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平成２４年３月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会（議事概要） 

 

３月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、１６日(金)、ＮＨＫ名古屋放送局におい

て、９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、前回の審議会での答申を受け「平成２４年度中部地方向け地域放

送番組編集計画」を決定したこと、およびこれに基づいて策定した「平成２４年度中

部地方向け地域放送番組編成計画」について、説明があった。 

続いて、土曜ドラマスペシャル「家で死ぬということ」について説明があり、放送

番組一般を含めて活発に意見の交換を行った。 

後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、４月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

 

委 員 長     奥野 信宏 （中京大学総合政策学部教授） 

委 員     秋元 祥治 （特定非営利活動法人 

Ｇ－ｎｅｔ代表理事） 

伊藤 一美 （特定非営利活動法人 

子ども＆まちネット理事長） 

井上 庄吾 （愛知県農業協同組合中央会常務理事） 

奥村 隆司 （（株）べにや旅館代表取締役社長） 

金森 昭夫 （中日新聞社取締役管理局長） 

陶  智子 （近世文化研究家） 

杉浦 宇子 （弁護士） 

立花 貞司 （トヨタホーム（株）取締役会長） 

 

 

＜土曜ドラマスペシャル「家で死ぬということ」について＞ 

（２月２５日(土) 総合 午後9:00～10:14） 

（ＮＨＫ側）   

  岐阜県白川村の老人施設の取り組みの雑誌記事を見たことが 

 きっかけで企画した。病院で 期をむかえる人が多い中、白川 

 村では在宅で亡くなる人が約４割で、地域の医療と介護がで看 

 取（みと）りの態勢作りに取り組んでいる医師や村の人から話 
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 を聞く中で、昔は家で看取るのが一般的だった、ではどうして 

 近はできなくなってしまったのだろうかと考えた。かつての 

 日本には地域社会が確立されており、その力が大きかったので 

 はないか。そこで、地域に根ざした医療や介護に取り組んでい 

 る村を舞台にドラマを作ることにした。長期休暇をとって、義 

 母の介護をするということはなかなか現実にない設定だと思う 

 が、逆に現実味がないからこそ、考えるきっかけになったので 

 はないかと思っている。ドラマで描いているのは「そうはいか 

 ないだろう」、「こうだったらいいな」という理想論であり、 

 ファンタジーやおとぎ話だという批判を受けるかもしれないが、 

 ドラマを通して「こういうふうなことは、やっぱり大事だな」 

 と感じてもらうのもドラマの役割だと思っている。実際に介護 

 で苦労している人や震災で家をなくした人達に「家で死ぬ」と 

 いうテーマがどのように受け止められるか心配したが、勇気を 

 もらった、励まされたといった感想が寄せられ、あえてこの題 

 材に挑んでよかったと思っている。 

 

○  まず、気になったところを述べさせてもらう。一番気になったのは、婿が義母の

排せつ介助をしようとする場面だ。福祉の世界では、女性の排せつには女性が付き

添うのが原則だと聞いている。また、合掌造りの大きくて寒い家なので、トイレも

遠くにあるだろうから、ポータブルトイレを利用するなどにすればもっと現実味を

出せたのではないか。近所との「結（ゆい）」を強調するためだったのかもしれな

いが、１５０年続いた家という設定にもかかわらず、親戚関係が全然描かれていな

かったところも少し疑問だった。しかし、それらの点をのぞけば、感動的なシーン

が随所にあり、とてもいいドラマだった。特に、純一が「家に帰りましょう」と声

をかけた際、ひさ子がベッドの上でうなずくシーンや 後に純一がひさ子に教わっ

た漬物のふたを開けるシーンでは涙が出た。白塗りした七福神が家を回るシーンは、

おもしろくてよかった。ひさ子がおんぶをしてもらい、家の中をあちこち回って家

の様子を目に焼き付けていたが、家で死ぬということはこういうことなのだろうと

思った。ライトアップされた雪の合掌造りの家々の光景もとても美しくてよかった。

この後、純一は会社を早期退職して、長男とともにあの家で民宿を始めるのだろう

かなど、ドラマの続きも想像させられた。 

 

○  あらすじを読んだ時には、はたして現実味があるのかと懸念していたが、見てい
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くと意外に、ひさ子と純一の気持ちの流れがとても自然に受け取れた。純一が会社

で居場所がなくなる中、自分の居場所は家だという確固たる思いを持っている義母

の姿に、興味を持ったのではないか。また、ひさ子の指示で、純一がひさ子の仕事

を教えてもらうのだが、ひさ子にとっても、婿が自分の仕事をすることで、自分が

受け入れられたと思っただろう。一方、純一も地域にとけこんでいく中で、家が義

母の生きる場所そのものだったと理解し、看取る覚悟ができていったのだと思う。

「家」とは建物の家ではなく、自分の存在が認められ、支えられていた場所であり、

そこで 期を迎えたい、そして、それを支え、受け止めてくれる人がいてほしい、

というメッセージがこのドラマにこめられていたように受け取った。少し話がそれ

るが、虐待を受けた子どもは、新たに自分の存在を認められる関係ができると、そ

こが居場所になっていくことがあるようだ。このドラマを見て、自分の存在が認め

られる場所の大切さを改めて考えさせられた。 

 

○  とても深刻な問題をテーマにしていたにもかかわらず、暗く重くならないよう、

さわやかに全体が描かれていた。その大きな要因は、白川村を舞台に選んだことで

はないだろうか。雪の白川村の風景はとてもきれいで、全体を浄化する役割をして

いたように思う。また、渡辺美佐子さんや高橋克典さんをはじめとする出演者の演

技がとてもよかったこともあろう。見始めた時は、働き盛りの男性が長期休暇を取

って義母の面倒をみられるのか、あんなに仲が悪い母娘がいるのかなど非現実的な

設定だと思っていたが、ドラマの進展にしたがってだんだんと、なるほどと思わさ

れる巧みなストーリー展開だった。親の介護や 期の看取りをどうするかについて

は誰しも直面することだが、この番組で描かれていた形も、あるべき姿の一つとし

てよかったのではないか。前回の「真珠湾からの帰還」もよく出来ていたし、 近

の名古屋局制作のドラマは、非常に好調だと思った。 

 

○  長期休暇を取って、義母の世話をするなど、ありえない設定だと思って見始めた

のだが、ドラマの中に引き込まれていくものがあり、見終わった後もすがすがしい

気持ちになった。それはきっと俳優の持つ力がとても大きいからだと思う。医師役

や村の住民など、各々が適材適所ですばらしい演技だった。世界遺産の町や家で暮

らすというのは、大変苦労も多いだろうが、そういった部分についてもきちんと伝

わり、リアリティーがないようで、だんだんとリアリティーが出てくるように描か

れていたところが、このドラマのよく出来ていたところだと思う。見ていくうちに、

ひきこまれていき、この後、純一はどうなるのかなど続きを知りたいと思った。 
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（ＮＨＫ側）   

  親戚関係も盛り込んでもよかったのだが、親戚がいるなら手 

 伝ってもらえばいいと簡単に話が終わってしまうので、あえて 

 親戚関係は出さない設定にした。このドラマは、脚本家の大島 

 里美さんと白川村に行って、村の人から聞いた話の集積体のよ 

 うなものになっており、それでリアリティーが生まれているの 

 ではないか。時間の関係でカットしたシーンも多いため、９０ 

  分バージョンを制作し、東海地方向けに改めて放送する予定で 

 ある。母と娘の関係や介護施設の部分、きれいな風景もじっく 

 りご覧いただけると思う。 

 

○  家で死ぬということよりも、むしろ人生とはどういうものかと教えられた、大変

すばらしい番組だった。サラリーマンとして競争社会の中で出世していくことに価

値観を感じていた純一にとっては、義母のような生き方は対極にあり、その対比に

よって、本当の人間の幸せとは何かを伝えたかったように感じた。「人は手の届く

ところにあるものだけで十分暮らしていける」というひさ子の言葉が特に印象的で、

豊かで有り余る生活をしている時代に対する一つの警鐘の言葉ではないかと重く受

け止めた。さらに、都会で生活していると忘れがちな近所とのつき合いの大切さを

感じた。「会いたい人に囲まれて一生を終えたい」とは、家族に囲まれて死んでい

くということだろう。また「会いたいもんは、みんなうちにいる」という言葉も印

象的だった。会いたい人というのは、今まで自分がいろいろ教えられてきたしゅう

とやしゅうとめなどで、代々受け継いだ伝統を、次の世代へ引き継ぐことの重要性

やそのプロセスの一つとして自分が存在することに大きな価値を置いていることが

表れている言葉だと思った。渡辺さんの演技は大変すばらしかった。かえで山荘か

ら帰ろうと言われた時の表情や帰宅後のほっとしたような感じ、そして何よりもす

ごいと思ったのは、臨終の時の顔で、とても勉強されており、役になりきっていた。 

 

○  看取り、幸せな死に方、結などについて考えさせられる番組だった。「家へ帰り

ましょう」と言われたとき渡辺さんの表情は、単なる演技を超えたものだったよう

に思った。太朗が自分の父親は家ではなく施設で死ぬことを望んだが、それが家族

を気づかってなのか本心だったのかわからないと話していたが、私も「家」で死ぬ

ことが幸せなのか、幸せに死ねるところが「家」なのかわからず考えこんでしまっ

た。また、囲炉裏（いろり）や仏壇などセットも大変よくできていた。ただ、夫が

亡くなった後、大きな家を維持し、牛の世話などをどのようにしていたのか少し気
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になったが、このあとの９０分バージョンでわかってくればいいなと期待している。 

 

○  施設から帰ろうと言われた時のひさ子のたたずまいに涙し、いろいろな場面にと

ても感動しながら見た。生きること、死ぬこと、看取ることについて考えさせる一

方で、排せつの問題を含め、苦労が多い介護を取り上げているわりにきれい過ぎる

と思っていたが、ファンタジーと承知のうえで制作したと聞いて、納得した。また、

２月１６日(木)の「あさイチ」の“ＪＡＰＡ”なび 岐阜・白川郷「雪に恋する白

川郷」で、佐藤正宏さんが白川郷を案内していたし、ドラマの中の映像でも白川郷

の景色がすばらしく、地域の魅力を伝えるという観点でも意義深い番組だったと思

う。地域を舞台にしたドラマを通じて、地域の魅力が全国に、あるいは地域に発信

されることは大変有意義なことだ。 

 

○  社会の変化をはじめ、いろいろな問題点をついたドラマだと感じた。医学が発達

し、介護施設が充実してきたことや、若い人たちが田舎を離れて都会に住み、核家

族が増えたことなどによって、老人の世話や介護をする人がいない現実を改めて感

じた。昔は若い人が年輩の面倒を見るのは当たり前のことで、なおかつその役割を

主に女性が担っていた。今は女性の社会進出も進み、女性だけに押し付ける社会で

なくなったことはよいことではあるが、世話をする人が減っている現状もよくわか

った。病院で亡くなる人が多く、病院からの電話で身内の死を聞かされることも多

い。また、 近の子どもたちは、人が死ぬということがどういうことかを実感でき

ず、ゲームと同じ感覚でリセットできてしまうように思う子もいると聞いたことが

ある。人の死を実際に目の当たりにすることの大切さなど、いろいろな意味を感じ

るドラマだった。介護には先行きに不安を感じる時期もあり、いつも献身的ではい

られず、なかなかドラマのようにはいかないが、生きるということ、死ぬ時もその

人の尊厳を守ることの大切さを学ぶことができ、家族愛や絆の大切さを実感できる

非常に感慨深い番組だった。 

 

○  自分の経験を思い出して、反省し、そして共感しながら見た。ファンタジー的な

部分があったからこそ 後まで見ることができたように思う。特に白川村を舞台に

したことや、嫁入りや結など今も残る田舎の古い風習、渡辺さんの品のよさや演技

力によって、大変いい番組になっていた。 

 

○  ひさ子が施設で身支度をしてベッドに座っているのを見て、「家に帰りましょう」

と言われた際のこぼれるような笑顔が印象的だった。経済環境の変化からおこる父



6 

 

と子が直面しているリストラや就職浪人といった問題や、高齢者の介護問題など、

我が国の当面の課題などをあぶり出した考えさせられるドラマだった。のどかな白

川村が醸し出す、人のぬくもりを感じさせる日本の原風景が描ききれていたのでは

ないか。ただ、母と娘のこれまでの確執が、母の死を境にあまりにもあっさりハッ

ピーエンドになったエンディングに多少の物足りなさを感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「家」とは絆がある所と受け取っていただければいいと思う。建

物としての家ではなく、両親や嫁しゅうとめ関係、一緒に暮らし育

ててきた娘など、人間の絆がある所で息を引き取るのが一番いいの

ではないかと考えている。太朗のお父さんが介護施設で死ぬことを

選んだのは、介護施設にいるうちに、介護士や一緒に暮らす人たち

と絆ができたということなのだと思う。実は、これも白川村の人か

ら聞いた話で、「親戚は茶飲んで帰るだけだ」という村の人の言葉

をそのままセリフに使ったりしており、そのことによってリアリテ

ィーが増したのだと思う。名古屋などの都会のマンションや建売の

一戸建てでは、このような情感は出なかったのではないか。また、

白川村は雪の季節が一番美しいので、その時期に合わせて撮影した。

このドラマは白川村の風景や持っている力に助けられたと思う。ド

ラマの中にも出てくる「しまってあげる」という言葉は、とてもよ

い言葉だと思う。大切な所にしまっておくように聞こえ、亡くなっ

ていく方を大切にする文化が「しまってあげる」という言葉に表れ

ているのではないだろうか。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

○  昨年は、ニュージーランド地震の後に東日本大震災が発生したので、ニュージー

ランド地震についてはあまり報じられていなかったが、２月１７日(金)のナビゲー

ション「進まぬ時計～ＮＺ地震 遺族の１年～」を見て、こんなに何も進んでない

のかとがく然とした。また、東日本大震災に関するいろいろな特集番組を見ても、

１年たっても何も進んでいないのだと、再び昨年のことを思い出して悲しくなる思

いだった。しかし、やはり忘れないということがとても大事だと思うので、このよ

うな番組を引き続き作ってほしい。なお、この「ナビゲーション」では、富山出身

の本木克英映画監督をコメンテーターに起用していたが、このテーマであれば、別
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の人がよかったように感じた。 

 

○  ２月２６日(日)の「“がれきの街”からのエール～神戸から南三陸町へ～」（総

合 後 4:45～ 5:28）を見た。阪神・淡路大震災で被災した神戸市長田区の商店街で

は、被災後に商店主たちが自分で仮の店舗を建てたものの、その後の復興を行政に

任せたために復興まで１０年もかかり、その間に少しずつ店舗が抜けていって、非

常に寂しい商店街になってしまった。その失敗を繰り返さないようにと、長田区の

商店主たちがボランティアで何度も南三陸に足を運んで支援している姿を描いてお

り、大変いい番組だった。 

 

○  ２月２９日(水)のクローズアップ現代「“原発情報”クライシス ～日本は何を

問われたか～」は、「民間事故調」が行った各国の要人への聞き取り調査を基に当

時の政府の混乱ぶりを浮き彫りにしており、非常に印象的な番組だった。こういっ

た緊急事態において、トップは、大局を見て何が必要かという視点で対応すべきで

あり、それができていなかったという意味で、政府は大変反省すべき点が多いので

はないかと思った。 

 

○  ３月３日(土)のＮＨＫスペシャル「原発事故 １００時間の記録」を見て、いか

に当時、原発に関する情報が共有されていなかったのか、特に地元へ伝わっていな

かったのかを改めて知った。当時の菅直人総理大臣をはじめいろいろな人の証言を

集めていたが、その内容からも、情報不足により、住民にどれほど大変な迷惑をか

けたのかがわかった。特に、双葉厚生病院の人たちが避難先を転々とさせられ、そ

の間に亡くなった患者も出たり、捜索活動ができなかったことに責任を感じて悩ん

でいる消防団員の姿など、映像ならではの貴重な記録が紹介されていた。 

 

○  ３月４日(日)のＮＨＫスペシャル「映像記録 ３．１１～あの日を忘れない～」

は印象的だった。被災した人が撮影した映像を紹介していたが、報道関係者が撮影

したものよりもむしろ、非常に生々しく、見ていて不安や恐怖を感じるものだった。

地震発生前からの映像を含め、さまざまな場所で撮影されており、特に高台へ逃げ

る際に、塀が倒れていたり、液状化が起こっていたりして、なかなか先に進めない

様子が撮られた映像は、とても恐ろしいと思いながらも見入ってしまった。撮影す

ることで、自分を冷静に保とうとしている気持ちもよくわかった。また、避難する

方向によって、生死が分かれてしまった様子や娘を亡くした夫婦の話なども紹介さ

れていたが、復興の全体的な動きだけを見るのではなく、被災者の生の声を聞き、
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それぞれの人たちに思いを寄せることが大切だと感じた。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「映像記録  ３．１１～あの日を忘れない～」は、地震発生前

の平穏な状態から津波の到来までの映像記録で、見応えがあった。今までに見たこ

とのない映像も多くあり、貴重な映像を撮影した人もすごいが、ＮＨＫもそれらを

よく集めたと思った。一般の人が撮った映像には、撮影者自身の声が入っているも

のがあったが、ナマの声があることでリアリティーが二重になるように感じられ、

声の効果は意外に大きいものだと思った。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「映像記録 ３．１１～あの日を忘れない～」、３月９日(金)

のＮＨＫスペシャル ３．１１ あの日から１年「南相馬 原発 前線の街で生き

る」、ＮＨＫスペシャル 東日本大震災「もっと高いところへ～高台移転 南三陸

町の苦闘～」をはじめ、民放の震災関連番組も見た。民放のドキュメンタリーは衝

撃的な映像も多かったが、ＢＧＭにあおる感じがあったり、映像の切り出し方や再

現映像に意図を感じるものだった。その一方、ＮＨＫの番組は大変客観的なトーン

で制作されており、すばらしいと思った。ＮＨＫスペシャル「映像記録 ３．１１

～あの日を忘れない～」では、冒頭にことわりのテロップを入れたうえで、津波な

どの映像を出し、それ以外の番組でも、地震や津波のシーンを極力流さないように

しているように感じた。これもまた、いたずらにあおらないという姿勢に、明日そ

して未来を指向するＮＨＫの意向を感じ、共感した。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「映像記録 ３．１１～あの日を忘れない～」では、番組の冒

頭に、「大変つらい思いをさせるかもしれないが、今後の防災・減災に役立つと考

えて制作した」という文章を出していたが、その始まり方がよかった。また、この

番組では、今後の防災・減災に役立つものになっていた。タイトルどおり、大震災

の記録を残していくのはＮＨＫの使命でもあると思うので、今後も期待している。 

 

○  ３月７日（水）のＮＨＫスペシャル ３．１１ あの日から１年「仮設住宅の冬 

いのちと向き合う日」（総合 後10:00～10:49）では、仮設住宅に入ることができた

ものの、精神的に全く立ち直れていない様子がいろいろな角度から報道されており、

被災地の人たちにとって、震災はまだ何も片づいていないという印象を強くした。 

 

○  ３月８日(木)のＮＨＫスペシャル  ３．１１ あの日から１年「調査報告 原発

マネー～“３兆円”は地域をどう変えたのか～」（総合 後10:00～10:49）は、これ
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まで表に出てこなかった原発マネーの実態に切り込んだ番組で、ＮＨＫにしかでき

ない内容であり、さすがＮＨＫだと感じた。原発については、理想は言えても現実

を見据えた場合にどう判断しどう進めばいいのか全くわからない状態であり、非常

に重い気持ちにもなった。自治体へのアンケート調査に対し、多数の自治体が原発

にどう対処すればいいのか判断できないと回答していたことが、まさにその象徴で

はないか。番組を見て、原発マネーによって地方の雇用や住民生活などが作り上げ

られた実態がわかったが、大都市の電力が地方の危険な施設から供給されているこ

とを今後も報道していってほしい。町の予算の半分を原発マネーに依存している福

島県楢葉町の草野孝町長が、放射性物質の中間貯蔵施設を受け入れる意向を国に伝

えていたが、町を経営し、住民を戻し雇用を生み出すためであり、単純に否定する

ことはできないと感じた。また、新潟県の原発マネーの流れにも非常に驚いた。目

に見える形で原発のメリットを住民に知らしめるため、原発交付金では公共施設し

か建てることができず、結果として維持費によって、財政がひっ迫している現状な

どは、何とも皮肉な感じがした。また、金で口を封じ込めるような青森県の寄付金

交付のやり方についても憤りを感じた。原発マネーを基盤として出来上がってしま

った国や自治体の財政、それを取り巻くさまざまな事情、電力なくしては先に進め

ない社会の現状をどう打破できるのか、ＮＨＫスペシャル「ヒューマン なぜ人間

になれたのか」でも感じたが、人間の限りない欲望をどう切り替えていくのかとい

うことを非常に考えさせられる番組だった。 

 

