年度（2018年度）インターネット活用業務 実施状況および評価結果 

 

 放送を補完してその効果・効用を高め、国民共有の財産である放送番組等を広く国民に還元す

るなど、放送法第15条に掲げられた協会の目的を達成するため、放送法、「放送法第20条第2項第

2号および第3号の業務の実施基準」（以下、実施基準）、平成29年答申第3号、および「平成30年

度（2018年度）インターネットサービス実施計画」（以下、実施計画）に基づき、インターネット

活用業務を実施した。 

 実施計画に関しては、協会の使命、実施計画の基本方針、および各インターネットサービスの

領域の間の関係性を明確にして策定した。平成30年度（2018年度）を通して、実施計画の枠組み

に則り、各サービスの公共性が企図した方向に沿って発揮されるように、インターネット活用業

務を実施した。 

 

１. 受信料を財源とするサービス 

（１） ２号受信料財源業務 

国内放送関係 

Ⅰ. 放送番組における領域ごとの取り組み 

① ニュース（報道・解説） 

 公共放送として、正確な情報を公平・公正に伝え、人々の判断のよりどころとなり、健全な

民主主義の発達に寄与すること、人々の「命と暮らしを守る」防災・減災報道に全力で取り組

み、安全・安心な暮らしに貢献することなどを目的として、サービスを実施した。 

おもなサービスとして、史上初の米朝首脳会談、大阪北部地震、北海道胆振東部地震、台

風・豪雨関連ニュース等、国民生活や社会全体に大きな影響を及ぼす情報で、特に迅速に提供

すべきものを伝える緊急ニュース等について、30 件の放送同時提供を実施した。また、国民

的関心の特に高いニュース等について、415 件のリアルタイム提供を行った。特に、北海道胆

振東部地震の際には、最新のニュース、避難所やライフライン、停電時にできる工夫など、被

災者の役に立つ正確な情報を、「NHK NEWS WEB」や「NHK ニュース・防災」アプリを通じ

て提供した。 

このようなインターネットサービスを通じて、人々の判断のよりどころとなる情報や、「命

と暮らしを守る」気象・災害情報、国民的関心の高いニュース等に関連する情報を、「いつで
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も、どこでも」入手できるように提供することができたと考えられる。  