○  ３月１０日(土)のドキュメンタリーＷＡＶＥ「世界からみた福島原発事故」は、

原発の廃止を決めたスイスと原発建設を進めているアメリカとの対照的な取り組み

などを紹介していたが、この番組を通じて、いかに日本が安全対策を怠っていたか

が浮き彫りになっていた。いまだに日本は原発をどうするのか、安全対策をどうす

るのかについて、明確に示されていない。今後もＮＨＫがこのテーマに取り組み、

国を動かしてほしい。 

 

○  ３月１０日(土)のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「もっと高いところへ～高台

移転 南三陸町の苦闘～」で、宮城県南三陸町では町を挙げて「高台移転」を目指

してきたが、さまざまな障壁にぶつかってなかなかな計画が進んでいない様子など

を伝えていたが、まず、震災直後から継続的に取材をしてきたことに大変感心した。

法律上は自治体から動き出す仕組みになっているが、被災地の自治体は機能できな

い状況であり、そもそも、そういう仕組みが間違っていると思うと同時に、国の対

応が遅すぎると改めて憤りを感じた。その一方で、企業は、関係する業界団体がす
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ぐに応援に出かけ、復旧の手助けが迅速に対応できていたと思う。企業の場合、ト

ップ自らが現場に出かけ、被災状況を見て、従来のルールどおりの対応でいいのか、

人材は不足していないかなどを判断するものだ。大震災の際に企業がどういう動き

をしたかを取り上げることで、本来、国としてはどうあるべきだったのかが浮き彫

りになると思うので、今後は民間企業の取り組みといった視点での番組も制作して

ほしい。 

 

○  ＮＨＫスペシャル 東日本大震災「もっと高いところへ～高台移転 南三陸町の

苦闘～」を見て、まだ一世帯も移転できていないことを知り、驚いた。高台移転の

障壁となっている問題点を、いろいろな角度から指摘しており、大変いい番組だっ

た。 

 

○  ３月１０日（土）の「３月１１日のマーラー」（総合 後11:00～11:53）は、震災

当日に墨田区で開催されたコンサートを題材に、音楽家や来場者から、それぞれの

思いや葛藤、音楽の持つ力などについて聞いていた。音楽家の方たちの個々の葛藤

や、「あの日に演奏会に行ったことは人に話せない」という来場者の葛藤などが描

かれていたが、それらは、国民一人ひとりがどこかに抱えている葛藤と重なるとこ

ろがあるのではないかと思いながら見た。 

 

○  ３月１１日(日)の「特集 明日へ 支えあおう～東日本大震災から１年～」（総

合 前10:05～11:54）の、村井嘉浩宮城県知事と仮設住宅に暮らす被災者との対話を

見た。被災者が「３月１１日前後は、マスコミの取材も多いが終われば減ってい

く」、「港にあがるフカヒレなどを紹介され震災復興がどんどん進んでいるイメー

ジを与えているが、実態は、他港の厚意で水揚げを回してもらっているもので、基

本的には復興は何も進んでない」などと訴えていたのが印象的だった。被災者にと

っては、忘れられてしまうことが一番大きな問題だと思うので、完全に復興するま

で、ＮＨＫもフォローし、国民が忘れないように報道を継続していってほしい。 

 

○ ２月９日(木)の福祉ネットワーク 東日本大震災１１か月「悲しみを抱きしめて～

子どもを亡くした親たち～」は、震災で子どもを亡くした親たちが会を作り、お互

いに寄り添いながら過ごしている様子を追った番組だった。子どもは体が小さいた

めに遺骨が見つからないことや、周囲に心配をかけてしまうので泣くこともできな

いことなど、母親の心情を丹念に追っていた。道路や街の整備などハード面であれ

ば、復興の様子を簡単に見せられるが、わが子を亡くした親たちの心の中を見せる
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ことはできない。親たちは、復興できないものを亡くしているわけで、一生立ち直

れないかもしれないように思う。私たちが忘れないためにも、子どもを亡くした親

たちに寄り添い話を聞いていくことが大事だと思うので、これからもこういった番

組を大切に作ってほしい。 

 

○  震災から１年の間、「ＮＨＫスペシャル」を通じて初めて知った事実がたくさん

あったが、今回の特別編成を見ていて、そろそろ新しい事実は出尽くしたように感

じられた。そこで今、直面している一番ホットな課題は何かと考えたところ、がれ

きの処分を全国の自治体がどのように引き受けるのかではないかと思う。がれきは、

物理的に被災地の復興を妨げるだけではなく、心理的な影響においても、かなり重

要な課題だと思うので、がれき処分に関する取材も今後行ってほしい。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「ヒューマン なぜ人間になれたのか」を全回見たが、いずれ

の回においても、その回のテーマとなっている行動と考え方が人間を作ったことに

納得できた。２月２６日(日)の第４集「そしてお金が生まれた」では、「お金が生

まれてからの大きな変化が、いい意味でも悪い意味でも人間になれた。お金が人間

を人間にした」という言葉があり、お金が生まれたがゆえに都市ができ、職業がで

き、そして未来が生まれ、その一方で格差が生まれ、また欲望が生まれ、現代社会

ができたという内容は、大変興味深かった。また、毎回、チンパンジーを使った実

験がなされ、それにより人間とチンパンジーの違いが視覚的によくわかったし、人

間の特徴を科学的なデータから説明する方法もあり、非常によく理解できる解説だ

った。欲望の果てに資源を使い尽くしてギリシャ文明は衰退の一途をたどったとあ

ったが、現代社会も、資源、食料、自然の面で、欲望のままに突き進んでいるよう

に感じた。 後に「いずれにしても」という言葉を残して番組が終了したが、その

言葉の持つ意味を考えたところ、これまでも人間はいろいろな逆境を乗り越えてき

た、きっとまたこういう厳しい状況でも、新しい未来を必ず切り開いていくだろう、

また切り開いていかなければいけないという意味ではないかと思った。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「ヒューマン なぜ人間になれたのか」はおもしろかった。第

４集「そしてお金が生まれた」のチンパンジーの実験から、交換というのは人間に

しかできないと言っていたが、経済学で扱う市場のモデルにも応用できそうに思っ

た。また、第３集「大地に種をまいたとき」は、パーティーの意味を取り上げてい

たが、これも大変興味深く見た。 
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○  ２月２５日(土)の「夜なのにあさイチ～漢方スペシャル～」（後 7:30～ 8:43）

で、漢方に関する基本的な情報を知ることができ、とても勉強になった。たとえば、

漢方が統合失調症や発達障害、認知症などの病気の緩和に効き目があることや、西

洋医薬と併用することで、その強い副作用を軽減でき、世界の研究機関が着目して

いることなど明るいニュースもあった。しかし、意味不明のパンダの着ぐるみが出

てきたりして、演出面では中途半端な印象だった。また、座っているだけでまった

くコメントしないタレントもおり、バラエティーの要素が強いとは言え、単に人気

があるからだけでなく、きちんとコメントできる人を出演させるべきだと思った。 

 

○  「夜なのにあさイチ～漢方スペシャル～」で、漢方薬を使って体質改善を図る体

験などをしていたが、どれも新しい情報ではなかった。しかし逆に、番組の題材に

なるということは、一般的には知られていないことなのだとわかり、そういう意味

ではよかった。ただ、出演者の人数が多すぎた。若いタレントやお笑い芸人を出せ

ば、親しみが増すと考えたのかもしれないが、伝える内容と伝える顔ぶれにミスマ

ッチがあったように感じて残念だった。 

 

○  ２月２７日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「不満足こそが、極上を生む 

パン職人・成瀬正」をとても楽しく見た。今月の視聴番組の舞台も白川村だったが、

成瀬さんも飛騨高山で活躍しており、飛騨地方の人口は、岐阜県全体の１０分の１

ほどでしかないが、とても力を感じる所だと思った。成瀬さんが毎日毎日、妥協を

せず、生地づくりにいろいろな知恵を働かせて格闘している姿や、「不満足こそ極

上を生むものである」といった名言に、パンづくりを通じて大変貴重なものを見た

思いがした。 

 

○  ３月８日(木)のすてきにハンドメイド「超簡単テクニックで流行のアクセサリー」

は、学生がこの番組を見て作ったアクセサリーをしていたのがきっかけで再放送を

見た。素敵なアクセサリーが簡単にできることがわかり、大変おもしろかったが、

１回見ただけでは作り方がわかりにくいところもあった。テキストに掲載している

と紹介していたので購入したが、番組内でもう少し丁寧な説明をすべきように思う。

ただ、この番組は、気軽に自分の好みのアクセサリーを作りたいという若い人たち

のニーズを捉えており、その点はすごいと感じた。 

 

○  ３月１４日(水)、１５日(木)のハートをつなごう「摂食障害」(１）、（２）（平

成21年6月29、30日の再放送）を見た。自分自身に対する嫌悪感や罪悪感など、若い
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人たちの苦しみが伝わってきて、摂食障害の子どもたちの思いがわかり、とても勉

強になった。 

 

○  「トンイ」を楽しみに見ているが、２月１９日(日）は、 終章スペシャルで、出

演者が来日した際の特別番組だった。演技のこつなど興味深い話もあったが、「ト

ンイ」では、対談やインタビューを中心とした番組宣伝的な番組がたまに放送され

る。宣伝的なものよりも、本編をしっかり見たいと感じている。 

 

○  ３月１６日(金)の「中学生日記」は 終回だが、身近に出演していた人もおり、

また、自分自身も子どもの頃見ていた番組なので、終わるのは残念だ。 

 

○  ３月１６日(金)にぎふスペシャル「笑う岐阜に福来たる～第９回全日本学生落語

選手権～」の放送があるが、岐阜県岐阜市は、落語の祖といわれる安楽庵策伝さん

が生まれた町で、落語の発祥の地と言われており、そのため、大学の落語研究会の

全国大会を毎年岐阜で行っている。ＮＨＫがこうした地域おこしのイベントを取り

上げ、放送を通じて地域の情報発信に積極的に取り組んでいることは大変心強い。 

 

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

番組審議会事務局 



 1

平成２４年２月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会（議事概要） 

 

２月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、１７日(金)、ＮＨＫ名古屋放送局におい

て、１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「平成２４年度国内放送番組編集の基本計画」および「編成計画」

について説明があった。引き続き、「平成２４年度中部地方向け地域放送番組編集計

画（案）」の諮問にあたって、説明があり、審議の結果、番組審議会として原案を可

とする旨、答申することを決定した。 

続いて、放送番組一般について活発に意見交換を行った。 

最後に、業務報告および３月の番組編成、放送番組モニター報告、視聴者意向につい

て説明が行われ、会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

委 員 長     奥野 信宏 （中京大学総合政策学部教授） 

副委員長 木宮 健二 （学校法人常葉学園理事長） 

委 員     秋元 祥治 （特定非営利活動法人 

Ｇ－ｎｅｔ代表理事） 

伊藤 一美 （特定非営利活動法人 

/子ども＆まちネット理事長） 

井上 庄吾 （愛知県農業協同組合中央会常務理事） 

大林 重治 （のと共栄信用金庫理事長） 

奥村 隆司 （（株）べにや旅館代表取締役社長） 

陶  智子 （近世文化研究家） 

杉浦 宇子 （弁護士） 

村本 淳子 （公立大学法人三重県立看護大学 

理事長・学長） 

 

（主な発言） 

 

＜「平成２４年度国内放送番組編集の基本計画」および「編成計画」について＞ 

 

○  全体的にすばらしい内容だ。特に、重点事項１に「迅速で正確な報道」と書かれ

ているが、東日本大震災の際には、その力を発揮していた。 

 



 2

○  現在の日本の沈滞ムードの要因としてはさまざまなものがあるが、人口減少およ

び、政治におけるリーダーシップの欠如や国民の政治についての無関心さが大きい

ものと考える。その原因を探り、あるべき姿およびそれに到達するためにとるべき

対策を視聴者が考えられる番組の制作をお願いしたい。また、「大河ドラマ」に加

え、「大地の子」や平成２３年まで放送された「スペシャルドラマ 坂の上の雲」

のような骨太のドラマを増やしてほしい。 

 

○  若者向け番組について、さまざまな工夫をしているようだが、最近は、若い人だ

けでなく、「伝える力」が弱くなってきているように思う。富山放送局の中條誠子

アナウンサーが読むニュースは大変わかりやすく、伝わり方が全く違う。若者が好

む番組を制作するのもいいが、「きょうの料理ビギナーズ」のような短時間で「伝

える力」を養うような番組があればいいと思う。 

 

○  「恋するキムチ」は大変いい番組だった。重点事項６に「地域放送の充実」と書 

かれており、地域発の番組にこれまで以上に力を入れてくれることを期待している。 

また、廃止する番組について、どういった理由や考えで廃止を決めたのか、機会

があれば教えてほしい。 

 

○  重点事項６の４行目に「全国の放送局間で取材した映像を自由に交換するシステ

ムの検討」とあるが、最近、官僚の中にも、東京生まれ東京育ちの人が増えており、

地域のことを知らない人もいるので、ぜひ、地域の文化を積極的に発信してほしい。 

 

○  番組タイトルを大変工夫しているようだが、たとえば「ドラクロワ」なども番組

名を聞いただけでは、どういった番組かわかりづらい。新年度の番組の中にも、タ

イトルを見ても番組の内容がわからないものがある。「バリバラ」をはじめ、障害

がある人や在日外国人など、さまざまな人に向けた番組が用意されており評価する。

ただ、知的障害や学習障害がある人にとっては、話すスピードや映像の色使いなど

にいっそうの工夫が必要なものもあるように思う。また、年齢に応じたテーマ設定

や演出などぜひＥテレの障害者向け番組で工夫してほしい。 

○  虐待を受けていたり、親の養護を受けられない人、また、震災の影響もあり、社

会的擁護が必要な人も増えているので、Ｅテレの子どもの福祉に関する番組におい

て、どこに相談したらいいかなどもわかるような番組を制作してほしい。 

 

○  Ｅテレの「リトル・チャロ」のファンで、第３シリーズを楽しみにしている。

「東北編」とは、どういう内容なのだろうか。また、ラジオ第２の放送も移動中に



 3

聞いていたので、なくなるのは残念だ。 

 

（ＮＨＫ側） 

         「リトル・チャロ～東北編」は、東北を舞台とした新作で、 

 第３シリーズの位置づけである。 

 

 

＜「平成２４年度中部地方向け地域放送番組編集計画（案）」について＞ 

 

○  「ゆきねえの名古屋なごやか喫茶」では、ローカルな地名やその地域ではやって

いる話題が出るので、地域向けの放送だと思っていた。こういった番組が全国へ向

けて放送されていることを知り、大変おもしろいと思った。 

 

○  編集計画の着実な実行をお願いする。さらに、次のような取り組みをしてほしい。

産業の空洞化が進む中、愛知県は今後とも日本およびアジアにおける物づくりの中

心地域であるべきと考える。次世代自動車、航空機、医療機材、次世代住宅が中心

となるが、中小企業の取り組みを含め、当地の企業の技術を紹介するなど、物づく

り産業の後押しとなるような番組を積極的に放送してほしい。 

 

○  子育て世代にとって、一番関心があるのは、食の安全に関することだと思う。原

発事故によって、不安に感じている人が多いと思うので、農作物や魚などに関する

正確な情報がほしい。また、ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）についても、

難しい経済問題という印象になっており、自分たちの生活にどのような影響がある

のかなどよくわからない状態だ。良い点、悪い点の両面について、自分たちにも判

断できるようにわかりやすく、かつ正確な情報を伝えてほしい。 

 

○  金沢局では、これまでも地域の情報を積極的に発信しており、評価しているが、

さらなるブラッシュアップが図られるようで、期待している。 

 

○  北陸新幹線（長野～金沢）の開業に関連した地域の情報を掘り下げるとあるが、

東海北陸自動車道と能越自動車道が完全につながる計画もあると聞いている。ぜひ、

さまざまな形で地域を応援することを考えてもらえるとありがたい。 

 

○  ひとくくりに北陸新幹線の開業と言っても、地域によって、とらえ方がかなり異

なると思うので、良い面と悪い面の両方をまとめて報道してほしい。また、北陸新
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幹線の開業による在来線への影響などを含め、詳しい内容を知らせる番組を放送し

てほしい。 

 

○  北陸新幹線については、在来線の特急電車への影響なども含め、さまざまな角度

から取材、検証し、問題意識を喚起するような報道をお願いしたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

          北陸新幹線に関しては、多角的に報道していきたい。 

 

○  静岡局では、平成２２年度に、開局８０周年にあわせて「静岡ゆかりの○○」と

いうシリーズを放送したが、大変よい企画だった。自分の住む地域に関心がなく、

地理や文化、歴史、産業などを知らない人が増えてきていると思うので、これから

もさまざまな形で情報を発信してほしい。 

 

○  福井局の編集計画に、４０代女性が平日午後６時台の在宅率が高いと書かれてい

るが、福井県は共働きが多いと聞いている。本当に在宅率が高いのか、疑問を持っ

た。 

 

（ＮＨＫ側） 

          確かに福井県は共働きが多いので、他の県に比べれば多少、 

 在宅率は低いかもしれないが、ＮＨＫでは４０代女性を重要な 

 ターゲットととらえており、福井局としても、この層へ向けた 

 放送に力を入れたいと考えている。 

 

○  富山局の編集計画に「イタイイタイ病資料館」の完成について触れられているが、

「イタイイタイ病」を知らない人も増えてきている。二度と起こらないように富山

から警鐘を鳴らすことが重要だと思う。地域に軸足を置いた問題意識を持って番組

を制作し、積極的に全国に発信してほしい。また、近隣の県の情報にも興味がある

ので、互いに知られるような仕組みができればいいと思う。 

 

○  平素から、地域に密着した番組が放送されており評価している。番組制作を通じ

た交流がきっかけで、仕事の立場を離れ個人で、地域の町おこしのイベントなどに

ボランティアとして参加しているＮＨＫの職員がいると聞いた。そういった意味で

もまさに地域に根ざした放送局になっていると思う。これからも期待している。 
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○  津局の編集計画については、充実した内容が凝縮しており、大変よくできている。

三重県を全国に知ってもらうきっかけになる番組も多くあり、大変期待している。 

 

○  諮問された「平成２４年度中部地方向け地域放送番組編集計画（案）」について

は、委員から出された意見の趣旨が具体的な番組編成のうえで生かされることを前

提に、番組審議会として原案を可とする答申をしたい。 

 

○  異議なし。 

 

（ＮＨＫ側） 

         答申を受け、このあと具体的な地域放送番組編計画について 

 決定し、３月の審議会で編成計画についてご説明したい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  「クローズアップ現代」で全国的な話題を取り扱う一方で、「ナビゲーション」

は地域の話題や課題を扱っており、毎回新しい発見があり、掘り下げた取材などを

評価している。しかし、１月２０日(金)のナビゲーション「被災地“丸ごと”支援

します～名古屋市 長期派遣の記録～」には、腑（ふ）に落ちない点があった。大

都市では地域住民の声を直接聞く機会が少ないが、被災地では住民の声を直接聞け

ることによって、派遣された名古屋市の職員の質が向上するなど、行政が行政を支

援する長所ばかりが紹介されていた。しかし、厳しい財政状況で、職員数が毎年減

らされている中、多くの職員を派遣することによって、残された職員はどのように

その穴を埋めているのか、また、間接的に被災地の行政の人件費を負担しているこ

とについて、名古屋市民はどのように感じているのかなど、もう少し複眼的な見方

が必要だったのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

          岩手県陸前高田市への名古屋市職員の派遣は、昨年５月頃か 

         ら継続的に取材しており、全国放送でも紹介した。また、名古 

  屋市が陸前高田市の子どもたちを招待したことも取材するなど、 

  これまではどちらかというと被災地へのサポートを前面に出し 

てきた。今後は、名古屋市民へのサービスに影響が出ていない 
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かなどご指摘いただいた視点についても取材を進めていきたい。 

 

○  １月２０日(金)の金とく「不入山（ふにゅうざん）～ヒノキの森 知られざる物

語～」を見た。この山は、名古屋城や伊勢神宮などに使われるヒノキが群生する山

で、江戸時代から立ち入りが禁止され、木を盗んだ者は、打ち首などで処刑された

という話は聞いたことがあった。今回初めて、その映像を見て、非常に興味深かっ

た。 

 

○  １月２０日(金)の静岡流｢再起へのリハビリ ～どう支える“がんサバイバー”

～｣は、県立静岡がんセンターの取り組みを紹介していたが、がん治療について、

リハビリの必要性、重要性が高まっていることを知らせる大変意義深い番組だった。

リハビリについては、脳卒中や骨折などがまだまだ中心で、がん治療のリハビリ施

設が十分に整っていないのが現実だ。静岡県にこういったがん専門のリハビリ施設

ができた背景などについて、もう少し触れていればなおよかった。 

 

○  １月２８日(土)の「港町相撲ボーイズ－富山発スペシャルドラマ－」（ＢＳﾌﾟﾚﾐ

ｱﾑ 後 4:30～5:43）は、主演の林隆三さんの演技力がすばらしかった。相撲を軸に

した話のおもしろさや温かい地域のつながりと林さんの演技がマッチし、とても気

持ちよく見ることができた。蕨野友也さん演じる青年とのやりとりをはじめ、その

他の出演者もコミカルさを出しながら、安定感のある演技だった。地元に密着して

生きている父親と、親や地元との絆を断っている息子との対比に、被災地から流れ

てきた青年との出会いが加わり、それぞれの故郷への思いなども描かれていて、感

動を与えられた。 

 

○  「ほっとイブニングぎふ」には、地域の知られざる偉人を紹介する「ふるさと人

物伝」というコーナーがあり、１月３１日(火)は、画家の土屋輝雄さんを紹介して

いた。こういう人がこの町にいて、こういう取り組みをしていたのだと初めて知る

ことができ、このコーナーを興味深く見ている。月に１回ではなく、もう少し増や

してはどうか。また、基本的に亡くなった人を取り上げているが、現在、活躍して

いる人を織り交ぜてもいいのではないかと思う。ホームページには、番組内容が掲

載されているが、いい教材になると思うので、出版化して学校などに配付してもい

いと思う。 

 

○  ２月１０日(金)の金とく「冬の日本海 すし三昧の旅」では、日本有数の激戦地

である石川県のすし屋を取材しており、改めて人気の秘けつを知ることができた。

値段が安いだけでなく、メニューの豊富さ、ネタの新鮮さ、職人の技術、こだわっ
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た接客方法など、非常に学ぶ点が多かった。芸術とも言えるすしを握る技術はもち

ろんだが、器へのこだわりは、忘れてはいけない日本人としての美意識であり、大

切な伝統だと思う。魚や器との出会い、人との出会い、そして食べる人が職人を育

てるといった言葉には大変重みがあった。何でもスピーディーに進む便利な世の中

になったからこそ、心と心が通いあうコミュニケーションの大切さを教えてもらっ

たような気がした。ただ、出演者が２人とも控えめなタイプで、コメントや反応が

やや少なかったように思った。過剰な表現はいらないが、見ている側に伝わってく

るような表現がもう少しできる人がよかったのではないか。 

 

○  金とく「冬の日本海 すし三昧の旅」では、すし王国といわれる石川県には、 

すしに使う酢が１００種類もあり、それぞれのすし屋で工夫していることなどが紹

介されており、非常に興味深く、食べに行きたいと思いながら見た。 

 

○  ２月１１日(土)のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「“魚の町”は守れるか～あ

る信用金庫の２００日～」では、宮城県の気仙沼信用金庫が、地元産業の復興に向

けて奔走する様子を半年間にわたって密着取材しており、興味深く見た。震災前に

メイン銀行から融資を受けているので、会社再建のために必要な資金は二重ローン

となるが、その融資に際し、メイン銀行や日本政策金融公庫、信用保証協会との関

係が浮き彫りになっていた。メイン銀行である地域の金融機関は、本当に地域振興

になっているのかなどつくづく考えさせられ、こうしたことを多くの視聴者にわか

ってもらえる、大変にいい番組だったと思う。 

 

○  ＮＨＫスペシャル 東日本大震災「“魚の町”は守れるか～ある信用金庫の２０

０日～」を見た。地元産業の復興支援に向けて、規模が小さい信用金庫が奔走する

姿はよくやっているなと感心した。融資担当の理事が、信用金庫の存在は、地域の

復興にあるのだと明言しており、まさに金融業界のかがみではないかと思ったが、

見方によっては、信用金庫のＰＲと誤解されないかがやや気になった。また、最後

に気仙沼信用金庫に１５０億円の公的資金が入ることになったと触れていたが、実

際には気仙沼信用金庫を含む４つの信用金庫に６３０億円の公的資金が入っており、

そのことも含めた説明があれば、１５０億円という額が持つ意味がより正確に伝わ

ったのではないか。また、金融庁が進めている地域密着型の金融施策などにも触れ

ているとよかったと思う。 

 

○  ＮＨＫスペシャル 東日本大震災「“魚の町”は守れるか～ある信用金庫の２０

０日～」を見た。金融庁も最近はさまざまな実態を理解しており、ソーシャルビジ

ネスなどへの資金供給に力を入れている。また、東北ではＮＰＯバンクも動き出し
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ているが、なかなか育っていない現状がある。本当はメガバンクがそうした役割を

担えばいいのだが、なかなか動かない。そういう中で、信用金庫や労働金庫が資金

供給に関心を持ってくれているのはありがたいことだ。 

 

○  これまでの「ＮＨＫスペシャル」や「ＥＴＶ特集」は、放射性物質による海の汚

染について、独自に調査を行い、データを蓄積し、推測する段階のものだったが、

１月２１日(土)のサイエンスＺＥＲＯ「海と湖に広がる放射性物質 その実態を探

る」は、これまでのデータを分析し、ホットスポットが起きるメカニズムを実験に

よって解明していた。東京湾でなぜホットスポットが起きるのかについて、映像を

活用し、図解も交えながら、大変わかりやすく放送していた。海の汚染について、

継続的、段階的に番組を編成していることを評価している。湖の現状も取材してい

たが、今後も湖の実態も掘り下げていってほしい。こういった警鐘番組を放送する

ことによって、国の汚染対策が早まるように期待している。 

 

○  １月２２日(日)と２９日(日)のＮＨＫスペシャル「ヒューマン なぜ人間になれ

たのか」第１集と第２集は非常にわかりやすく、楽しく見た。「なぜ人間になれた

のか」というタイトルが示すとおり、人間はほかの動物とは異なり、仲間同士の絆

や、仲間を大切に思う心などがあるが故に人間らしさを確立していったという内容

は、非常に奥深いと思った。しかし、さまざまな情報を示しながらその結論付けが、

わりと早い展開になっていて、なぜそういう流れになったのか、なぜ発展したのか

を、もう少し詳しく見たかった。再度見直してようやくわかった点もある。また、

「なぜ人間になれたのか」を４回に区切るのは難しいのではないか。１回１回は理

解できても、それぞれの回の内容がつながっているわけではないので、何度か見直

し、かみ砕いて先に進まないと、深い理解を得られないまま番組が進んでしまう感

じだった。 

 

○  ２月５日(日)のＮＨＫスペシャル「天空の棚田に生きる～秘境 雲南～」でのハ

ニ族の生活は、まさにエコそのものであった。機械を使わず、人の手だけで棚田を

作っていくのは大変だと思うが、人と家畜と棚田は助け合って生きているという考

え方で、自然と共生しながら生きている姿は、芸術だと思った。棚田の中で食用と

してコイを育てるなど、さまざまな工夫をしているのだが、人間が生きることと食

べること、そして、その環境がマッチしており、棚田の美しい映像にも感動した。

「毎年同じことを繰り返すことに意味がある」とハニ族の人が言っていたが、まさ

にこういうことが生きることなんだと実感した。 
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○  ２月１２日(日)のＮＨＫスペシャル「ここまで来た！うつ病治療」では、アメリ

カの磁気刺激治療などを紹介していたが、世界的に早い速度で開発が進んでいる中、

日本では許可されない現状がある。日本人に適した治療法がないのかなど、医療の

仕組みの難しさを実感した。日本で始まった新たな検査方法の例もあったが、もう

少し日本のうつ病治療の実態を掘り下げてほしかった。 

 

○  １月２１日(土)の「平清盛 ゆかりの地を行く」（総合 (22 日)前 2:45～3:45）

は、優しい音楽と映像が流れる番組で、ゆったりとした気持ちで見られた。映像に

あわせて、説明の文章が流れるが、文章が出るタイミングとあっていない場面が少

しあった。また、「平家の赤旗」が保存されている寺で住職が説明している映像が

あったが、旗を見せるだけでよかったのではないか。海に日が落ちていく映像や平

安時代から営々と続いている舞楽、「管弦の遊び祭」など歴史ある神事などが順次

紹介され、終わり方もとてもよく、すばらしい番組だった。まだ紹介されていない

ゆかりの地もあると思うので、もう少し見やすい時間帯に続編を放送してほしい。 

 

○  新年度の番組にもタイトルが長いものがあるが、２月８日(水)の歴史秘話ヒスト

リア「大奥シンデレラ・ストーリー～将軍の母・桂昌院 元祖“玉の輿”物語～」

は、特に長いと思った。また、歴史を扱う番組なのに、根拠となるのかどうか不明

な文献を簡単に見せるだけで、きちんと検証していない印象だった。２月９日(木)

の美の壺「金沢の着物 加賀友禅」でも、「葉の虫食い」の写実性が加賀友禅独特

の技法だと言っていたが、加賀に限らず作られていたものであり、近世の友禅に見

られる柄が加賀友禅の中にも継承されたという説明をすべきだったと思う。２月８

日(水)のためしてガッテン「甘！１秒で糖度急上昇 イチゴびっくり裏技集」では、

イチゴは先の方が甘いという、誰でも気づくようなあたりまえのことを扱っていた。

いずれの番組も不確かな情報で番組を制作しているように思え、伝えたいことがは

っきりしていない番組は結果として、視聴者に伝わらず、興味を持てないものにな

ってしまう。最近の番組は、どのようにしたら見てもらえるのかという点が先に立

ち、何を伝えるのかがないがしろになっているのではないかと思う。伝えることが

明確になっている番組は、奇をてらった題名を付けなくても、見てもらえる。そう

いう意味で、２月５日(日)のＮＨＫアーカイブス「生涯青春“カーネーション”小

篠綾子の人生」では、小篠綾子さんがどういう人物だったのかがわかり、なおかつ

連続テレビ小説「カーネーション」で描かれている人物像と対比して見ることがで

きて、まさにきちんと伝えることができる番組だと実感した。視聴者に伝わる番組

を作ってほしいと切に願う。 
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○  ２月２日(木)のブラタモリ「東京タワー 芝」では、東京タワーの内部の見学や

愛宕山近辺を散策していたが、高低がある地形の説明やなぜそのようになったのか、

歴史などが模型などによってわかりやすく解説されており、とても興味深かった。 

 

○  ２月１６日(木)のクローズアップ現代「止まらない弾圧～緊迫シリア・広がる危

機～」では、イスラエルにとって、シリアのアサド政権は行動様式が極めてわかり

やすい信頼できる敵だという話があり、2000 年も戦っていると敵味方の意味も単

純ではなくなるのだとわかった。 

 

○  １月３０日(月)、３１日(火)のハートをつなごう「性暴力被害・第３弾 家族か

らの被害・性虐待」は、大変壮絶な体験談が紹介されていた。こういった虐待は、

心の傷を深く負うものだと広く知ってもらう重要性を感じた。苦しんでいる人たち

に向け、児童相談所などの相談窓口の情報があればなおよかったと思う。 

 

○  ２月９日(木)のあしたをつかめ～平成若者仕事図鑑「オーダーメードの“くすり

箱”をつくります～配置薬販売員～」を見た。経済学部卒の若者が配置薬の販売を

しているのだが、薬の知識がなくても、こういった専門の企業で仕事に就いている

のに驚いた。また、最近の若者はコミュニケーションが下手だと言われているが、

この主人公が、お年寄りの話を丹念に聞き、必要とされている薬を検討し、薬箱の

中のラインナップを提案していく姿は大変興味深かった。職場の平均年齢が２６歳

と聞き、非常に厳しい職場のために長続きしないのだろうかと気になった。以前の

ＮＨＫではあり得ないと思ったが、この番組では商品名がわかる薬の箱をそのまま

放送していて、むしろそれが自然でよかった。 

 

○  １月２０日(金)の新日本風土記「奥能登」では、金沢局の編集計画に書かれてい

る「世界農業遺産」についても触れていた。春夏秋冬それぞれの季節の奥能登の自

然や暮らしぶりなどをたっぷり見ることができ、大変いい番組だった。ＮＨＫスペ

シャル「天空の棚田に生きる～秘境 雲南～」に出てくる棚田に比べれば、輪島に

ある千枚田という棚田は、比較にならないほど非常に小さいものだが、江戸時代か

ら開墾し棚田を守ってきた農家の暮らしや、「あばれ祭」という荒々しい祭り、国

の無形文化財になっている伝統行事“あえのこと”など能登古来の文化や風習など

を知ることができ、大変関心を持って見た。 

 

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

番組審議会事務局 
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平成２４年１月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、２０日(金)、ＮＨＫ名古屋放送局において、

１２人の委員が出席して開かれた。 

会議では、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、２月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委員長    奥野 信宏 （中京大学総合政策学部教授） 

副委員長   木宮 健二 （学校法人常葉学園理事長） 

委員     秋元 祥治 （特定非営利活動法人 Ｇ－ｎｅｔ代表理事） 

伊藤 一美 （特定非営利活動法人 子ども＆まちネット理事長） 

井上 庄吾  （愛知県農業協同組合中央会常務理事） 

大林 重治 （のと共栄信用金庫理事長） 

奥村 隆司 （（株）べにや旅館代表取締役社長） 

金森 昭夫 （中日新聞社取締役管理局長） 

陶  智子 （近世文化研究家） 

杉浦 宇子 （弁護士） 

立花 貞司 （トヨタホーム（株）取締役会長） 

村本 淳子 （公立大学法人三重県立看護大学理事長・学長） 

 

 

（主な発言） 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ １月１３日(金)の金とく「ようこそ、着物ワンダーランドへ」では、伊勢木綿や郡

上藍染、加賀友禅の製作工程を紹介していた。だんだんと伝統工芸を受け継ぐ人が減

ってきているのだが、昔の職人が作った物は、とても肌触りがよく、温もりを感じる

と話しており、こういった伝統工芸は残していかなければならないと感じた。１０月

２６日(水)に放送されたにっぽん紀行「金沢 芸妓ふたり」がＮＨＫワールドＴＶで

海外の 130 か国に放送されるという記事を見たのだが、今晩もＢＳプレミアムで新日

本風土記「奥能登」が放送される。このように地域の文化を紹介する番組が国内・海

外で放送されることは大変うれしいことだ。 
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○ １２月１０日(土)の土曜ドラマスペシャル「真珠湾からの帰還～軍神と捕虜第一号

～」（総合 後 9:00～10:30）は、生きることの意義を考えさせられる力作であった。

戦争や軍隊のことを歴史書でしか知らない者にとっては、酒巻和男少尉の捕虜になっ

た苦しみは想像もつかないことだ。１０人の中で１人だけが生き残り、死んだ９人の

同僚は「軍神」としてあがめられている一方、日本では存在すら抹消され、米国の収

容所で苦しみに耐える日々の辛さは筆舌に尽しがたいことだと思う。岩佐直治大尉の

「命の使い方を間違ってはいけない」という教えを忠実に守り、生き残ったにもかか

わらず、帰国後も、世の中あるいは同僚のために何も役立つことがない、命の使い方

が分からないと苦悩し、岩宮緑を訪ね「命の使い方が見つからなければ、見つかるま

で生きればいい」と悟され、その言葉に一条の光を見出す。主人公・酒巻少尉役の青

木崇高さんの演技が素晴らしかった。平和な時代に生きる我々にとって、命の大切さ、

生きる責任、義務を考えさせられる番組だ。酒巻さんは、後に現在のトヨタ自動車に

入社し、同社が海外に初めて設立したブラジルの現地法人の社長となり、業績の立て

直しに必死の努力をされていたと記憶しているが、これほどの苦難の道を歩まれたと

は知らなかった。当時の関係者から話を聞いて勉強したいと思う。 

 

○ １２月１６日(金)の富山発スペシャルドラマ「港町相撲ボーイズ」（総合 後 7:30～

8:43 中部ﾌﾞﾛｯｸ）は、華やかさには欠けるが、人とのつながりや、田舎のよさをしみ

じみと感じさせる番組だった。また、ドラマのＰＲを含んだ関連番組も見たが、特に

１２月９日(金)の「放送直前！コレが『港町相撲ボーイズ』だ」（総合 後 7:32～7:57 

富山県域）はとてもおもしろく、俳優と街の人が深く関わりながらドラマを作ってい

ることがよくわかった。町民が作った相撲部屋がたくさんあり、このように年配の男

性が楽しそうに相撲していることを知らなかった。自分が住んでいる地域について知

るという意味でも、とてもいい番組だった。こういった地域発のドラマをもっと作っ

ていってほしい。 

 

○ １２月２５日(日)の放送で、「スペシャルドラマ 坂の上の雲」がついに大団円を迎

え、大変感慨深く見た。今年の第３部は戦闘シーンが多く、第１部、第２部に比べる

と、人間ドラマの部分が若干欠けたという印象だったが、旅順や二〇三高地の戦い、

最終回の日本海海戦は、今までのテレビドラマの常識を打ち破るような大迫力の戦闘

シーンで、悲惨な戦闘場面もあったが、大変興味深く、本当に見入った。ただ、最後

のほうは、乃木希典が「何一つ変わりはせん」という意味深長な言葉を残した場面や、

秋山好古の臨終のシーンなどを断片的につなぎ合わせた形になっており、少し散漫な

印象だった。原作者の司馬遼太郎さんは、日本が戦争に勝ってよかったという誤解を

与えてしまうので、「坂の上の雲」の映像化には抵抗があったと聞いたことがあるが、
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司馬さんは、戦争には勝ったものの、その後にどういう課題が残ったのか、昭和の時

代にどういう問題点を持ち越したのかなどということを言いたかったのではないか。

このドラマの最後の終わり方だけを取り上げると、そういう原作者の意図が伝わらな

かったのではないかと少し残念だった。しかし、３年間にわたる大長編のドラマは、

大変よくできていたと思う。 

 

○ 大河ドラマ「平清盛」は、画面が汚いと話題になっていたが、決して画面が汚いと

は思わず、貴族社会との対比で、力強さや荒々しさを表すための演出表現ではないか

と思って見た。批判に対する制作スタッフの見解も読んだが、これから主人公のステ

ージが変わっていく中で映像表現がどのように変化するのかもとても楽しみだ。 

 

○ １月１１日(水)の歴史秘話ヒストリア「異色の革命児 平安を動かす～日本を変え

たヒーロー平清盛～」を見た。平清盛は、これまで「平家物語」などの影響から悪人

とされてきた。しかし、中級貴族層に生まれ、海外貿易を展開し、貴族社会を変えて

いき、その後没落するまでを紹介していた。史実を後世に伝えるのは非常に難しいこ

とではあるが、大河ドラマ「平清盛」では、平清盛は白河法皇の子であったという話

で展開しており、同じ時期の放送番組で別の説が出るというのはいかがなものかと感

じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

平清盛の出自など史実の取扱いについてだが、ドラマの基本は、 

史料などできっちりと史実であると言われているところは踏みは 

ずさない。ただし、諸説ある場合やあいまいなことについては、 

ドラマを豊かなものにしていくために、作家や制作者の想像力や 

演出において制作することがある。平清盛の出自については諸説 

あると聞いており、「平清盛」では原作や脚本家が採った説を基 

にドラマを作っている。しかし、「歴史秘話ヒストリア」は史実 

を伝える番組なので、正統的な説を紹介したのだろう。 

 

○ 原発に関するシリーズは、大変よい番組が続いている。１２月１８日(日)のＮＨＫ

スペシャル シリーズ原発危機「メルトダウン～福島第一原発 あのとき何が～」（総

合 後 9:15～10:04）も、大変な労作だった。東京電力福島第一原発で事故が起こった

日に、中央制御室の中で何が起こっていたのかについて、証言などを基に、スタジオ

に中央制御室を作り、それぞれの職員の立ち居振る舞いまでも再現していた。事実を

きちんと追っており検証番組として力作だった。イソコン（非常用復水器）の扱いに
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ついて、職員が構造を理解していなかったことが、事故を拡大化する一因になったこ