② スポーツ 

最新技術を生かした豊かで質の高いコンテンツを提供することで、スポーツの魅力や迫力を

多角的に伝え、質の高いスポーツ文化の創造に貢献することを目的として、サービスを実施し

た。  

おもなサービスとして、「2018 FIFA ワールドカップ ロシア」、「第 100 回 全国高等学校野

球選手権記念大会」、「2018 NHK 杯 国際フィギュアスケート競技大会」などの様々なスポー

ツイベントにおいて、「NHK スポーツオンライン」、大会ごとの特設サイト、アプリなどを通

じたスポーツ番組関連情報の提供を行った。最先端の技術を積極的に導入しながら、試合の経

過や結果、複数のカメラアングルから撮影したリアルタイム映像、スポーツのルールや選手の

活躍ぶりなどを掘り下げた記事など、わかりやすく見ごたえのある理解増進情報を幅広く提供

した。 

インターネットならではの特性を生かしたこれらのサービスによって、スポーツの魅力や迫

力を多角的に伝えるとともに、スポーツ文化の発展に寄与することができたと考えられる。  

③ 生活 

人々の暮らしを支えるサービスとして、食、住、健康、趣味・育児等に関する生活・社会情

報を通じて国民の疑問や関心に応え、文化の向上に寄与することを目的として、サービスを実

施した。 

おもなサービスとして、「NHK らいふ」、「NHK 健康チャンネル」などのサービスを実施し

た。食、住、健康などに関する情報を伝える番組に関連するポータルサイトなどを通じて、視

聴者のより深い番組理解につなげ、視聴者の悩み・疑問に応える幅広い情報を提供した。 

視聴者の役に立つ正確な情報をわかりやすく提供するこれらのサービスによって、国民の疑

問や関心に応え、質の高い文化の創造や暮らしやすい社会の実現に寄与できたと考えられる。 

④ 教育・科学・教養・福祉 

 生涯を通じて学びたいときに学べる利便性の高い学習コンテンツを提供すること、科学、自

然、歴史、文化に対する興味・関心を促して視聴者の知的好奇心に応えること、多様性を認め

共に生きる社会の実現を目指したサービスを充実させることなどを通じ、教育や福祉に貢献す

ることを目的として、サービスを実施した。 

おもなサービスとして、「NHK for School」、「NHK ゴガク」などのサービスを実施した。そ

れらのポータルサイト、アプリを通じて、視聴者が「いつでも、どこでも」利用しやすい形で、

放送済みの学校放送番組やラジオの語学番組を、それらの理解増進情報とあわせて幅広く提供
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した。また、「ダーウィンが来た！生きもの新伝説」のホームページやポータルサイト「もっ

と NHK ドキュメンタリー」では、取材・制作の過程で蓄積してきた番組関連情報や放送番組

の再編集動画などを提供した。さらに、福祉番組のポータルサイト「NHK ハートネット」で

は、通年で番組関連情報を提供するとともに、視聴者が自分の「孤立度」を測定できるコンテ

ンツを提供し、その結果を集計して放送番組の制作に活用するなど、双方向性に優れたイン

ターネットの特性を生かしたサービスの提供を行った。  

「いつでも、どこでも」学びたいときに学べる環境を整え、視聴者の知的好奇心に応えるこ

れらのサービスにより、幅広い世代の教育・学習に貢献した。また、インターネットならでは

の手法も使って社会の様々な課題への関心を喚起し、多様な価値観を認め合う暮らしやすい社

会の実現に寄与することができたと考えられる。 

⑤ 娯楽 

 視聴者の感性を刺激して感受性を育むことや、古典芸能等の伝統文化の保護・育成に貢献す

ることで、質の高い文化の創造に寄与することを目的として、サービスを実施した。 

おもなサービスとして、「連続テレビ小説」、「大河ドラマ」などのドラマ番組や、「NHK 紅

白歌合戦」、「にっぽんの芸能」などのエンターテインメント・音楽伝統芸能番組において、番

組に関連するさまざまな情報をホームページや各種ソーシャルネットワークサービスの NHK

公式アカウント（以下、公式 SNS）を通じて提供した。 

ホームページと公式 SNS の特性や役割を意識しながら番組関連情報を幅広く提供するこれ

らのサービスにより、視聴者の接触の機会を増やして放送番組への興味・関心を喚起し、質の

高い文化の創造に寄与することができたと考えられる。 

⑥ 大型企画 

 国民的関心が高いニュースや社会問題等、社会的意義の高いテーマをとりあげた大型企画番

組のホームページを通じて、豊かで多彩なコンテンツを提供し、文化の発展・向上や技術の進

歩・発達に寄与することを目的として、サービスを実施した。 

おもなサービスとして、「NHKスペシャル 人類誕生」において、高精細の CG映像や発掘現

場の VR 動画など、人類の進化の歴史を多角的に掘り下げる豊かで質の高いコンテンツを提供

した。また、「NHK スペシャル スペース・スペクタクル」では、探査機「はやぶさ 2」の小惑

星リュウグウへの着陸にあたり、NHKと JAXAが共同開発した「可視化システム」を用いて、

探査機から送られてくる数値データに基づき、着陸の模様を映像化してストリーミングで提供

した。 

最新技術を積極的に活用し、放送を補完して視聴者に新たな体験の機会を提供したこれらの
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取り組みを通じて、視聴者の知的好奇心を刺激するとともに、質の高い文化の創造や技術の進

歩・発達に貢献することができたと考えられる。 

 

Ⅱ. 複数のジャンルやコンテンツにまたがる取り組み  

① インターネットによる番組の周知・広報 

 NHK の放送番組・サービスへの興味・関心を促し、より多くの人々にサービスを知っても

らえるようにすることを目的として、サービスを実施した。 

 おもなサービスとして、「NHK オンライン」のトップページや番組広報のポータルサイト

「NHK_PR」を通じた番組の放送予定や制作発表記者会見の模様、出演者インタビューなどの

提供を行った。また、公式 SNS も積極的に活用して、視聴者が NHK の番組・サービスに触れ

る機会を増やすように努めた。 

 これらによって、放送だけでは届けきれない幅広い視聴者に対して、NHK の番組やサービ

スへの興味・関心を促し、番組視聴や認知度の向上に寄与することができたと考えられる。 

② ラジオのインターネットサービスの提供 

より多くの人々がラジオのサービスを「いつでも、どこでも」利用できるようにすることを

目的として、サービスを実施した。 

おもなサービスとして、「らじる★らじる」（ラジオのポータルサイト、アプリ）を通じて、

ラジオ 3 波（R1、R2、FM）の番組の放送同時提供と、一部の番組のオンデマンド提供を行っ

た。また、一般社団法人日本民間放送連盟との共同キャンペーンの一環として、民間放送事業

者のラジオ番組を提供している radikoのサイト・アプリを通じて、ラジオ番組を提供する実験

を行った。さらに、若い聴取者を意識して、番組と連動したインターネットサービスの充実を

図った。 

これらのインターネットサービスによって、多くの人々が「いつでも、どこでも」ラジオの

サービスを利用できる機会を幅広く提供することができたと考えられる。 

③ インターネットによるアーカイブスの提供 

NHK が保存しているニュースや番組等の映像・音声記録のうち、特に社会的意義があるも

のを視聴者に還元することを目的として、サービスを実施した。 

おもなサービスとして、アーカイブスのポータルサイト「NHK アーカイブス」を通じた動

画・音声などの提供を行った。戦争・戦後史や震災の証言、地域をテーマにした番組の映像を

再編集したコンテンツ、創作用の素材となる番組関連映像・音声などを提供した。 

このようなサービスの提供により、インターネットを通じて社会的意義の高い映像・音声の
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一部を視聴者に還元することができたと考えられる。  

④ 通信と連携したテレビ向けサービスの充実  

放送と通信の連携が可能なインターネットの技術を生かし、ネット時代のテレビ向けサービ

スの可能性を追求することを目的としてサービスを実施した。 

 おもなサービスとして、連続テレビ小説、大河ドラマなどの放送番組を補完するハイブリッ

ドキャストサービスを通じた、ダイジェスト動画や美術セットの 360 度ビュー画像などの提供

を行った。また、「天才てれびくん YOU」や「リモコン WARS」では、データ放送やデータオ

ンラインのしくみを活用して、視聴者が参加して楽しめる双方向サービスを提供した。 

 これらにより、番組をより楽しんでもらえる情報をテレビを通じて提供し、テレビ向けサー

ビスの可能性を追求することができたと考えられる。 

⑤ 地域放送局のインターネットサービス 

 きめ細かい防災・減災情報、地域の人々にとって利便性の高いさまざまな情報、地域の魅力

や課題を全国に向けて発信する情報などの提供を通じて、地域の安全・安心や活性化に貢献す

ることを目的として、サービスを実施した。 

おもなサービスとして、各地域放送局のホームページを通じて、さまざまな地域のニュース、

社会情報、気象・防災情報、地域発ドラマ関連情報などの提供を行った。また、札幌放送局の

ホームページでは、地域の情報が一元的に見られるようにデザインを一新し、視聴者の利便性

の向上と効率的な更新業務運営の両立を図った。 

放送のみならずインターネットでも地域の防災・減災に役立つ「命と暮らしを守る」情報を

積極的に提供し、また地域の魅力や課題を伝える情報を幅広く発信することにより、地域の安

全・安心や活性化に貢献することができたと考えられる。 

 

国際放送関係 

国際理解の促進を図るとともに、放送番組を補完する観点から、国際放送番組の放送同時提供、

オンデマンド提供、理解増進情報の提供を行った。 

 

Ⅰ. 放送番組における取り組み 

① 「NHK ワールド JAPAN オンライン」ホームページの充実 

 「NHK ワールド JAPAN」のホームページを通じて提供する国際放送関係のコンテンツにつ

いていっそうの充実を図り、インターネットを通じた発信を強化した。特に、国際放送番組関

連のサービスでは、「#TOKYO」、「Journeys in Japan」などの番組で字幕の追加や音声吹き替
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えによる多言語での提供を行った。また 2018 年 11 月には、地震や津波が発生した時の一報や