となど問題点を指摘していた。構造を理解し行動していれば、メルトダウンが７時間

ないし８時間遅らせることができたはずだという指摘には、なるほどと納得した。こ

の調査報道の功績は大変大きく、ＮＨＫのスクープだったのではないかと思った。放

送当日に事故調査検証委員会の結論を新聞でも報じていたが、番組制作の時点ではわ

かっていなかったからである。また、関係者が実名でインタビューに応じ、100 人ぐ

らいの証言を集めて制作していた点でも、ＮＨＫの取材力を感じた。 

 

○ ＮＨＫスペシャル シリーズ原発危機「メルトダウン～福島第一原発 あのとき何

が～」は、東京電力福島第一原子力発電所の爆発事故の起こった日の再現部分が大変

よかった。また、津波がどのように押し寄せ、全電源喪失に至ったのかがよくわかっ

た。１２月２７日(火)のＮＨＫスペシャル「原発事故 謎は解明されたのか」（総合 後

10:00～10:49）は、政府の事故調査・検証委員会が１２月２６日(月)に発表した中間

報告の内容の検証的な位置づけの番組だったが、その中でもイソコン（非常用復水器）

の問題が取り上げられていた。今回の事故は適切な判断と行動によって被害を最小に

することができたにもかかわらず、その当たり前のことができなかったのが問題だっ

た。海の汚染については、１１月２７日(日)のＥＴＶ特集「ネットワークでつくる放

射能汚染地図４ 海のホットスポットを追う」に続き、ＮＨＫスペシャル シリーズ 

原発危機「知られざる放射能汚染～海からの緊急報告～」と順番に報道していてすば

らしいと思う。震災に関する報道はもういいではないかという意見もあるようだが、

原発の安全性確保の動きなどを検証し、どこに問題があるのかを国民に知らせていく

のがＮＨＫの使命だと思うので、継続的に取り上げ、報道してほしい。 

 

○ ＮＨＫスペシャル シリーズ原発危機「メルトダウン～福島第一原発 あのとき何

が～」では、インタビューに答えている関係者があまりにも淡々と冷静に話しており、

ひと事のように見えて少し腹立たしかった。現場にいた人たちにはどういう自覚があ

ったのかなどについても考えさせられた。 

 

○ １月７日(土)のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「“震災失業”１２万人の危機」（総

合 後 7:30～8:43）では、失業の問題を取り上げており、大変興味深く見た。失業に

よって絶望感を持っている人が多いという点だけでなく、仕事はあっても、ただ働け

ればいいというものではなく、どういう職種で働くか、生きがい、働きがいと一致す

るかということが大事だといった点にも触れられており、印象的な番組だった。 

 

○ １月１５日(日)のＮＨＫスペシャル シリーズ 原発危機「知られざる放射能汚染
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～海からの緊急報告～」は、海の中の放射能汚染の実態について調査報道しており、

よくここまで調べたと感心した。昨年３月の原子力安全・保安院の会見では放射性物

質は拡散して魚への影響は薄まるとしていたが、今回の調査によって、まったく異な

っていることが明確になっていた。沿岸流によって広がり、泥などに沈殿してホット

スポットができていることや、プランクトンを通じて起こる湖の汚染の実態などを浮

き彫りにしており、特に東京湾の河口付近で検出量が高かったのにはショックを受け

た。本来、こういった調査は国がきちんと行い、国民に知らせる義務があると思う。

魚の回遊や食物連鎖などで汚染が全国各地に拡散していないかについて触れていなか

ったのが、少し残念だったが、大変すばらしい番組だった。 

 

○ ＮＨＫスペシャル シリーズ 原発危機「知られざる放射能汚染～海からの緊急報

告～」も見たが、こちらの調査報道も、非常によかった。現在、陸上での放射能汚染

の状況調査は進んでいるが、海などの水中についてはほとんど手つかずだと思う。今

回、ＮＨＫが研究者と調査をし、汚染状況を明らかにしたことで、実態がよくわかっ

た。どうなっていくか予測できない海水など水の放射能汚染について、引き続き取材

し、しっかりと汚染状況を報道してほしい。 

 

○ ＮＨＫスペシャル シリーズ 原発危機「知られざる放射能汚染～海からの緊急報

告～」は、印象深い番組だった。海の汚染状況についてあまり伝わってこない中、よ

くここまで調査して放送してくれたと感心した。日本国内にある原子力発電所はすべ

て海岸沿いにあるので、海の放射能汚染の問題には緊急性があり、それにもかかわら

ず手つかずであったのは遺憾だ。また、昨年３月の原子力安全・保安院の会見で海洋

汚染は問題ないという発言は、国民からの反発を和らげ、意識を拡散させるための言

葉だったのではないか、原子力安全・保安院は、本当に国民の安全を考えているのだ

ろうかと非常に不満に思った。陸上での除染は、簡単に言うとどこかへ吹き飛ばして

いるわけで、放射性物質は、結局、川や海に流れていくので、あくまで対症療法にす

ぎないのではないかと感じていたところ、その点についても、番組では明確に示して

いた。ただ、原子力発電所が爆発して総量で１０京ベクレルの放射性物質が出ている

と言っていたが、その量によって、どの程度の影響があり、何が起こるのかがわから

なかった。日本は海に囲まれた国でもあるので、海洋汚染については、もっと真剣に

考えなければならない問題だと思う。政治に任せていてはなかなか進まないので、な

おさら報道機関には、国民に伝えていく大きな使命があると思った。 

 

○ １２月２８日(水)の追跡！真相ファイル「低線量被ばく 揺らぐ国際基準」（総合 後

10:15～11:23）は、低線量被ばくの問題と国際基準について取り上げており、興味深
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く見た。チェルノブイリ事故から２５年たったスウェーデンのがんの発生率など非常

にショッキングなデータが紹介されていた。アメリカの脳腫瘍の１８歳の女性の「科

学者には私は単なる統計の数値ではないと知ってほしい。同じ苦しみを誰にも味わっ

てほしくない」という言葉が印象的だった。ＩＣＲＰ（国際放射線防護委員会）が世

界各国の原発関連の機関からの寄付によって運営され、リスクに関する基準数は、原

発で労働しやすくするために設けられたものであったということなどとても恐い内容

で、世界の人がきちんと知らなくてはいけないと思った。海の汚染など高濃度の放射

能汚染が全国的にも広がっている可能性があるので、魚や農産物を食べて生活してい

る自分たちや子どもたちが将来どうなるのか、非常に不安になった。日本でも低線量

被ばくなどによる影響が将来的に問題になってくると思う。低線量被ばくが避けられ

なくなり問題が噴出した時に、バタバタするのではなく、何か手立てがないかなどに

ついて、さらに取材を続けて検証してほしい。 

 

○ 追跡！真相ファイル「低線量被ばく 揺らぐ国際基準」は、短い時間だが、よくま

とめられている番組だった。実際には、ＩＣＲＰ（国際放射線防護委員会）の基準の

倍のリスクがあるという報道は、大変ショッキングだった。ただ、このリスクが一時

的な被ばくによるものなのか、継続的な被ばくによるものなのか、また、これからど

のように立ち向かっていけばいいのかが、よくわからなかった。ＩＣＲＰ自体、調査

研究ができるだけの予算を持っておらず、単なる委員会にすぎないことにも触れられ

ており、そうした組織が定める基準の信頼性が大変気になった。新聞では、毎日各地

の放射線量が掲載されているが、数値の低い地域でも、５０年後を試算すれば、福島

市では 500 ミリシーベルトになり、がんによる死亡率が高くなる。福島県民にとって

は、相当なショッキングな番組だったと思う。死因の特定はなかなか困難だと思うが、

今後、さらに低線量被ばくについて番組を作ってほしい。 

 

○ １月１６日(月)のクローズアップ現代「子どもが語る大震災（１）高校生が伝える

福島」は、テーマが大変すばらしいと思った。福島県立原町高校は福島第一原発から

３０キロ圏内の南相馬市にあるため、５月に２か所の「サテライト校」に分かれるこ

とになり、新しい学校生活が始まった。震災以降の様子を放送部員がたんたんと記録

しているのだが、彼らが何を言いたいのかわからなかったので、番組サイトを見た。

そこに、高校生が制作した８分間の動画があり、それを見てようやくわかった。番組

ではインタビューやコメントを加えてしまっていたので、彼らが伝えたかったことが

漠然としてしまっていたようだ。動画の中で高校生は「原発はなくなればいい」と言

っているが、番組の中ではその部分は削除されていた。東京電力で働く人などへの影

響を考えて、あえてあいまいにしたのかもしれないが、このテーマであれば、高校生
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が制作した動画をきちんと全部放送するのが、彼らに対する最低限のマナーだったの

ではないかと思う。「子ども」とは、何歳から何歳までをさすのか、特に高校生は「子

ども」というカテゴリーにしていいのかと思った。児童福祉法では１８歳までが児童

なので、法的には「子ども」なのだろうが、高校生を「一市民」として認める形の何

か別の表記があればいいとも考えた。 

 

○ 平成２３年のまとめとして、年末に各放送局が東日本大震災関連の特集を多く組ん

でいたが、年が明けると例年のような、バラエティー番組中心に変わっていた。しか

し、ＮＨＫのみは大震災は重要な問題だと捉えて、年が明けても継続的に放送してお

り、公共放送としての使命を果たしていると高く評価をしている。 

 

○ １月２日(月)の「三宅一生 東北へ 伝統を未来につなぐ旅」（総合 前 8:50～9:43）

は、８９歳の和紙職人の遠藤まし子さんをはじめ、さまざまな東北の人と三宅さんの

交流を描いていたが、三宅さんのデザインの原点は、日本とりわけ東北のモノづくり、

いわば手仕事の底力にあるということが伝わってきて、いい番組だった。三宅さんの

「ぼくの服はたくましい女性に似合うんだ」といった言葉や自給自足で生活する友人

との時間を通じて、「日本のものは日本にあってる。日本人であってよかったと思える

物作りをしたい」という言葉は、今の東北や日本に非常に重要なことで、三宅さんの

デザインが多くの人に支持される理由がここにあるのだとわかり、考えさせられる番

組だった。 

 

○ 「三宅一生 東北へ 伝統を未来につなぐ旅」で、和紙職人の遠藤さんが「紙衣っ

ていうのは暖かいんだ」と言っていたが、その真意は作る人と使う人の交流の温かさ

のようなことではないかと思い、とても感動した。 

 

○ １月２日(月)の「ガレキに立つ黄色いハンカチ～山田洋次 震災と向き合う～」（総

合 後 10:15～11:28）は、山田監督の代表作「黄色いハンカチ」と「男はつらいよ」

シリーズを基軸に、山田監督と東北の人たちとの交流を描いていた。元大工の菅野啓

佑さんが復興の願いを黄色いハンカチに託したのだが、映画のストーリーと今回の震

災を重ねており、復興を願う表現や思いには、さまざまな形があるのだと興味深かっ

た。 

 

○ １２月２３日(金)のＮＨＫスペシャル「世界を変えた男 スティーブ・ジョブズ」

（総合 後 10:00～10:49）では、ジョブズ氏がどのようにいろいろな製品を開発して

きたのかが、大変よくわかった。昨年、新機種が発売され大人気だったが、なぜ多く
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の人に受け入れられたのか。単に独創的なだけではなく、いろいろな技術と人の生き

方を組み合わせるところにこそ本当のジョブズ氏のやり方があり、それが多くの人に

受け入れられたのだということが、ＩＴに弱い者にとっても、非常にわかりやすい内

容だった。 

 

○ １２月２５日(日)のＮＨＫスペシャル「証言ドキュメント 永田町・権力の漂流」

は、実力のある政治家から証言を引き出しており、すごいと思った。野田総理、小沢

一郎氏、鳩山由紀夫氏の無責任な発言には、腹立たしく思ったが、ＮＨＫは、発言を

きちんと報道し国民に知らせており、大変よかった。この放送によって、さらに民主

党の中の溝が深まるかもしれないが、次の政治につながると期待したい。ただ、次の

政治にどうつなげていくかという点ではやや弱い感じもしたが、まさに番組タイトル

の「権力の漂流」なのだと思う。 

 

○ １月１日(日)のＮＨＫスペシャル「目指せ！ニッポン復活」（総合  後 9:00～10:28）

は、円高で仕事がなくなるのではなく、中期的に見ればやがて雇用増に結び付くとい

ったことや、岡山県のある企業が木くずの電力利用によって成功している事例をあげ、

ローテクであっても利用方法によっては高い価値を生むことなど、正月に合った明る

い話題を紹介していた。昨年はいろいろな問題があっただけにこういった番組も必要

だと思った。 

 

○ １月２日(月)のＮＨＫスペシャル「エベレスト～世界最高峰を撮る～」（総合 後

9:00～10:13）は、長時間番組だったが、時間が過ぎるのも忘れて見入った。ＮＨＫ職

員がエベレストに登頂し、山頂ではハイビジョンカメラで 360 度撮影していた。なか

なか天候の加減もあり難しいという話だったが、見事に実現できたのは、スタッフの

努力が多かったものと思う。途中では難所もあり、一歩一歩登っていく過程が大変よ

く描かれていた。登頂しながらの映像も非常に美しかったが、どのようなカメラで撮

影したのだろうか。またどういう構成のスタッフで制作したのかを知りたい。 

 

○ ＮＨＫスペシャル「エベレスト～世界最高峰を撮る～」をしっかりと見た。登山の

途中の映像はどのように撮っているのか、予算面で結構かかっているのではないかな

どの面からも興味を持った。登山に際して儀式を行なったり、徐々に体を慣らしてい

くことなど知らなかったことがありおもしろかった。次回は、山を中心とした映像だ

けを取り上げた番組も作ってほしい。 
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（ＮＨＫ側） 

ハイビジョンの大型カメラでないと 360 度の山頂の絶景は撮影 

できないということで、ハイビジョンの大型カメラを持って登り、 

途中はハンディカメラで撮影していたようだ。カメラマンの多く 

はＮＨＫ職員だが、日本人で最も多くエベレストに登っている村 

口徳行さんという山岳カメラマンのエキスパートにも同行しても 

らった。名古屋放送局のカメラマンも参加している。 

 

○ 年末年始の全体的な感想としては、考えさせられる番組と楽しく気軽に見られる番

組がバランスよく入っていた。 

 １２月３０日(金)のヒューマンドキュメンタリー「旋律よ“殿堂”に響け〜ピアニ

スト 辻井伸行 自作曲に挑む〜」（総合 後 9:00～9:48）は、辻井さんが作曲家の加古

隆さんに弟子入りをして、初めて本格的に作曲に取り組む様子を描いていた。東日本

大震災の影響もあり、自分に何ができるのか、人々の心に届く新しい旋律を生み出す

にはどうすればいいのかとても苦悩していた。加古さんのアドバイスによって、右手

だけでシンプルなメロディーだけを作り、より旋律が浮き彫りになるなど、その制作

過程がよくわかった。彼ほどの若くて実力のある人でも、どのようにレベルアップし

ていくか苦悩している様子や、達成するまでの過程が大変うまく描かれており、すば

らしい番組だった。ただ、曲が出来る途中までは丁寧に描かれていたが、曲が出来上

がった最終段階の部分は省かれていたため、その後どのように心の中に変化が起こっ

たのかなど、もう少し掘り下げていれば、さらにプロの人が苦しみながらも取り組む

姿がより浮き彫りになったと思う。 

 

○ 年末年始は、芸術分野の番組がたくさんあり、１２月２９日(木)の「たけしアート

☆ビート大博覧会」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 9:00～11:58）、１月１日(日)の「ウィーン・フィ

ル ニューイヤーコンサート２０１２」（Ｅﾃﾚ 後 7:00～8:15）や１月６日(金)の「Ｎ

ＨＫナゴヤニューイヤーコンサート２０１２」（総合 後 7:30～8:43 中部ﾌﾞﾛｯｸ）な

どを楽しく見た。特に１月１日(日)の「国宝 平家納経～平清盛 その美の世界～」

（総合 前 7:22～8:20）では、平家の時代に作られた、美しい工芸技術などについて、

専門家が解説していたが、あわせて「ＮＨＫ大河ドラマ５０年 特別展」にも行き、

「平家納経」の実物を見たことで、より一層楽しめた。 

 

○ １２月３１日(土)の「第６２回ＮＨＫ紅白歌合戦」（総合 後 7:15～11:45）は、例

年同様大変楽しく見た。視聴者意向にもあるが、ツイッター上での反響も多く、自分

自身もツイッター上で全国各地の友人と感想をコミュニケーションしながら見た。新
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しいテレビの見方ができる点でも「紅白歌合戦」は非常におもしろかった。また、東

日本大震災が今回のキーワードになっており、さまざまな企画があったが、特に猪苗

代湖ズのパフォーマンスは迫力を感じ、大変感動した。意見はいろいろあると思うが、

白組の司会はグループで複数なのに、紅組は１人だけだったので、人数のアンバラン

スに違和感があった。この点に配慮があると、なおよくなると思う。 

 

○ 「第６２回ＮＨＫ紅白歌合戦」は、人気のある嵐が司会ということもあり、家族で

楽しんで見た。西田敏行さんや千昌夫さん、郷ひろみさんなども出演し、懐かしい曲

が聞けたので、自分の世代でも楽しむことができた。しかし、若い人にとっては、ベ

テラン歌手が出演するのはいいが、昔の同じ曲を歌うとまたかと思ってしまうので、

最近の曲を選曲してもいいのではないかという意見だった。 

 

○ １月９日(月)の若冲ミラクルワールド 特別編「嵐・大野智が体感！天才絵師」（総

合 前 8:20～9:33）は、４月にＢＳプレミアムで放送していたようだが、当時は気持

ちが大震災に向いていたので、若冲を取り上げているとは知っていたが、見ることが

できなかった。大野さんが、伊藤若冲というとても強烈な個性を持った画家の作品の

技法について、さまざまな最新の機器で明らかにしていくもので、興味深く見た。ど

こかの流派に所属するのではなく、４０歳まで商売をしていて家督は弟に譲り、自分

の本当にやりたいことを始めるという生き方や、誰もやってないことを始めるといっ

たことに勇気づけられるとともに、日本人にこんな人がいたのだととてもおもしろく

思った。時代劇ドラマで若冲が取り上げられるといいと思う。 

 

○ １月９日(月)の「櫻井翔の“いま そこにいる人々”＜命の現場＞」（総合 後 2:00

～2:56）は、とても感動した番組で、「上医は国を医し、中医は人を医し、下医は病を

医す」という言葉を思い出した。人を見て総合的に健康を診てくれる医師たちの姿に

感動した。 

 

○ １月１１日(水)のクローズアップ現代「時代劇 危機一髪～伝承の技は守れるか～」

を見たが、日本の文化や伝統の危機がこういったところにまで来ているのかというの

が第一印象だった。幼少期には、必ずどこかのチャンネルで時代劇を放送していたよ

うに思うが、今、民放で制作している連続時代劇は１本しかないということに大変驚

いた。時代劇を見る視聴者と番組スポンサーがターゲットとしたい層にずれがあるこ

とは理解できるが、それは最近に起こった現象ではないだろう。映画のみならず、日

本各地で文化、伝統、熟練の技が衰退している現状に、古きよき日本の姿や文化、歴

史、日本人独特の美意識がなくなりつつあるということは、ひいては日本人としての
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誇りすらなくなるのではないかという危機感も感じた。しかし、一方では歴女あるい

は武将ブームなど若い人たちから歴史が支持されているので、何か方法はないのかと

思って見ていたところ、そういった人たちを対象とした京都・太秦撮影所でのイベン

トや、海外から時代劇に興味のある人たちやクリエイターを招いて撮影したりなど、

さまざまな取り組みをしていることが紹介されていた。韓国では、国策として時代劇

を海外に売り込む戦略を取っているという。平成２２年のＮＨＫスペシャル「世界ゲ

ーム革命」などを見ても、他の国は自国文化を守りつつ、国を挙げて戦略的に売り込

んでいるようだ。日本は、いろいろな分野で日本を売り込むことに国策として取り組

み、さらにそのことを国民へ向けてしっかり発信する必要があるのではないかと思っ

た。 

 

○  １１月１４日(月)のアスリートの魂「魅了する演技を求めて フィギュアスケート 

小塚崇彦」の再放送（１月１６日(月)）は、他の選手と違い、いかにも生真面目そう

で、古いタイプに見える小塚選手に注目していたので、興味深く見た。子どもの頃に、

父や祖父から正確に滑るということをたたき込まれてきたが、表現力を付けるために

カナダに行き、改めて表現力の重要性を認識し、一生懸命に取り組んでいる姿を見て、

ただ美しく滑るだけでなくその裏側にある心の動きなどがわかり、とてもよかった。 

 