緊急ニュース等を、従来の英語に加えて中国語でもプッシュ通知するサービスを開始し、海外

からの観光客や日本に住む外国人の安全・安心を支えるサービスの拡充を図った。さらに

2019 年 1 月には、テレビ国際放送のニュースや番組に中国語の吹き替えや字幕を付けて配信

する「NHK 華語視界」のサービスを開始した。 

 

Ⅱ. 放送同時提供とオンデマンド提供 

① 「NHK ワールド JAPAN」の放送同時提供とオンデマンド提供 

 「NHK ワールド JAPAN」のホームページとアプリを通じて、テレビ国際放送の番組を放

送と同時に提供した。また、「NEWSROOM TOKYO」、「#TOKYO」、「Journeys in Japan」等

153 の放送番組をオンデマンドで提供した。  

② 「NHK ワールド ラジオ日本」の放送同時提供とオンデマンド提供  

 「NHK ワールド ラジオ日本」のホームページとアプリを通じて、ラジオ国際放送の番組

を放送と同時に提供した。また、オンデマンドでは、18 言語によるニュースおよび 17 言語

による番組を提供したほか、海外の日本人の生命・財産を守る観点から「海外安全情報」を

提供した。 

 

試験的な提供 

 国内テレビジョン放送の放送番組を、インターネットを通して放送と同時に提供するサービ

スの改善・向上の検討に資することを目的として、試験的提供 A として、「2018 FIFA ワールド

カップ ロシア」においてテレビ放送のインターネット同時配信の検証実験を実施した。 

 実験では、世界的なスポーツイベントにおける利用のされ方や、大規模アクセス時のシステ

ム負荷の把握などを行った。 

 実施期間は 6 月 14 日から 7 月 22 日まで、配信実施時間は 55 時間 35 分であった。この期間

中に総合テレビで放送した「2018 FIFA ワールドカップ ロシア」の放送番組を、特設ホーム

ページと「NHK スポーツ」アプリを通じて、1 日あたり最大 4 時間程度（1～2 試合程度）の範

囲で、放送と同時に計 24 試合を配信した。また、見逃し配信も行った。 

 

（２） ３号受信料財源業務 

 災害等の緊急時における情報提供として、1 者に対して関連するニュースを提供した。また、

公益上特に意義のある提供として、1 者に対して放送番組を 3 番組提供した。 
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２. 有料で行うサービス 

（１） ２号有料業務（NHK オンデマンド） 

 利用者負担により行う業務として、NHK オンデマンド（NOD）サービスを実施し、「見逃し

番組」として「連続テレビ小説 半分、青い。」、「連続テレビ小説 まんぷく」、「大河ドラマ 西

郷どん｣、「大河ドラマ いだてん ～東京オリムピック噺～」、「NHKスペシャル」、「NHKニュー

ス７」等約 6,500 本、「特選ライブラリー」として約 7,000 本を、多様な受信端末に向け提供し

た。協会が利用者に直接提供する形態の会員の登録数は、年度末において 247 万 5 千人であっ

た。また、外部プラットフォーム事業者を経由する提供については、年度末において、8 者を

通じて提供を実施した。利用者からの問い合わせ等については、NOD コールセンターにおいて

迅速かつ適切な対応に努めた。 

 

（２） ３号有料業務 

 6 者に対して、放送番組約 4,000 本を有料で提供した。なお、３号有料業務に係るサービス

提供に当たっては、提供条件の公平性を担保することに留意しつつ、基本契約の締結を行った。  

 

３. 決算報告 

 ２号受信料財源業務の費用は受信料収入の 2.0％にあたる 139 億円であった。内訳は、物件費

が 101 億円、減価償却費が 5 億円、人件費が 33 億円で、物件費のうち、国内放送関係は 81 億

円、国際放送関係は 19 億円であった。国内放送関係の 81 億円の内訳は、番組ホームページの

制作・更新、「2018 FIFA ワールドカップ ロシア」関連、新サービスの開発など、コンテンツ関

連が 58 億円、サーバー・ネットワークの保守や制作システムの整備などインフラ関連が 23 億

円だった。なお、試験的な提供の費用は 0.5 億円で、国内放送関係に含む。国際放送関係の 19

億円の内訳は、コンテンツ関連が 10 億円、インフラ関連が 8 億円だった。 

 ３号受信料財源業務の費用は発生しなかった。  

 ２号有料業務および３号有料業務は、区分経理の対象であり、放送番組等有料配信業務勘定

として計理された。２号・３号有料業務の事業収入は 22 億円であり、事業支出は 19 億円で

あった。よって、２号・３号有料業務の事業収支差金は 3 億円となった。 

 