○ 「ためしてガッテン」で医療のことをテーマにしている時は、よく見ている。１月

１８日(水)は「まさか！！もの忘れに効く薬があったなんて」というテーマで、非常

に役に立つ内容だった。アルツハイマー病による認知症といわれて薬を服用している

人の中に、実はてんかんが原因で物忘れが起きている人がいるということは大変驚き

だった。てんかんは、子どもの病気だというイメージだったが、５０歳過ぎから急激

に発症数が増え、トータルの数では子どもを上回っている。なぜ、てんかんが原因で

物忘れになるのかなどの疑問について、医学的な言葉だけでは難しく感じるが、立川

志の輔さんのたとえを交えた解説が非常にわかりやすく、理解しやすかった。ただ、

この番組ではアナログ的な道具を用いて説明することが多い。脳の中で抑制性細胞と

興奮性細胞が戦っている様子など、ほのぼのとしていて番組の内容には適しているか

もしれないが、かえって説明に手間がかかり、わかりづらくなっているようにも思う。

画像ですっきりと説明した方がもっとわかりやすいのではないか。 

 

○ １月１日(日)の「新世代が解く！ニッポンのジレンマ～震災の年から希望の年へ～」

（Ｅﾃﾚ 後 11:00～(2 日)前 2:00）は、社会起業家・駒崎弘樹さんはじめ、若手の論客

たちの討論番組で、友人も出演していたので、大変興味深く見た。年始の騒がしい番

組が多い中で、こういった番組を放送することは意義深いと思う。以前も年始に討論
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番組を放送していたように記憶しているが、ぜひ来年以降も年末年始に落ち着いて見

られ、これからの１年を考えられる番組を放送してほしい。 

 

○ １月１日(日)、２日(月)の「スタンフォード白熱教室＠大阪大学」（Ｅﾃﾚ 後 10:00

～10:58）を見た。これまでの「白熱教室」は講演やディベート形式が多かったが、今

回はグループワークやワークショップ、アイスブレーキングという手法をとっており、

まちづくりのワークショップを行ううえでも、大変参考になった。学生たちの表情も

非常にいきいきとしていて、スタンフォード大学のティナ・シーリグ教授のコメント

のしかたも非常にうまく、ひとつの答えに導くプロセスを教えがちな日本の教え方と

は全く異なっていて大変おもしろかった。今後も、こうしたスタイルの番組を制作し

ていってほしい。 

 

○ １月８日(日)の「日本人は何を考えてきたのか」第１回「日本はどこへゆくのか～

福沢諭吉と中江兆民～」（Ｅﾃﾚ 後 10:00～11:30）は、福沢諭吉と中江兆民の理想的な

国家や文明に関する考え方を対比しながら描き、わかりやすく大変勉強になった。今

後、日本人は政治や経済、医療関係も含め、何をどう考え、どのようにしていかなけ

れば発展していかないのかについて、とても深く考えさせられ、いい刺激をもらえた。 

 

○ １月９日(月)の極める！ とよた真帆のネコ学 第１回「驚きの身体能力を探る」

を見た。とかくかわいいところを強調することが多い動物番組とは異なって、ハイス

ピードカメラを使った映像も交えながら、動物学者の今泉忠明さんが、獣としての本

能的な部分について解説しており、大変興味深かった。次回以降も楽しみにしている。 

 

○ １月１０日(火)の福祉ネットワーク この人と福祉を語ろう（2）「女優 エッセイ

スト 室井滋 自分を見つめさせてくれる宝物」では、室井さんがこれまでの人生を

振り返る内容だったが、家族との関係について正直に語っており、室井さんの性格を

顕著に物語っている印象だった。認知症だった祖母に対する後悔の念を聞き、家族へ

の思いについて共感した。 

 

○ １月１０日(火)の直伝 和の極意 華麗 優雅 にっぽんの色を染める 第１回

「植物染めを体験～“紅茶”で染める～」もよい番組だった。「極める！ とよた真帆

のネコ学」も、この番組もＮＨＫのアナウンサーが加わらず、専門家と女優が進めて

いく番組で、こういう形は珍しいと思う。女優２人の力量によるものでもあるが、と

てもおもしろく、引き続き楽しみな番組だ。 
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○ １月１４日(土)の地球ドラマチック「古代エジプト 巨大墳墓の謎」（Ｅﾃﾚ 後 7:00

～7:44）を興味深く見た。古代エジプトを取り扱った番組はこれまでにも何本か見た

ことがあるが、今回はいまだに解き明かされない謎や神秘が多く、非常に楽しく見る

ことができた。渡辺徹さんが淡々と語っていたので、最初は何気なく見ていたが、実

はこれはすごい発見の番組だと気づき、途中からさらに驚きを持って見た。暗くて狭

い墳墓の中や壁画、発掘調査の様子などよく撮影できたなと感心した。また、朝日に

照らされた墳墓は非常に巨大で、大変美しく、神秘的な映像にロマンを感じる番組だ

った。壁画の内容については、調査が始まったばかりなので、触れられていなかった

が、今後の調査が楽しみなので、引き続き放送してほしい。 

 

○ 地元のドラマである「恋するキムチ」のＢＳプレミアムでの再放送が決まり、岐阜

県民にとっては大変喜ばしい。 

 

○ 新聞のテレビ欄について聞きたい。１２月１９日(月)は、北朝鮮の金正日総書記が

亡くなった日だが、昼のニュースで一報が報道され、その日の夕刊のテレビ欄で、「Ｎ

ＨＫニュース７」などＮＨＫのニュース番組の欄にこの項目が入っていなかった。民

放の欄では「緊急 金正日総書記死去」などと項目が掲載されていた。テレビ欄の情

報提供のしかたがどうなっているのか。スピーディーな対応をすべきではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  全国放送番組のテレビ欄については、東京の編成局が窓口とな 

って、配信社と連絡を取っている。夕刊の締め切り時間の直後に、 

金正日総書記死去の一報が入り、連絡をとったが、間に合わなか 

ったようだ。 

 

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

 番組審議会事務局 
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平成２３年１２月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１２月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、１６日(金)、ＮＨＫ名古屋放送局に

おいて、９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、土曜ドラマスペシャル「真珠湾からの帰還～軍神と捕虜第一号～」

について、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、１月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委員長    奥野 信宏 （中京大学総合政策学部教授） 

副委員長   木宮 健二 （学校法人常葉学園理事長） 

委員     秋元 祥治 （特定非営利活動法人 Ｇ－ｎｅｔ代表理事） 

 井上 庄吾  （愛知県農業協同組合中央会常務理事） 

奥村 隆司 （（株）べにや旅館代表取締役社長） 

金森 昭夫 （中日新聞社取締役管理局長） 

陶  智子 （近世文化研究家） 

杉浦 宇子 （弁護士） 

村本 淳子 （公立大学法人三重県立看護大学理事長・学長） 

 

 

（主な発言） 

＜土曜ドラマスペシャル「真珠湾からの帰還～軍神と捕虜第一号～」 

       （１２／１０(土) 総合 後 9:00～10:30 全国）について＞ 

 

（ＮＨＫ側） 

名古屋局では数年前から、終戦記念のドラマを８月に放送して 

きている。今年は太平洋戦争開戦の端緒となった真珠湾攻撃から 

７０年目という節目にあう、戦争をテーマにしたドラマができな 

いかと考え、取材していたところ、特殊潜航艇「甲標的」で真珠 

湾攻撃に参加しアメリカの捕虜第一号になった酒巻和男少尉にた 

どり着いた。酒巻さんはトヨタ自動車に勤務、晩年には愛知県豊 

田市に在住していたことなどもわかり、名古屋局が作るにふさわ 

しい話だということで提案に至った。東日本大震災で家族や友人 

を亡くし、なぜ自分だけが生き残ってしまったのだろうかという 
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悲しみを抱え苦しんでいる人の報道を見て、１人生き残った酒巻 

さんの心情、苦悩する姿が重なったので、苦難を乗り越えて生き 

ていくことを選択する、強く生きていくんだというメッセージを 

こめたドラマを作りたいと考えた。史実や戦争の悲惨さを後世に 

伝え、語り続けていくことも重要だが、今回は特に大震災後の日 

本を応援するというような思いを際立たせるような形でドラマを 

制作した。 

 

○ 純粋にドラマとして興味深く、 初から 後まで飽きずに、主人公の酒巻少尉に自

然に感情移入しながら見られた。酒巻少尉の「生き残ってしまった」という罪悪感や

どのように生きていこうかという苦悩も非常によく出ていた。酒巻役の青木崇高さん

の演技がよく、変に力が入ったところもなく自然に入りこんであっという間に見終わ

った感じだった。特に、 後に蓮佛美沙子さん演じる岩宮緑と再会し、「自分の命の使

い方がわからない」と言って泣き崩れるシーンが印象深く、思わず涙が出た。視聴し

た際は、東日本大震災とはオーバーラップしなかったが、ＮＨＫ側の話を聞いて、な

るほど重なるところもあると思った。しかし、人間が起こした戦争と誰しも避けられ

ない自然災害とでは違うと思う。このドラマでは、人間が起こした戦争の中で、軍神

とされた人と捕虜となり写真からも消される扱いを受けた人、つまり自分のせいでは

ないのに世間から切り取られてしまった辛さなどが描かれており、非常に切ないと感

じた。 

 

○ 酒巻少尉を主人公にしたドラマを作ると聞いた際に、いい題材を見つけてきたと思

ったのが 初の率直な印象だ。出来栄えもよく、一言で言えば、すばらしい感動作だ

った。いろいろな点でよかったが、主役の青木さんが本当に鬼気迫る演技で、生き残

った苦悩などの感情表現がすばらしく、迫真の演技だった。さまざまなシーンで、確

かにそうだったのだろうと共感できる演技となっていた。また、三机村（現在、愛媛

県西宇和郡伊方町）の雰囲気や、捕虜収容所などのセットやロケは、リアル感があっ

て、戦時中の様子がうまく描かれていた。また、実際のフィルム映像を巧みに交え、

引き上げられた「甲標的」がアメリカで「東條の葉巻」としてキャンペーンに利用さ

れたことや、「九軍神」として行われた葬儀の様子などが、ドラマ全体が史実に基づい

たものであるというリアル感をさらに高めていた。印象に残った場面はいくつもあっ

たが、収容所内で暴動を鎮圧する姿や、稲垣清二曹の墓参り後の号泣シーンなど、演

技とはわかっていても、それ以上に真に迫るものがあり感動した。また、せりふがと

てもよく、特に岩宮緑が「命の使い方が見つからなければ見つかるまで生きればいい」

という言葉はメモをしたぐらいだ。あえて注文を付けるとすれば、終わり方に少し唐
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突感があった。酒巻さんは、生き残った後、おそらく大変苦労されたと思うので、世

間の冷たい目の中でどうやって生きてきたのかという点も何かの形で知りたいと思っ

た。 

 

○ 見る前は気持ちが重かったのだが、途中から引き込まれ、見終わった後はとても充

実した気持ちになった。戦争中は個人の考えなどは認められず、どんどん巻き込まれ

ていく様子が何とも寂しく、冷たい感じだったが、捕虜になって重い話のときに、昔

を思い起こす場面として、美しい日本の山や郷里、楽しかったことなどの映像が差し

込まれ、心がほっとでき、追い詰められないように工夫されていた。また、収容所で

「日本と日本人を見つめ直す時間でもあった」と言っていたその心の苦しみは、私た

ちには想像できないものだろうと、映像から十分伝わってきた。戦争の悲惨さは体だ

けではなく、心もずたずたにするのだということも描かれており、生き残ってよかっ

たということではなく、やはり、心と体は一体だと感じた。 後に酒巻少尉と岩宮緑

の間で交わされた会話は、共感でき、非常に説得力があった。 初の心の重たさが徐々

に変化し、見終わったときには、人間の生き方や自分と見つめ合うことの難しさ、そ

れでも見つめていかなければならないことなどを考えさせられ、とてもよかった。 

 

○ 主人公・酒巻少尉を演じた青木さんの演技がとてもすばらしく、印象に残っている。

怒りや苦しみ、そして苦慮しながら涙を流す場面での演技は大変すばらしくて、リア

ル感があり、ドラマに引き込まれた。また、心に響く言葉や印象に残る場面、考えさ

せられる場面がたくさんちりばめられていた。空腹に耐えかねて「申し訳ございませ

ん」と言いながらパンをかじるシーンや、「自分には９人の軍神がついていますから」

という発言や、 後に岩宮緑が「死を願うことと、死を覚悟することは違う」という

言葉はとても印象的で感動した。ＮＨＫ側の話にもあったが、今年は東日本大震災が

あって、家や身内を亡くし、絶望感を感じている人がいると思う。そういった人たち

の背中をそっと押すというか、命の大切さや尊さ、そして生きていくことの大切さや

勇気を与えてくれた番組ではないだろうか。亡くなった人だけでなく、生き残った人

をも深く傷つけてしまうのが戦争のむごさであり、教訓を決して忘れてはいけない。

一方で不条理な裁判や自分の意見が全く取り入れられないシーンを見て、ある意味で

は、いまだに近・現代史の総括や整理がきちんと行われていない日本の現状について、

悲しみやつらさも同時に感じた。また、当時の日本男子は、男らしく勇敢で、目上に

は礼儀正しく、親を大切に思う気持ちがあったり、日本人としての誇りを非常に大切

にしていたというシーンを見て、当時の教育が全部正しかったとは言えないが、今の

日本とはあまりに大きな違いがあり、なぜこうも変わってしまったのかとも感じた。

これまで戦争をテーマにしたドラマをいくつか見てきたが、生き残ったゆえの苦しみ
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を描いたものはあまり見たことがなく、ただ生き抜くのではなく尊厳を持って生きる

ことの大切さを感じるドラマだった。 

 

○ 「ステラ」の記事を読み、ぜひ見たいと思っていた番組で、期待どおりのよい番組

だった。しかし、私は時系列で話が進むほうが見やすいので、回想シーンが出たり入

ったりすることで、混乱するところがあった。青木さんの演技は、本当にすばらしい

と改めて思った。特に、命に対する酒巻少尉の考え方が変わっていく様子が、しっか

りと表現されており、独房から出てきた時の「みんな一緒に日本に帰ろう」という言

葉に心を打たれた。セットやロケの風景もすごかったが、実際のフィルム映像が入っ

ていたことが引き付ける要因だったのではないか。ただ、稲垣家の墓参りに行った時

の田んぼは、おそらく基盤整備が終わっていたもので、そこまでこだわっていればさ

らによかったのではないか。 後の場面の「死を願うことと死を覚悟することは違う」、

「命の使い方がわからなければ使い方がわかるまで生きればいい」という言葉に強く

共感を覚え、今後自分でも使っていこうと思った。東日本大震災の被災者と戦争によ

る悲劇とは背景が異なるので、あまりつながらなかったが、全般的には、非常に感動

した番組だった。 

 

○ 大変興味深く見た。また、こんな歴史があったのだと知って感動した。 近は８月

や１２月に戦争をテーマにしたドラマが少なくなった印象だが、このようにドラマを

制作していくことは、大変意義深いと思う。原爆の日や終戦記念日も知らず、まして

や１２月８日がどういう日かも知らない大学生も多くなってきているので、引き続き

こういった番組を放送してほしい。俳優の演技は大変迫力があったが、特に主演の青

木さん、そして平岳大さんに大変感銘を受けた。スペシャルドラマ「坂の上の雲」で

は、戦法や多くの戦死者など、ある意味で戦争をダイナミックに見せているが、一方

でこのドラマは１人にスポットライトを当てており、両方のコントラストを感じつつ、

いろいろと考える機会となった。 

 

○ 私は、幼い頃に親戚から、戦争の帰還者の苦悩や戦死してしまった遺族の体験談な

ど悲痛な話を聞いていたので、こういった戦争を扱った映画やドラマが苦手で、身に

つまされ、 後まで見られる自信がなかった。しかし、実際に見てみると、そもそも

ドラマとは何なのか、何を描くべきなのかなど、これほど明確になっているドラマは

久しぶりだと思った。俳優陣が真に迫った演技で、「感動した」という言葉では表現で

きないぐらいだ。東日本大震災と関連性を持たせるのは、少し無理があると思ってい

たが、翌日の１２月１１日(日)のＮＨＫスペシャル「震災遺児 １５００人」で、家

族を失った子どもや、家族を救えなかった罪悪感にさいなまれている父親を見て、「生



5 

 

き残ってしまった」という心の痛み、悲痛さは、このドラマと通じるものもあるかと

思う。酒巻さんがこの後どのように生きたのか、酒巻さん自身のその後の生きざまに

もとても興味を持った。 

 

○ 以前、特殊潜航艇を取り上げた番組を見たことがあったので、大変興味深く見た。

酒巻さんが収容所でリーダー的な立場となり、捕虜たちと米軍の間で苦悩し、トヨタ

に入りブラジルに行って苦労されたことなども、現在の組織の中でどのように動くか

といった点で役立つことがあると思う。テロップで 後に、ドラマ以降のことを紹介

していたが、ストーリーの基になったのは、手記なのか関係者からの聞き取りによる

ものなのかなどを、できればもう少し詳しく示してほしかった。捕虜になった人たち

を社会的に消し去ろうとしたようだが、戦後、彼らに対し、国は名誉回復をしたのか

どうかなども 後に触れていれば、なおよかったと思う。 

 

○ 大変よい番組で、久しぶりに見入った内容だった。いわゆる戦争ものでもなく、反

戦イデオロギーでもなく、戦争を通した教訓がそのまま現代にもつながって生きてい

るという印象で、すっとストーリーに入っていけた。東日本大震災とオーバーラップ

させては見なかったが、酒巻さんが帰還後、トヨタでどのようなビジネス生活をして

いたのかに大変関心があり、戦後の日本の発展とトヨタの発展との関連なども知りた

いと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

酒巻少尉の人生の一部分を切り取って、ある種ドラマチックに 

構成をして作ったものなので、東日本大震災と直接は関係ないが、 

作り手の気持ちとしては、大震災で苦しんでいる人たちにも見て 

もらい、元気が出るものにしたいという思いだった。９０分間と 

いう時間的な制約もあり、回想シーンやテロップで紹介するとい 

う手法などを用いたが、前・後編の２本立てであればもう少し時 

系列にできたかと思う。しかし、１回に凝縮したことで、翌週に 

持ちこすよりはよかったとも思っている。酒巻さんの遺族による 

と、英語もでき、士官としての教育も受けており、対外的な交渉 

能力もあるということで、トヨタから誘われたようだ。酒巻さん 

は、あまり戦争の話は家族にしていなかったらしいが、遺族の方 

は、「仕事があったから立ち直れた」とおっしゃっていた。また、 

アメリカで戦時国債のキャンペーンに「甲標的」が使われたこと 

や、国内でも世論をマスコミが誘導していくといったこともあっ 
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たので、マスコミに対する警戒心を強く持っていたそうだが、今 

回はドラマの趣旨を遺族に説明し、了解を得て作らせてもらった。 

制作にあたっては、絶版になっているものが多いが、酒巻さん自 

身の手記や、三机のいわみや旅館の岩宮満さんが出版された本、 

関係者への取材などを基にした。岩佐直治大尉が「世が世なら」 

と言ったという話や海軍の軍人と岩宮緑さんが一緒にお酒を飲ん 

で騒いでいる写真があり、結構リアルに再現した。直木賞作家の 

豊田穣さんが捕虜収容所で酒巻さんと一緒だったこともあり、豊 

田さんの資料や、国会図書館などでＢＣ級戦犯のことなどを調べ、 

裁判シーンなどの参考にした。どこまで史実を紹介すべきかを悩 

んだが、ドラマの感動の余韻を大切にし、エンディングは海底に 

眠る「甲標的」の映像にした。田んぼについては、いろいろな所 

を探したが、なかなか周りに現代の建築物がない所が見つからず、 

ようやく三重県でここなら何とかできそうだということで撮影し 

た。捕虜収容所のセットなどは、名古屋市内のグラウンドに実際 

に５棟建て、あとは合成で撮影し、三机の町は、小豆島でロケを 

した。収容所内部や旅館内部はＮＨＫのスタジオで撮った。たと 

えば竹下景子さんの「肉一片になっても、戻って来てほしかった」 

というセリフは、実際に新聞に掲載されていた稲垣清さんのお母 

さんの言葉で、なるべく偏りがないように、事実に即して淡々と 

描けば伝わるものがあるという思いで制作したが、放送後、批判 

的な反響もあった。その意見を聞いて、戦争の傷あと、戦争がい 

かに人間の心を傷つけてしまうものかと改めて実感した。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ １１月２５日(金)のナビゲーション「なぜ今、開門調査なのか」では、愛知県の大

村秀章知事と名古屋市の河村たかし市長が長良川の河口ぜきを開門し環境への影響を

調査するべきと主張し、国土交通省などと利水・環境面で意見衝突・議論となってい

る背景や、公共事業のあり方などについて取り上げていた。国は、洪水の際に、河川

の水をどう海に流すかのみを考えており、渇水への危機意識がない。水をストックす

るにはコストがかかるが、産業を守るためにも必要だと考えるべきだ。いずれにして

も、それぞれの立場にそれぞれの言い分があるのだが、それらを非常にバランスよく

取り上げており、よい番組だった。 
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○ 「めざせ！会社の星」は、２０、３０代が主な対象ということもあって、よく見て

いる番組だが、１１月２６日(土)の「 強のビジネスマン“社長”に学べ！」は、消

化不良の印象だった。４人の経営者が出演し、社長のビジネス術を学ぶというテーマ

であったが、一人ひとりに対する掘り下げ方が浅く、表面的だった。経営者の仕事術

を特集するのであれば、一人ずつ順番に、数回に分けたほうがいいと思う。 

 

○ １２月９日(金)のぎふスペシャル「双方向クイズ あなたの知らない下呂温泉」(総

合 後 7:32～8:45）を見たが、地域の情報、地元の情報が発信されることは本当にう

れしいことだ。地元の知人が出たりすると、見る側も楽しみではあるが、出る側にと

っても励みになると思うので、地域の情報をどんどん発信していってほしい。双方向

番組だったが、クイズの内容も良く、実際に参加しながら楽しむことができた点でも、

大変良い番組だった。 

 

○ １２月３日(土)のＮＨＫスペシャル 証言記録 日本人の戦争 第１回「アジア  

民衆に包囲された戦場」（総合 後 9：00～10：13）と１２月４日(日)の第２回「太平 

洋 絶望の戦場」（総合 後 9：15～10：04）は、４年間にわたって集めた証言を元に 

構成されていた。経験者の話は、真に迫っているというのは当然だが、それ以上に深 

く感じるものがあり、その当時の背景や経験した際の気持ちが言葉に表われていた。 

聞くのもつらい話がたくさんあったが、こういった証言を残していくことはとても大 

事なことであり、意味のある番組だと思った。中には、撮影後、数か月後に亡くなっ 

た人もいたようで、また、高齢になるまで語らなかった人などもいて、すべてとても 

重い言葉だった。その中でも、「戦争のことは本当のことは言えない。言ったら夜も眠 

れなくなるから」、「戦争を長くしていると涙が出てこなくなるんだ」、「人殺しをして 

しまった」という言葉が印象的だった。つらい経験について号泣するのではなく、淡々 

と話しているのは、非常に苦しい体験をしてきた人の特徴でもあり、本当に苦しんで 

いるのだと思った。戦争に送り出した人の話も組み入れることにより、当時の社会全 

体の状況も伝わってきて、戦争を体験していない世代だが、とても意義深いものを感 

じた。 

 

○ １２月３日(土)と４日(日)のＮＨＫスペシャル「証言記録 日本人の戦争」を見た。

太平洋戦争開戦から７０年がたち、戦争の体験者が高齢化し、減ってきている中で、

800 人を超す戦争体験者の証言を集め、記録するというのは、まさにＮＨＫの使命で

あると改めて思った。衝撃的なものも含め、さまざまな証言が出てきたが、ほとんど

の人から、「とんでもない人殺しをしてしまった」、「無茶な戦争だった」、さらに「あ

れは地獄だった」といった言葉が出てきて、非常に心にずしりと来る印象だった。証
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言の合間に関係する新聞記事や当時の映像、「戦陣訓」などが挿入され、わかりやすい

構成になっていた。しかし、現代の映像で、猪を撃ち殺し、転がしているものがあっ

たが、その映像で何を言いたいのか、必然性が感じられず、違和感を覚えた。ただ、

家族にも話したことがなかった人などをはじめ、数々な証言を引き出したことは、Ｎ

ＨＫのスタッフが何度も足を運んで依頼し、協力を得たのだろうと想像できる。とて

も貴重な証言だったので、引き続き証言記録の番組を放送してほしい。 

また、同じく証言を基にした番組で、１２月８日(木)の戦争証言スペシャル 運命

の２２日間「千島・サハリン（樺太）はこうして占領された」（BS プレミアム 後 9:00

～10:48）を見た。1945 年８月１５日の終戦の日から９月５日までの２２日間、ソ連

軍によって、千島列島とサハリンがどのように占領されていったかという記録だった。

実際に戦争に関わった旧ソビエトの兵士、民間人、当時の米ソの政府高官などの証言

を時系列で紹介しており、とてもわかりやすかった。ロシア人兵士も、ＮＨＫスペシ

ャル「証言記録 日本人の戦争」での日本人と同様の証言をしており、命令によって

戦っていたわけで、結果としては同じような気持ちを持っていたという点でも非常に

わかりやすい番組だった。 

 

○ １２月３日(土)と４日(日)のＮＨＫスペシャル「証言記録 日本人の戦争」は、Ｎ

ＨＫが４年間に 800 人にインタビューをしたということで、そのＮＨＫの地道な努力

に敬意を表する。私の年代は、直接いろいろな人から戦争の話を聞いていたので、大

部分は聞いた話ではあったが、「生き残った後でも苦しみが多い人生だった」、「６０年

以上前のことを今でもありありと思い出す」などという話は印象的で、きっとこれま

での人生の中で、心にずっと焼きつけられたものなのだと思った。また、戦死者の数

からも大変に苛酷な戦争だったので、この２回では紹介しきれていない証言も聞きた

い。次の放送を期待している。 

 

○ ＮＨＫスペシャル 東日本大震災「震災遺児 １５００人」は、前日に土曜ドラマ

スペシャル「真珠湾からの帰還～軍神と捕虜第一号～」を見た後だったので、一人で

生きていくことの苦しさや切なさを一層感じる内容だった。震災によって、父親の心

の苦しさまで子どもが引き受けなければならない状態になっていて、地震は想定外に

起こるが、津波による被害は想定できることであり、そういった想定内のことがこの

ように人を苦しめているのは何が問題なんだろうかと考えさせられた。結果的に一番

苦しめられているのは、一人で生きていかなければならなくなった小さな子どもで、

これほどのトラウマを持った子どもたちがどのように生きていくのか、見終わった後

にずしりと心に重くのしかかり、今後子どもの心をどのようにフォローしていくべき

か、自分には何ができるかなど、いろいろな課題を提示していた。 
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○ １１月２７日(日)のＥＴＶ特集「ネットワークでつくる放射能汚染地図４ 海のホ

ットスポットを追う」では、海の生物の放射能汚染について、放射線測定研究者の岡

野眞治博士とＮＨＫ取材班とが測定を行い、放射性物質は、拡散することなく、沿岸

部の海底で“海のホットスポット”を作り、移動していることが明らかになっており

大変驚いた。特に、食物連鎖によって、海水の汚染濃度よりも、例えばウニの場合５

０倍の放射性物質が蓄積されていたり、国が行っている検査方法では、こういった放

射能汚染の実態が出てこないという事実など、さらに不安を覚えることがわかった。

ＮＨＫや研究者などのこうした調査が、国を動かすようになればいいと期待している。

放射能汚染は特定しにくいゆえに、漁業や農業の人の苦労が大きいのだと思うが、早

めの解決方法・対策が出てくることを願っている。 

 

○ 太平洋戦争開戦から７０年ということもあり、戦争をテーマにしたものが多かった。

中でも１２月４日(日)からスタートしたスペシャルドラマ「坂の上の雲」第３部は、

大変見応えのある番組だ。テレビのドラマというにはあまりにも大きなスケール感で、

映画に負けない迫力があり、テレビドラマの歴史を塗り替えるほどの壮大なドラマだ

と感じた。戦闘場面については、これまでに見た映画と既視感が若干あったが、東郷

平八郎と児玉源太郎のやり取りをはじめ人間ドラマがあって、とてもよいドラマだと

思う。ただ、別の番組で、日露戦争後の歴史も振り返ってほしい。 

 

○ １１月２６日(土)の土曜ドラマスペシャル「蝶々さん～ 後の武士の娘～後編」を、

武士の娘で、武士道の考え方がベースになっている女性がどのように人を愛するのか、

今の日本人の考え方と一致点があるのかなどと考えながら見ていたが、宮﨑あおいさ

んの演技もよくて、奧が深くてすばらしかった。涙なしには見られなかったのは、子

どもを夫・フランクリンの妻に渡して、自らは死を選ぶところだった。死を選ぶこと

は、敗北ではなく、自分の信念を貫く一つの方法であるという「武士道」について、

今の日本人の考え方や文化にどのようにつながっていくのかと考えさせられた。女性

学が専門の立場から見ても、女性の生き方、生きざま、愛の考え方がよく描かれてお

り、とても感動した。 

 

○ １１月２７日(日)の大河ドラマ「江～姫たちの戦国～」の 終回を見た。結構早く

話が進んだ感じがしたが、母として、女性としてどのように生きたのか、すてきな日

本の女性の強い生き方が描かれていた。あの時代をどう生きてきたのかがわかり、気

持ちがすっきりした形の終わり方となっていてうれしかった。 

 

○ 近のドラマについて、ドラマ１０「カレ、夫、男友達」に続けて、よる☆ドラ「ビ
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ターシュガー」があるが、なぜこの時間帯に重いテーマのドラマを２つつなげている

のだろうと思う。土曜ドラマスペシャル「真珠湾からの帰還～軍神と捕虜第一号～」

や同「蝶々さん～ 後の武士の娘～」、連続テレビ小説「カーネーション」はとてもＮ

ＨＫらしく、視聴者の年代は高いようだが、支持されている。しかし、ドラマ１０「カ

レ、夫、男友達」のＤＶ（家庭内暴力）のシーンは、民放ならそれほど感じないのだ

が、あそこまでＮＨＫでやっていいのかと感じる。現代社会は、それでなくても、実

生活が大変なのに、帰宅後にあの重い雰囲気では、救いがない内容のように思え、制

作の趣旨がわからない。ただ、連続テレビ小説「カーネーション」にも出演している

濱田マリさんは、虐待を受けている主婦としっかり者のお母さん役を演じ分けていて、

その演技力はすばらしいと思った。 

 

○ １１月１８日(金)のＮＨＫスペシャル「徹底討論ＴＰＰ どうなる日本」では、国

家戦略担当大臣・古川元久氏、外務副大臣・山口壯氏や研究者たちが、ＴＰＰ（環太

平洋パートナーシップ協定）に関する議論を繰り広げていたが、外交交渉力をどうす

るかという点に焦点が当たっていて、ＴＰＰを導入した場合に、日本にとってどうい

うプラス面があるのかという点がよくわからなかった。マイナス面については、いろ

いろと出てきていたが、どういうところにプラスの部分があるのかということがなく、

やや一方的ではないかと感じた。 

 

○ １１月２０日(日)のＮＨＫスペシャル「アレルギーを治せ！」は、小麦加水分解含

有せっけんでアレルギー症状が出たニュースがあったので、タイムリーだと思った。

一般的に扱いが難しいイメージのステロイド薬の使用について、アトピー性皮膚炎で

も使用できるという医師の言葉に驚いたが、薬を正しく使うという基本的なことをき

ちんと知り、身近にある中途半端な情報にふりまわされないようにしなければならな

いと思った。 

 

○ １１月２３日(水)のＮＨＫスペシャル「ユーロ危機 そのとき日本は」(総合 後

10:00～10:49)を、タイムリーなテーマだと思って見たが、サブタイトルの「そのとき

日本は」に合う内容なのか 後まで疑問だった。内容は主に３本柱で構成されており、

日本国内で年金基金の運用に異変が起きていること、イギリスのヘッジファンドでも

うけた経営者の動き、そして、日本の企業への影響ということで、キャノンの事例を

あげていた。しかし、時間的な配分ではヘッジファンドの取引の様子が一番長かった

ようで、ユーロ危機の原因はこういったことにあったということが中心になっていた。

年金基金の運用と企業への影響、対応策がどうなっているのかといったことに主眼を

おけば、サブタイトルどおりになったと思うが、構成自体もこの３つの柱が入りくん
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でおり、画面の左上にテロップ表示されていたので、今何をテーマにしているのかが

ようやくわかったが、全体的にわかりにくい構成だった。ユーロ危機について、今後

取り上げる際は、もう少し工夫しわかりやすく制作してほしい。 

 

○ １１月２３日(水)のＮＨＫスペシャル「ユーロ危機 そのとき日本は」で、一番印

象に残ったのは、ヘッジファンドの経営者の行動だ。ギリシャ危機で莫大な利益を得

て、その後イタリアの国債などに次々と手を出していたが、投資家は経済が良くなっ

ても悪くなっても、とにかく動いてもうけているのだとわかった。また、その国の経

済的な傷口を広げてももうけようとする様子は、恐い感じもした。 

 

○ １１月２７日(日)の「今夜も生でさだまさし－越中富山だ！きときとナイト－」は、

富山放送局からの生放送番組ということで見た。ラジオの深夜番組をテレビで放送し

ているような番組で、いい意味の“ダラダラ感”というか、別に収拾をつけようとは

思っていない感じで、きっと、根強いファンがおり、ようやく富山まで来てくれたと

いうことなんだろうとは思いつつも、不思議な番組だと思った。 

 

○ １１月２８日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「突き詰めた先に、美は生ま

れる～数寄屋大工・齋藤光義～」では、数寄屋大工の技をつぶさに見ることができ、

大変興味深かった。すごく精緻な技をどのように若い人たちに伝えていくのかについ

ても、かいま見ることができて、とても楽しく、見ていてわくわくするような番組だ

った。 

 

○ １２月６日(火)のコズミック フロント～発見！驚異の大宇宙～「偉大な旅人 ボ

イジャー 太陽系を越えて」を見た。３０年前に地球を旅立ったＮＡＳＡの惑星探査

機“ボイジャー”が、地球から離れて太陽系を旅し、数年以内には太陽圏を脱出し、

人類の未踏の恒星間宇宙に突入する、その壮大さに感動した。自分たちは見え、認識

できるところでのみ生活しているが、宇宙の現実は、もっと広大なものだと感じられ、

とても興奮した。ボイジャーから送られてきた映像は、とてもすばらしく、美しく、

ロマンチックで、想像上に過ぎなかった宇宙が現実に写真で見られ、とても楽しかっ

た。 

 

○ １２月１４日(水)のクローズアップ現代「やさしい虐待～よい子の破綻の陰で～」

では、一見良好に見える親子関係の中でも、子どもが不登校や自室へのひきこもりな

どになり、その背景には、親の過剰な期待やプレッシャーなどによるいわゆる“やさ

しい”虐待が起こっていることを取り上げていた。今回、親が集団でカウンセリング
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のプログラムを受けている様子も紹介されていたが、児童虐待の問題は、子どもが苦

しんでいる段階ではなかなか表に出てこず、大人に苦しみが広がるとか、子どもの死

亡などの形で表れて初めてわかるという実態があり、何かが起こらないと認知されな

いつらさ、切なさを感じた。 

 

○ １２月１５日(木)の「あさイチ」では、「続・食卓まるごと調査」ということで、１

０月１７日(月)に放送された食品の中の放射性物質に関する分析結果の再分析の数値

の説明をする内容だった。かねてからネガティブな視聴者からのＦＡＸなどもきちん

と紹介する姿勢に好感を持っていたが、今回も適切に過ちを認め、わかりやすく説明

していたので、大変好印象だった。また、ホームページにも再分析結果の数値を正確

に掲載しており、非常に良いと思った。ただ、今回はある意味では検証番組という意

味合いだったにもかかわらず、番組の後半に、あっさりと「女性が狙われる！悪質出

会い系サイト」に移ったことには、少し違和感を感じた。 

 

○ １２月１５日(木)のクローズアップ現代「人生は落語だ～立川談志が残したもの～」

には、立川談志師匠の魅力が詰め込まれており、立川さんについてもっと知りたい気

持ちになった。２８歳の時に書いた「現代落語論」で「時代にあわせて落語を変えて

いかないと落語はだめになる」など、画期的な発言をしていたが、ダーウィンの進化

論にもある「変化に対応したものだけが生き残る」という考え方と合致しているよう

な印象を持ち、落語に限らず企業や組織においても、変化への対応が大切だと思った。

代表作の「芝浜」が紹介されていたが、彼の落語にかける生きざまを表しているのは、

あれ以上のものはないだろうと思う。落語の内容のみならず、芸のすばらしさを感じ

た。「現代落語論」の「人間の業を肯定してしまうところに落語の物凄さがある」や「た

とえ非常識であっても人間らしく生きることを落語は肯定している」といったことを

実践し、落語と一致する人生を送りたいと言っていた立川さんの人間的魅力の一端を

かいま見ることができた。 

 

○ １１月２９日(火)の直伝 和の極意「彫刻家・籔内佐斗司流 仏像拝観手引」の第

５回「一木造りのほとけさま」を見た。サブタイトルに「仏像拝観手引」とあるよう

に、初心者にとっては仏像はどのようにできているのか、どういう意味があるのかに

ついてわかりやすい内容だった。また、一木造りの仕組みや寄木造りは大量生産をし

なくてはいけなくなった時代にできた様式であるなど、実物を紹介しながら大変わか

りやすく説明していた。有名な仏像の場合は、寺院の紹介とあわせて見る機会がある

が、この番組では珍しい仏像も紹介されており、ずいぶんおもしろいものだと新たな

発見があった。ただ、篠原ともえさんが生徒役だったが、木造の仏像を作るときにど
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ういう苦労があるのか、どういう手間がかかるのか、また時代背景などについて、あ

る程度講師とのやり取りができる人をキャスティングしたほうがいいと思った。 

 

○ 直伝 和の極意「彫刻家・籔内佐斗司流 仏像拝観手引」の１２月１３日(火)の第７

回「運慶・快慶 慶派仏師の仏像ルネッサンス」を、興味を持って見た。運慶が作っ

た仏像は、仏像の中に宿る魂や凄味を感じる作品ばかりで、運慶の仏像にかける革新

的なパワーが十分伝わってきた。２５歳頃に作った大日如来像も当時としてみれば大

変革新的な作品であっただろうが、何よりも東大寺の金剛力士像の製作に関する解説

には大変驚き、技法の奥深さ、巧みさに感服した。また、仏師として頂点を極めた技

術が集約されているような印象も受けた。ただ、私のような初心者にとってはおもし

ろかったが、仏像が好きな人によると、もう少し深く解説し、歴史的な背景などにつ

いても知りたかったようだ。 

 

○ １２月５日(月)、１２日(月)の「極める！ グッチ裕三のお米学」第１回「コシヒ

カリ 幻のルーツに迫る」、第２回「古くなった米をおいしく炊く」では、日本人の主

食であり生活に密着した米をテーマとしており興味深く見た。短い番組ではあるが、

大変テンポがよく、コンパクトにまとめられていた。第１回ではコシヒカリについて

取り上げ、作物研究所で新しい品種が生まれる現場をレポートしていたが、２つの米

の掛け合わせで１０万種類の新品種を作り、その中で使えるのは１種類ぐらいだとい

う内容には大変驚き、米の奥深さも感じられた。また、新品種の認定基準がコシヒカ

リであるという事実も紹介されていた。一般的にコシヒカリは新潟産だと思われがち

だが、もともとは福井県で生まれた品種なので、もう少しその点を強調しているとな

およかった。コシヒカリの味を科学的に分析するとともに、品種開発に従事する研究

者の苦労が大変よく描かれていたと思う。古くなった米にもち米を入れて炊くとツヤ

が出ておいしいということは聞いていたが、第２回「古くなった米をおいしく炊く」

では、それにはアミラーゼが大きく影響しており、もち米は全体の１割程度が適量で、

アミラーゼの作用によって炊き始めから１０分間でうまみが決まるという内容は、身

近な米でありながらもなかなか知り得ないことが説明されており、非常に楽しく見た。

東京農大の高野克己副学長がホワイトボードを使って解説をしていたが、 近はフリ

ップや映像での説明が多いなか、実際に大学で話を聞いているようなアナログな感じ

で、懐かしくてよかった。ただ、時間が短いのでしかたがないとは思うが、進行役の

グッチ裕三さんの持ち味が生かせておらず、淡々と事実が述べられていく構成になっ

ていて、少し残念だった。 

 