４. インターネット活用業務 審査・評価委員会 

 インターネット活用業務における適切性の確保に資するため、外部の有識者で構成するイン



 

８ 

 

ターネット活用業務 審査・評価委員会（以下、委員会）を 8 回開催した。開催の都度、イン

ターネット活用業務に関する競合事業者等からの意見・苦情等の概況について、協会から委員

会に報告を行った。なお受理すべき意見・苦情等の申し立てはなかった。 

 実施計画に関しては、以下の二つの諮問を行った。まず、「平成 29 年度インターネット活用

業務実施状況および評価結果」について、委員会に諮問し答申を受けた。また、「2019 年度イ

ンターネットサービス実施計画」の策定にあたり、委員会に諮問し答申を受けた。さらに、平

成 30年度（2018年度）のインターネット活用業務の実施状況に関する四半期ごとの報告を行っ

た。 

 また、放送を巡る諸課題に関する検討会での指摘事項も踏まえつつ、インターネット活用業

務の事後チェックのしくみを精査し、委員会においてもチェックの実効性を高める方策につい

て検討した結果、委員会が決定している「意見・苦情等の対応策にあたっての考え方」につい

て、第 1 条（検討の視点）に記載していた受付要件三項目のうち「三 苦情を申し立てる以外

に救済の方法がないこと」を削除し、「一 苦情を申し立てるに足りる正当な理由があること」

と「二 苦情を申し立てるにつき合理的な根拠があること」の二項目とする改正を行った。さ

らに、平成 30 年度（2018 年度）の第 8 回委員会から、委員会の議事概要に記載する内容を拡

充し、いっそうの充実を図った。 

 

５. 実施結果の総括 

 協会は、放送法第 15 条に掲げられた目的を達成するため、放送法、実施基準、平成 29 年答

申第 3 号、および実施計画に基づき、平成 30 年度（2018 年度）のインターネット活用業務を

実施した。通年で捉えた際に各インターネットサービスの公共性が企図した方向に沿って発揮

できるように留意して各サービスを実施し、また、四半期ごとに、実施したサービスの概要に

ついて委員会への報告を行った。その結果、平成 30 年度（2018 年度）を通して、実施計画の

枠組みに則り、各サービスの公共性が企図した方向に沿って発揮され、放送法第 15 条に資する

サービスを提供できたものと考えられる。  

 また、市場競争への影響については、協会に寄せられた意見・苦情等の申し立てのうち、受

理要件を満たすもの（競合事業者等からインターネット活用業務に関し協会に具体的な対応を

求めるもの）はなく、また市場シェア等の状況を勘案すると、協会のインターネットサービス

は「市場の競争を阻害するようなもの」とはなっていないと考えられる。 

 インターネットサービスに要する費用についても、実施基準第２部４の①、第４部４の①に

定めた規模の範囲内におさまっている。 



 

９ 

 

 以上の点から、平成 30 年度（2018 年度）インターネットサービス実施計画の実施結果は、

妥当であったと考えられる。 

 

 委員会に対し、協会が作成した「平成 30 年度（2018 年度）インターネット活用業務 実施状

況および評価結果（案）」について、インターネット活用業務の適切性の確保の観点からの見解

を求める諮問を行った。委員会からは、放送法、実施基準等を踏まえて検討を行った結果、平成

30 年度（2018 年度）の実施状況および協会による評価に問題はなく、適切なものであると考え

る旨の答申を得た。 

2019 年度においても、6 月 5 日に公布された改正放送法の趣旨や、委員会における適切性の

確保の観点からの検討状況等を踏まえつつ、信頼される「情報の社会的基盤」の役割をしっかり

果たせるよう、インターネット活用業務を適切に実施していく。 

 