○「きょうの料理」の「年末ラクラク！ 冷凍できるごちそうレシピ」では、小分けに
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して冷凍でき、おせちとしても出せ、なおかつ簡単にできる料理を紹介しており、料

理研究家の脇雅世さんの人柄もあって、とても楽しく見られる番組だった。 

 

      

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

 番組審議会事務局 
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平成２３年１１月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１１月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、１８日(金)、ＮＨＫ名古屋放送局におい

て、１１人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、にっぽん紀行「金沢 芸妓ふたり」について説明があり、放送番組

一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、１２月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委員長    奥野 信宏 （中京大学総合政策学部教授） 

副委員長   木宮 健二 （学校法人常葉学園理事長） 

委員     秋元 祥治 （特定非営利活動法人 Ｇ－ｎｅｔ代表理事） 

伊藤 一美 （特定非営利活動法人 子ども＆まちネット理事長） 

大林 重治 （のと共栄信用金庫理事長） 

奥村 隆司 （（株）べにや旅館代表取締役社長） 

金森 昭夫 （中日新聞社取締役管理局長） 

陶  智子 （近世文化研究家） 

杉浦 宇子 （弁護士） 

立花 貞司 （トヨタホーム（株）取締役会長） 

村本 淳子 （公立大学法人三重県立看護大学理事長・学長） 

 

 

（主な発言） 

 

＜にっぽん紀行「金沢 芸妓ふたり」 

       （１０月２６日(水) 総合 後 7:30～7:55 全国）について＞ 

 

○ 「一調一管」という芸を初めてこの番組で知った。年を重ねるごとに演奏するのが

難しくなってきている中で、お互いどちらが変わってもだめだという言葉にも表れて

いるように、２人は心の底では結ばれている様子が見てとれた。あれほど思い切りけ

んかができるのは、本音で話せているからであり、お互いに長続きできているのだと

思った。非常に印象的だったのは、金沢おどりが終わり、最後の舞台挨拶に立つ前、

舞台裏で２人が手をつないで待っていた姿である。舞台上で手をつなぐのはポーズで

もできるが、舞台裏で出番を待っているときに手をつなぐというのは、心の底で強く
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結びついているからだと感じた。乃莉さんが「いっぺんぐらい満足に打って死にたい

わ」と言っていたのが、非常に印象的だった。また、石川県安宅海岸に出かけ、実際

に波の音を笛の音に置き換えて、鼓のイメージを膨らませようとしている姿をはじめ、

芸の道を極めることに真剣に取り組む姿にも心を打たれた。 

 

○ ふだんこういった日本の芸術に関する番組を見る機会が少ないので、異なった感覚

を持って見た。ドキュメント番組の場合、美談を中心に展開しがちだが、この番組で

は、２人の険悪なやりとりや、心臓発作で倒れそうになって、舞台に立てるのだろう

かと心配で、はらはらする場面など、リアルに描かれており、芸能的というよりも人

間模様を中心にしたいわゆるドキュメントタッチだった。一番印象的だったのは、２

人は仲が悪いが、それでもなおかつお互いに切磋琢磨し、最後は見事に演奏を果たし、

手をつないでフィナーレの舞台に上がっていくその過程で、見ていてとてもよかった。

また、今回「一調一管」という芸があることを初めて知ったが、演目である「雪の安

宅」を聴いて、冬の日本海の様子をこのように表現するんだと感心した。ただ、説明

を聞いてわかったが、番組を見ただけでは、２人の演奏レベルやいつから２人でこの

芸を始めたのか、また、鼓と笛を合わせるのが難しいのは、どういった点が難しいの

かなど、わからない点があった。見落としたのかもしれないが、見ていても自然とわ

かるような作りになっていればよかったと思う。 

 

○ 見終わった後にすがすがしい感じがし、久しぶりに気持ちのいい番組だった。強く

て、一本筋が通っていて、だが、いたわり合うところはいたわり合いながら、そして

厳しいところは厳しくという２人の姿を通して、本来、日本女性の生き方はこういう

ものではないかと思った。仲が悪い、間の取り方などが難しいと言いつつも、呼吸が

合った時には音がうまく合っており、息づかいまで感じるような番組で、非常によか

った。峯子さんの笛は、本当に８４歳とは思えないような呼吸、息の使い方で、年齢

でははかれない、一つのことをし続けた人たちのすばらしさ、生き方・生きざまとい

うものが感じられてとてもよかった。 

 

○ 直接２人に会ったことのある者にとっては、２人の個性がまだまだ出ていないよう

で、少しもの足りなさを感じた。金沢では、２人は仲が悪いが、舞台に上がって奏で

るときだけは違うということは有名な話で、それがなぜなのかがこの番組でわかるか

なと期待を大きく持っていた。しかし、それがあまり伝わってこなかった点が残念だ

った。ただ、会場から見ているとわからない、舞台裏から手をつないでいた２人の姿

は、印象的で感動した。また、ナレーションを担当した藤村志保さんがとてもよかっ

たが、藤村さん自身は番組冒頭に少し出てきただけだったので、もったいないと感じ
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た。芸事を極めていく世界、芸一本で身を立てていく世界の深さを伝えていくことは

大切だと思うので、引き続きこういった番組を制作してほしい。 

 

○ 金沢にいると、２人の「一調一管」を見る機会があるが、この番組を通して２人の

人間性など、なるほどそうだったのかと思った。茶屋街は、相撲の地方巡業が行われ

るところ以外は消滅していっていると聞くが、金沢には３つの茶屋街があり、芸事も

含め競い合っていると思う。２人は、８４歳と７７歳と高齢なので、「一調一管」が、

峯子さんと乃莉さんだけで終わらず、後継者が育っていってほしいと思う。他の分野

でも高齢化が進んでおり、廃れていく危惧がある。茶屋街には着物や芸事に興味を持

って、若い芸妓が入ってはきているが、芸術の継承が今後の大きな課題となっている。

茶屋街の文化なども残していければいいと思う。番組の中には、一つの芸事を極める

厳しさゆえに、仲が悪いと言いつつ、気持ちが通い合うものがあるのだと伝わってき

ており、大きな賛辞を贈りたい。 

 

○ こういった伝統芸能に関する知識がないので、純粋にとても楽しんで見た。番組の

ねらいなどを聞いて、私は完全にねらいにはまっていたような気がする。魅力的だと

思ったのは２人の人間性で、人間関係がとてもおもしろかった。２人をご存じの人に

はもの足りないかもしれないが、人柄がとてもにじみ出ており、２人の人間の深さと

いうか、おもしろみにとても興味を引かれた。特に、峯子さんはひょうきんで、場を

和ませ、元気な感じで好感を持った。峯子さんはつらいところを出さず、周りを和ま

せるよう細かい気配りをしており、乃莉さんは、見るからにしゃんとして、芸に厳し

いという両者の姿勢はまさにプロだと思わされ、また人間味がとてもいい感じで出て

いてよかった。最初は放送で見たが、視聴用にＤＶＤが送られてきたので、ヘッドホ

ンを付けて視聴したところ、音楽がよく聞こえ、その音色のすばらしさに感動した。

管楽器は、低く長く吹き続けるのは大変だと聞いていたので、高齢になるとより大変

だと思うが、なおも先生に師事し、極めようと目指す姿は本当にすごいと思った。金

沢おどりでの２人の演奏の場面は、音がとてもすばらしく、２つの楽器の掛け合いや

リズムの取り方もやはりプロだと思い、音の面からも感動した。 

 

○ まず、よくこういう個性的な人を見つけてきたなという点で感銘を受けた。２人の

ある種のバトルやその後の葛藤などの様子が描かれ、最後に手を握りあって一緒にス

テージに上がるシーンには、図らずも目がうるんだ。大変よい番組だった。それゆえ

に、２人がどういう人生を歩んできて、あのようなすてきな女性になったのかに大変

興味を持った。今回は、テーマを２人の関係性に絞っていたと思うが、２人のそれぞ

れの生きざまについてもっと知りたいと思った。番組全体にとても美しいＢＧＭが流
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れていたが、ときにその音楽やナレーションが説明的な印象になっていた。特に金沢

おどりの演奏のシーンでは、ＢＧＭやナレーションをかぶせず、テロップだけのほう

が、２人の迫力がより強く伝わったのではないか。 

 

○ 邦楽について、あまり鑑賞に行ったりする機会が少ないので、今回、番組で演目の

解説があったことで、舞台の楽曲の意味合いなどがわかった。オープニングの藤村志

保さんのたたずまいや光景がとても美しく、見とれてしまい、心引き込まれるものだ

った。また、抑えたナレーションもとてもよくて、番組内容は女性２人だが、実はナ

レーションの藤村さんを含めた女性３人の、ロールモデルとしたい日本人のすてきな

シニアの女性の話だったと思う。２人とも演奏後に「最悪だった」と言い、満足でき

ず、「満足したら死んでしまう」という言葉にも表れているように、２人のどこまでも

高いところを追求する姿にはとても感動した。とりわけ、乃莉さんの命を削って鼓を

打つ横顔は怖さをも感じる迫力だったが、その表情の変化を捉えていたカメラワーク

もすごいと思った。最後の手をつなぐシーンについても、なぜ手をつないだのかとい

う無粋なインタビューをしていないところがこの番組のよさでもある。最後に、２人

の「一調一管」が１年でも２年でも長く続くよう願っている。 

 

○ この番組を見て一番初めに感じたのは、芸妓の技もさることながら、その文化を支

えている金沢の文化の深さを大変羨ましく思った。芸妓だけが頑張っても、あるいは

客だけが育てようとしても成り立つものではなく、両方が支え合って、地元の自治体

や経済界がしっかりしたサポートをしているからではないか。そういう背景が感じら

れ、金沢という街の魅力がこの番組の中に描かれていたと思った。福井県の芦原温泉

でも、旅館関係者や観光協会などでさまざまな取り組みをしており、なかなか成果は

上がっていないものの、その一つとして踊りの発表会を青年部なども協力して開催し

たところだったので、非常に興味深く番組を見た。２人の表情は、ときには鬼のよう

な形相になったり、ときにはかわいらしい女性に見えたりし、印象的だった。２人の

表情やしぐさを追いながら、ライバル関係や信頼関係を、大変うまく、また魅力的に

映し出していたと思う。また、ところどころに見られる金沢の街の映像も、番組の雰

囲気を作るうえで大変効果的だったと思う。金沢おどりでの演奏シーンに引き込まれ、

凄味をも感じた。最後の手をつないで後輩の踊りを見守るシーンには、競い合いなが

らもいたわり合う２人の関係が実に見事に表現されていた。 

 

○ 金沢はさすがに小京都といわれるだけのことがあると感心し、静岡とは違って若い

芸妓も多く、観客も多い点などでも、文化の違いを感じた。鼓と笛ではやはり笛の方

が、年齢を経るにしたがって息が続かないという点でハンディがあることもわかった。
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２人ともしっかりと自分というものを持って、精一杯生きている様子がよく伝わって、

大変によい番組だった。 

 

○ ２人のけんかの様子や心臓病の薬を飲みながらも芸事に取り組むといった妥協しな

い姿勢はすごいものだと思った。また、藤村志保さんの語りがとてもよく、大変すば

らしい番組だった。文化を守り育てることは重要だと考えているが、山間部なども含

め地域には貴重な伝統芸能などがあり、時間がかかるものもあるが、そういった文化

をＮＨＫが収録し、残していることは、非常に重要だ。この番組はそういった意味で

も意義のあるものだと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

     委員からご指摘のあった２人の演奏レベルなどわからない点 

    については、放送時間との関連で、番組の中で紹介しきれなか 

った部分もあった。そういう意味で、本当に説明が行き届いた 

かという点では足りなかったところもあったかもしれない。２ 

人がなぜ合わせるのが難しいのかという点については、年齢と 

ともに、たとえば１０年前にできていたことができづらくなっ 

ているなど、２人の変化について詳しく描き切れなかった部分 

もある。２人は金沢にとっては宝と言われている方々なので、 

今後もきちんと見続けていきたいと思う。藤村さんのナレーシ 

ョンがとても魅力的だったので、演奏そのものをそのまま流す 

のではなく、今回の形になった。その他いただいたご意見は、 

とても参考になることが多く、細部の点検も行い、今後の番組 

作りに生かしていきたい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ １０月２１日(金)のナビゲーション「“集団”談合～奥能登地方に広がる波紋～」は、

石川県奥能登地方の建設業者およそ８０社が談合を行っていたとして重い処分が下さ

れ、大きな衝撃が起きていることを取り上げていた。番組では、他の地方の「複業化」

の事例を紹介していたが、この取り組みは、数年前から行ってきているもので、新し

いものではない。しかも、本来の業種ではないので、成果をあげるのは実際には困難

でもあるので、「複業」については、もう少し掘り下げてほしかった。また、これまで

であれば、地元業者とのつながりの中でもうけのない工事なども頼めたが、地方の建
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設業者が立ち行かなくなっていく中で、そうした工事を頼む先がなくなっているとい

う実態もある。このようなところにも触れていればよかった。 

 

○ １０月２８日(金)の金とく北陸スペシャル「伝統をあすへつなぐ～第５８回日本伝

統工芸展金沢展～」（総合 後 8:00～8:43 北陸ﾌﾞﾛｯｸ）を見た。毎年、展覧会と関連番

組を楽しみにしているが、受賞者の作品については詳しく紹介しているものの、北陸

からの出展について全部は紹介されていないのが残念だ。今年のナレーションを担当

した石井かおるアナウンサーは、とても落ち着いた語り口で、静かに観賞するような

形で番組を見られ、大変よかった。 

 

○ １０月３０日(日)の「石川アーカイブス」は、平成２１年１２月４日(金)放送の金

とく「“マクベス”がやってきた！～仲代達矢と能登の人たち」だったが、仲代達矢さ

んと石川県七尾市中島町の人たちとの長年の絆が、仲代さん主演のシェークスピア悲

劇「マクベス」の能登演劇堂でのロングラン上映につながった内容だった。仲代さん

が「演劇や芸能はなくても生きていけるが、情緒がなくなるのはよくない」と語って

いたように、芸能あるいは芸術、文化を残していく必要があると再認識させられた。 

  

○ １０月２２日(土)のＮＨＫスペシャル シリーズ日本新生「“食の安心”をどう取り

戻すか」では、食品の放射性セシウムの基準値について取り上げていたが、チェルノ

ブイリ事故のあったベラルーシの基準値と比較すると、食品ごとに異なっており、摂

取頻度に関連しているのかどうかなどわかりにくいことがあった。食品の安全性は、

重要なテーマなので、これからも引き続きしっかりと取り上げてほしい。 

 

○ １０月２３日(日)のＮＨＫスペシャル「“中国人ボス”がやってきた ～密着 レナ

ウンの４００日」では、中国企業の傘下に入ったレナウン社が中国で展開していくう

えで、日本流を持ち込むことが大変難しく、店舗展開や商品開発などの両面にわたっ

て中国流を展開していかざるをえない様子が描かれていた。仕事の関係で中国を訪問

した際にも感じたが、中国には、日本人には信じられないぐらいのスケールの大きさ

やスピードがある。法律などが異なると思うので、単純に日本とは比較できないが、

圧倒される勢いだ。そういった中で、日本の企業が中国とつき合っていくのは大変難

しいと実感した。 

 

○ ＮＨＫスペシャル「“中国人ボス”がやってきた ～密着 レナウンの４００日」は、

経営危機に直面していたレナウン社が中国に株式を売却し、日本人が中国でもビジネ

スをしなくてはいけない状況になったのだが、中国式のビジネスにどのような特徴が
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あるのかがうまくまとめられていた。業界団体との交流を重要視する点は、筋道を通

さねば中国式のビジネスはうまくいかないということだろうし、また、初出店が北京

ではなく大連であり、その店舗の仕様が発注内容と異なるなど、日本人にとっては大

変に驚くことばかりだが、中国式の商売は朝令暮改であるという点がよく表われてい

た。中国式のビジネスで、日本の企業は大きくなれるのか、どのようになっていくの

か大変興味がある。 

 

○ １０月３０日(日)のＮＨＫスペシャル「秘境ブータン 幻のチョウを追う」は、単

なるチョウの話だろうと思っていたが、大変興味深かった。８０年ほど前に英国人の

探検家が発見した５匹のチョウが大英自然史博物館に保存されているが、今回、幻の

大アゲハを映像撮影しようと、日本の調査隊とともにブータンの奥地に乗り込んで、

幻のチョウを発見した時は、非常に引き込まれた。ＣＯＰ１０（生物多様性条約第１

０回締約国会議）が 2010 年１０月に名古屋市で開催されたが、生物多様性という観点

からも、秘境といわれる所にチョウが生息するのは、つまり、生物多様性がそのまま

残り、保たれているという証拠でもある。かつては日本にもこういう所が多かったの

だろうと思いながら、非常に楽しく見た。 

 

○ １１月６日(日)のＮＨＫスペシャル「孤立集落 どっこい生きる」では、本来、行

政がやるべきことを住民同士が力をあわせ、再建に向けて取り組んでいる姿に驚き、

感心した。また、行政は一体何をしているのだと憤りも強く感じた。住民自らが行っ

ている活動について、宮城県南三陸町の佐藤仁町長の感想もぜひほしかった。この番

組を見た後に、個人的に宮城県のある村長と会って、この番組の話をしたところ、国

が予算を付けてくれないから、自分たちでやらざるをえなくて、これが実態だと聞き、

ここまでひどいのかと驚がくした。ただ、これほどの苦難に遭いながらも、住民の表

情が明るいのは、きっとお互いに支え合っているからではないか。必ずしも経済的な

ことだけが人間を豊かにするわけではなく、心の豊かさが表れているように感じた。

余貴美子さんのナレーションは、クールな話しぶりのようで非常に温かみを感じ、と

ても番組にあっていてよかった。 

 

○ ＮＨＫスペシャル「孤立集落 どっこい生きる」を見て、とても感動した。クラさ

んと呼ばれる南三陸町の馬場中山集落の阿部倉善さんが、リーダーシップを発揮し、

コミュニティーを守ろうと懸命に取り組む姿はすごかった。ラジオの前で国会の総理

の不信任案のニュースを聞いている住民の反応を見ていると、行政側と被災者の感覚

にズレを感じるし、行政の対応について腹立たしく思った。また、南三陸町の佐藤町

長と住民との集会においても、住民とかい離があり、本当にお粗末だと思った。クラ
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さんが、住民の食料調達に奔走しているときに、知人と無事再会し、身内の葬儀にも

行けなかったと話している様子や、仮設住宅が完成し、一部の人が移る日のお別れ会

で、涙している姿に目頭が熱くなった。過酷な状況にありながらも、馬場中山集落の

人たちの明るさ、笑顔は、そういうものを絶やさず、自分たちの絆を守りきろうとし

ており、印象的だった。高台移住を目指す「未来道プロジェクト」や、漁業の復興プ

ロジェクトもスタートしたが、この地区が今後どのようになっていくのか興味がある

ので、引き続き取材して放送してほしい。 

 

○ １１月３日(木)の「わしら１等じゃ！～城川オリンピック 山里の心意気～」（総合 

後 6:10～6:44）では、非常に小さいコミュニティーの中で、４地区対抗の運動会があ

り、運動会を通じて、住民同士が心を一つにし、年寄りも若者も参加する様子が描か

れており、ＮＨＫスペシャル「孤立集落 どっこい生きる」で紹介された南三陸町の

馬場中山集落の事例と同様、日本に多くある、こういったコミュニティーの結びつき

の大切さを呼び起こすような番組を引き続き制作してほしいと思った。 

  

○ １１月１３日(日)のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「助かった命が なぜ」では、

さまざまな理由で多くの被災者がＰＴＳＤにかかり、自殺者が多いという事例を紹介

していた。生活が一段落した時点で、心の余裕ができ、その反面、失ったものを思い

出し、その喪失感からによるものだとわかった。新潟県中越地震の際に活動していた

「新潟こころのケアセンター」の本間寛子さんが「その人の思いを聞ききることが大

切で、それをしないと心のケアにつながっていかない」と話していたが、一人ひとり

が心も含めて立ち直らなければ本当の意味での復旧・復興にはならないと改めて実感

した。単に建物など物理的なものができるだけではないとよくわかった。そういった

意味でも、予算の面をはじめ、国や地方公共団体がやるべきことをきちんとなすべき

だと思った。 

 

○ ＮＨＫスペシャル 東日本大震災「助かった命が なぜ」の番組タイトルを見て、

自殺の原因は、震災により自分の家族あるいは大切な人を失ったことによるものかと

思ったが、仕事や家の再建に向けて意欲的だった人などが自殺に追い込まれていると

いうことに大変驚いた。また、６月～９月の４か月間で３８人に達しているという事

実にも驚いた。「忘れてませんか、東日本大震災のことを」というフレーズで始まった

が、このフレーズにより、連日震災関連のニュースは流れてはいるものの、どこか慣

れてきてしまっており、あるいは原発の事故に意識がいってしまっている自分に気付

かされた。いくら命が助かっても、荒れ果ててしまった町の風景を見たり、人を助け

られなかった自分を責めてしまい、うつ状態に陥るといった現実を考えると、多くの
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人がつらい経験をしているので、人の復興という意味において、精神的なケアの大切

さ、必要性を強く感じる。番組では、そういった人たちを救う、あるいは生活再建に

向けて支援するパーソナルサポートなどの活動が紹介されていたが、やはり一人ひと

りに寄り添い、その人の話を十分聞き、また信頼関係を築くとなると、人数も時間も

限界があり、長くかかる地道な活動になる。その間に次々と心の病になってしまう人

が増えていくのではないかという危惧も感じた。もしかすると、今回の震災の被災者

だけではなく、今の日本のどこにでも当てはまる状況なのではないかとも感じた。被

災者の状況や、それを救うための活動が十分把握しきれていないためか、番組として

は、全体的に掘り起こしが薄いようにも感じたが、これから長く続く問題だと思うの

で、今後も繰り返し取材し、関心が薄れることのないようにしてほしい。 

 

○ １１月７日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「追い込まれなきゃ、おもしろ

くない 脚本家・三谷幸喜」を、脚本家は、どんな仕事なのか知らなかったので、興

味深く見た。５か月間の密着取材を基に、わかりやすく構成されていた。特に、日常

の出来事をどのようにコメディーにいかしているのか、舞台稽古が始まってからでも

どんどん台本を変えていく方法や、自分を追い込んだり、甘えを捨てて難しい企画に

挑むことで、ああいった迫力のある、おもしろいものができるのだということなど、

なるほどと思った。 

 

○ プロフェッショナル 仕事の流儀「追い込まれなきゃ、おもしろくない 脚本家・

三谷幸喜」を楽しく見た。特に、自分が見た舞台の練習風景も紹介されていたので、

深津絵里さんの演じる役がどのようにして作られていったのかなど興味深かった。脚

本家の仕事をよくわかっていなかったので、三谷さんの自分にかさをはめるというか、

自分に決まりのようなものを作って、おもしろい作品を作り上げていく様子が、プロ

フェッショナルの仕事として、とてもおもしろかった。 

 

○ プロフェッショナル 仕事の流儀「追い込まれなきゃ、おもしろくない 脚本家・

三谷幸喜」を興味深く見た。“三谷幸喜”という人について、おもしろい人だというイ

メージだったが、番組を見てやはり変わった人という一面が出ていた。特に、離婚し

た妻の引っ越し荷物のトラックの横で、募金の集金で町内を回っている姿は、彼が日

常の悲しい出来事でさえもどこかで仕事に生かそうと考えているように見え、根っか

らの脚本家、作品を作る人なのだと思った。 

 

○ １１月１０日(木)のブラタモリ「江戸の動物～中野編～」では、将軍・徳川綱吉の

時代に、いまの東京・中野に作ったという犬小屋などがＣＧで再現され、ものすごく
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広大であったことがわかり、お犬様のためにこれだけの土地を使ったものだなと感心

した。また、その名残で今でも囲町という町名が残っているなど、さまざまな痕跡が

あり、その探索がとてもおもしろかった。これまでにも、江戸時代の鷹狩りや浄水場

の話などもあったが、いずれも大変おもしろい内容だった。「お囲い」の犬小屋が何年

間続いていたのかについて、番組から受けた印象では、江戸時代はずっと続き、明治

時代に消滅したようだったが、綱吉将軍の時代であれば、１０～１５年間ぐらいでは

ないかと思うので、もう少し説明があればよかったと思う。 

 

○ ブラタモリ「江戸の動物～中野編～」を見て、囲町があんなに広大なものだったと

いうことを初めて知り大変驚いた。“生類憐（あわれ）みの令”で、犬や動物が大事に

されていたことについて、歴史的な事実としては知っているが、犬の「お囲い」場が

どの程度の期間あったのかなどについても興味がわいたので、説明してほしかった。 

 

○ １１月１７日(木)のブラタモリ「上野動物園（動物・後編）」では、東京についてこ

のような見方ができるのかと意外だった。上野動物園には、何度も訪れているが、舞

台裏から見た場合や、動物を通して江戸時代からの日本を知るといったことをわかり

やすく説明していて、新しい見え方がした。熊を冬眠させる熊舎の仕組みが紹介され

ていたが、その方法や熊の冬眠の様子についてよくわかった。これまでは、動物およ

び東京をこういう視点で見ていなかったので、非常におもしろいと感じた。「こども動

物園」には、小さい動物で、なおかつ日本固有の希少動物がおり、そこにいる馬を見

ると、武士が乗っていたのは小さかったのだとわかり、江戸時代から現在につながっ

ている歴史をも感じた。タモリさんが言っていたが、まさに生きている文化財であり、

上野動物園をわかりやすく歴史からひもといていて、とても感動的な番組だった。 

 

○ １１月１日(火)からスタートしたドラマ１０「カレ、夫、男友達」は、友人との間

で、ＤＶ（家庭内暴力）について話題になっている。初回に、長女役の木村多江さん

が夫からマヨネーズをかけられるシーンがあった。この番組は、学生など若い世代も

主人公役の真木よう子さんに親近感を持って見ているが、ＤＶについて実態を全く知

らない人に見せるには少し衝撃的ではないだろうか。ＤＶのシーンはどこまで描いて

いいものなのかが気になった。 

 

○ 「トンイ」は、ドラマ「宮廷女官チャングムの誓い」でも知られるイ・ビョンフン

監督の韓国のドラマだが、イ・ビョンフン監督は衣装が非常に鮮やかで、「チャングム」

と同様、仕事をきっちりとこなす、働く女性を生き生きと描いており、元気がもらえ

る番組だ。これまでは、下位の女官から王の側室になっていくシンデレラストーリー
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だったが、この後は女性同士のドロドロとした権力争いに入っていくようだ。とても

楽しみにしている。 

 

○ １１月２日(水)のＳＯＮＧＳ「ザ・ビートルズ」を、ビートルズ世代なので、どう

しても見たいと思って楽しみにしていた。曲の背景について、当時の映像を基に紹介

しており、大変感動的で夢中になって見た。どういう時代の中で、またどういう状況

の中でその曲ができたのかがよくわかった。今の時代に照らし合わせても非常に新鮮

に聞こえてくる、彼らの音楽のすばらしさを改めて感じた。「ＳＯＮＧＳ」ではいろい

ろなアーティストを取り上げているが、今回はとてもよかった。ただ音が美しいとい

うだけではなく、音楽のすばらしさや、その背景にあるものさえも感じさせてくれる

ような番組は大変よいと思った。 

 

○ １１月１２日(土)の週刊 ニュース深読み「ＴＰＰ どう守る？私たちの食卓！」

は、ちょうどＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）交渉への参加を首相が表明し

た翌日だったので、どういう内容になるか期待して見た。コメの関税を撤廃するかど

うかについて、東京大学大学院の本間正義教授と鈴木宣弘教授が論じていたが、内外

価格差について、１俵（６０キログラム）あたり、だいたい日本が１万 5,000 円に対

し、米国では、だいたい 6,000 円ぐらいだという数字を出していた。しかし、これは

あくまで生産価格であり小売価格とは違うので、番組を見ている大半の消費者にとっ

てはわかりづらく、注釈が必要だと思った。直接支払制や中山間地といった専門用語

も結構出ていたが、もしかしたら、交渉参加表明の翌日だったので、準備の時間が十

分ではなかったのかもしれない。最近は、農業の仕組みを知らない若い世代が増えて

いるので、もう少し一般消費者向けにわかりやすく進めてほしかった。 

 

○ 「ＮＨＫ海外ネットワーク」を１１月１２日(土)に初めて見たが、非常にリラック

スして見られ、大変わかりやすかった。その週に起こった海外での出来事や最近のト

ピックスなどが凝縮されており、またいろいろな話題を知ることができ、文化、政治、

経済など多岐にわたる内容で、よい番組だった。キャスターの二村伸さん、小林千恵

アナウンサーの説明もよかったが、今回のゲストのＳＨＥＩＬＡさんのコメントが特

によかった。コメンテーターという役割は、ニュースをより身近に、またわかりやす

くする位置づけだと思うが、民放の情報番組に出演するコメンテーターの中には、レ

ベルの低い発言や感情的にものを言う人が多いと思う。その点、ＳＨＥＩＬＡさんは、

的を射た内容のコメントで、海外のこと、あるいは日本のことによく精通していて、

わかりやすく伝えることができたのではないかと思う。 
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○ １１月１６日(水)のクローズアップ現代「女性パワーがスポーツを変える」につい

て、スポーツで女性が活躍している姿が好きなので、興味を持って見た。ロンドンオ

リンピックに向けて、国がメダル増産戦略の一環として、女子種目に資金と専門家を

投入し、生理周期に合わせた、より効果的な栄養の摂取方法や筋力強化の訓練のしか

たを研究し、より科学的に女性に合ったものを目指すという事業を知り、とても将来

が楽しみだと思った。これまでは、男性よりも女性アスリートは苦しい状況にあり、

また不況によって、企業がスポーツ部門に資金援助しなくなり、一段と状況が悪化し

ている。そんな中、共同出資による女子ラグビーチームの支援を紹介していたが、支

援金額を小口化したり、選手の情報をブログなどで発信していくなど工夫しており、

経済界とタッグを組んでスポーツを育てていく取り組みがおもしろいと思った。また、

企業が女性アスリートを支援するのは、購買力に影響のある女性への企業イメージを

あげるためという点も大変おもしろかった。まだスポーツ界で女性の置かれている状

況は、男性よりは遅れていると思うので、他の分野でも女性がどんどん進出していっ

た際に、今の日本の取り組みがどうなるのか、今後も見ていきたいと思った。 

 

○ １１月１６日(水)のためしてガッテン「驚異の回復！腰の痛み」は、関心の高いテ

ーマだった。腰痛の８５％が原因不明で、椎間板ヘルニアが原因で腰痛を起こしてい

る人は５％に過ぎないという事実に大変驚いた。また、腰痛の原因がストレスで、ス

トレスによって、脳が本来抑えることのできる痛みを抑えられなくなり、それが腰痛

の原因となっているという内容も大変興味深かった。腰痛の解決策についての番組は、

制作中ということだったので、大変楽しみにしている。ただ、取り上げているテーマ

が深いこともあり、どうしても１回の放送では、表面的になっている感じがしたので、

好評だったテーマについては、ぜひ第２弾、第３弾を制作し、また、内容によっては、

ＮＨＫスペシャルなどで特集してもらえると大変ありがたい。特に健康に関する内容

は多くの人が興味を持っていると思う。 

 

○ １０月２８日(金)のきらっといきる「バリバラ１０月号～バリアフリー・バラエテ

ィー～」は、障害者でもあるお笑いコンビ・脳性マヒブラザーズが、新潟から大阪ま

でを旅し、その間に 1,000 人を笑わせ、笑ってもらうとシールを貼ってもらうという

もので、今回は岐阜を訪問していた。高山市荘川の秋祭りで、村芝居を演じる若連中

（わかれんじゅう）という人たちに、コントを見てもらうのだが、２度も“ダメ出し”

を受け、一生懸命練り直し、最終的にはシールをたくさん貼ってもらう様子や、コン

ビを組んで６年たっている２人だが、お互いに深く関われないでいる微妙な関係につ

いて、若連中の一人に指摘されてしまうなど、全体的に青春ドラマのような感じがし

て大変おもしろかった。脳性マヒで発音が明瞭ではない人が、言葉で笑いを取るとい
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うのは、チャレンジ精神がないとできないことだと思う。たまたま下校時に出会った

子どもたちの前で、コントをしていたが、その子どもたちの表情を見ていると、笑い

を通して、障害を理解してもらえる可能性を感じた。また、障害のある人でもお笑い

をはじめ、いろいろなことができるのだと勇気を与えることができたのではないか。

そういった意味でも、彼らの活躍がとても楽しみで、この番組が発展していくといい

と思った。 

 

○ １１月２日(水)のハートをつなごう 性暴力被害 第２弾「男性被害者の声を聞く」

（１）では、男性で性被害に遭った人が、実際にスタジオに来て、被害を受けた後の

苦しみを語っていた。女性でもなかなかカミングアウトできないと聞いているが、男

性は一層出ていきにくく、後遺症もひどいが、そういう中でよく勇気をもって出てき

てくれたと思った。偏見などでつらい状況だと思うが、この番組を見た人がこういう

現実があるのだと認識し、温かく支えていければと願う。また、自助グループのよう

な彼ら自身が癒やし合える場ができればいいと思った。 

 

○ １１月１６日(水)の福祉ネットワーク つながるハートネット「“里子の死”から考

える（３）私たちに何ができるのか」を見た。１・２回目を見損ねたのだが、１・２

回目を見た視聴者から寄せられた、自分が里子だった人や実の親に育てられても苦し

い思いをし、親子関係の難しさを吐露するようなメッセージなどに続いて、社会で里

親・里子を支えるシステム、取り組みなどが紹介されていた。里子制度のことは、あ

まり広く知られておらず、一般の人にはわからないことが多いので、当事者の苦しみ

や悩みなどをこうやって取り上げることは大変よいことだと思う。福岡市で行ってい

る、行政とＮＰＯが一緒になった「新しい絆」というフォーラムや活動で、アンケー

トを基に、意欲はあるがどのように支援すればいいのかわからないという市民からの

情報をつなぎ、広く社会全体で子どもや親を育てていくという話は参考にしたいと思

った。 

 

○ １１月１３日(日)のＥＴＶ特集 シリーズ イスラム激動の１０年第２回「アメリ

カ同時多発テロ 問い続けた“イスラム”」は、アメリカに住むさまざまな若いイスラ

ム教徒が同時多発テロ後、どのように過ごし、考えているかについてのリポートだっ

た。一番印象的だったのは、カリフォルニア大学のレザー・アスラン准教授が「イス

ラムは今、大きく変化している。欧米への移民が増大し、部族中心の集団から個人優

先になり、また、女性が教育を受け女性ならではの視点が新しい声になってきた。最

も大きく変えたのは、インターネットの普及だ。」と話していたことで、イスラムの世

界が変化している実態がわかった。ただ、アメリカ在住で価値観を変えつつあるイス
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ラム教徒が、イスラム全体を変える力になっていくのかどうかは疑問だ。イスラム教

徒は、身近にあまりいないので、とかく画一的に捉えがちだが、欧米にはこういった

人たちがいるとわかって、いろいろ考えるきっかけになった。 

 

○ １１月５日(土)の「松本人志 大文化祭」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 3:00～  6:45、7:00～

11:30）は、長時間だったので録画をし、４「松本人志 落語を語る」のコーナーを見

た。桂枝雀さんの大ファンで、９０本ぐらい携帯端末にダウンロードし、時間がある

と見ていることなど彼の新たな一面が見えた。また、「桂枝雀さんは、精神的に追い込

まれて不幸な亡くなり方をしたが、自分には相方の浜田雅功がいてくれるので、彼の

せいにして逃げることができる」といった話をしていて、２人のコントを改めて見て

みたいと思った。「サラリーマンＮＥＯ」もそうだが、どのようにＮＨＫが笑いを取り

上げ、またＮＨＫらしからぬことをどう展開するのか関心があってこの番組を見たが、

松本人志さんを起用したことの成果はこれから何年か後に出るのではないだろうか。 

 

○ 「日本縦断 こころ旅」を毎朝楽しみに見ている。この番組を見たいために連続テ

レビ小説「カーネーション」をＢＳプレミアムで見てい  るほどだ。朝の忙しい時間

帯だが、毎回すてきなエピソードを火野正平さんが追っていて、感情移入しながら見

ている。朝の番組が、決して午後７時からの夜版の宣伝番組のようなものではなく、

朝ももっと見たいから夜も見ようというように、とてもいい構成になっている。主題

歌も心温まる雰囲気でよい。感想をツイッターに寄せたところ、番組のプロデューサ

ーからメッセージをもらい、やり取りをしているが、インターネットを通じた交流に

よって、この番組への身近な感覚がより増した。 

  しかし、一方で、「もういちど、日本」については番組のコンセプトや取り組み自体

はいいのだが、「新日本風土記」の宣伝番組だけになっていて、非常に残念だ。 

 

○ 「旅のチカラ」は、大好きな番組の一つだ。「心のビートで踊れ 歌手 今井絵理子」、

「ナッシュビル ２８歳のテネシーワルツ 歌手・植村花菜」、「２１歳の決心 ハリ

ウッド俳優修業～柳楽優弥・アメリカ～」など、自身の過去を見つめるアメリカへの

旅は非常に興味深かった。きっと出演に応じてもらうにあたり、番組コンセプトを理

解してもらうよう、とても粘り強くコミュニケーションをとっているのではないか。

番組のことをもっと詳しく知りたいと思ってホームページを探したが、見つからなか

ったので、毎回のアーカイブも含めて詳細が載っているサイトがあればいいと思う。 

 

○ 「世界ふれあい街歩き」は、旅人の目線でぶらぶらと街を歩き、観光地でない場所

も紹介し、自然な感じで街の人との出会いやふれあいを描いていて、それがナレーシ
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ョンともうまくあっていて、毎回楽しみにしている。おそらく事前にかなり綿密な下

見をしているのだと思うが、そういうことも感じさせず、とても自然な作りになって

いるのも良さである。ぜひ今後もずっと続けてほしい。ただ気がかりなのは、街歩き

で出会う人は、食事をしていたり、お酒を飲んでいたり、散歩か景色を見ている人が

多く、仕事をしている人はほとんど出てこないように思う。こんな人たちばかりでは

ないと思うので、いろんな人を紹介してはどうか。 

 

○ 昨年も同様の発言をしたが、１１月１１日(金)から始まった「２０１１ ＮＨＫ杯 

国際フィギュアスケート」で、「男子シングル・ショートプログラム」の放送は、午後

４時３０分からだったが、仕事や外出で見られないので、もっと見やすい時間帯に編

成してほしい。 

 

○ 日曜深夜の「大河ドラマ江ダイジェスト」を見て、淀役の宮沢りえさんの衣装に興

味を持ち、ＮＨＫステラの記事もじっくり読んだ。特に、淀が亡くなる前の頃の衣装

が大変すごいものだとわかった。衣装が生で見られるような展示会はないのだろうか。 

 

○ 「サラリーマンＮＥＯ」は、最初の頃と違って、最近のシーズンはあまりおもしろ

くなくなったと思っていたが、映画「サラリーマンＮＥＯ 劇場版（笑）」が上映され

ているということで、友人に誘われて行ってきた。テレビ番組がこのような映画にな

るのかとおもしろく見た。三谷幸喜さんが監督をした映画も見たのだが、ちょうど、

プロフェッショナル 仕事の流儀「追い込まれなきゃ、おもしろくない 脚本家・三

谷幸喜」も見ていたので、テレビ番組と連動し、よりおもしろく見られた。 

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

 番組審議会事務局 
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平成２３年１０月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１０月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、２１日(金)、ＮＨＫ名古屋放送局におい

て、１１人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、ナビゲーション「自動車産業 超円高の衝撃～中小企業に何が～」

について説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、１１月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委員長    奥野 信宏 （中京大学総合政策学部教授） 

副委員長   木宮 健二 （学校法人常葉学園理事長） 

委員     伊藤 一美 （特定非営利活動法人 子ども＆まちネット理事長） 

井上 庄吾  （愛知県農業協同組合中央会常務理事） 

大林 重治 （のと共栄信用金庫理事長） 

奥村 隆司 （（株）べにや旅館代表取締役社長） 

金森 昭夫 （中日新聞社取締役管理局長） 

陶  智子 （近世文化研究家） 

杉浦 宇子 （弁護士） 

立花 貞司 （トヨタホーム（株）取締役会長） 

村本 淳子 （公立大学法人三重県立看護大学理事長・学長） 

 

（主な発言） 

 

＜ナビゲーション「自動車産業 超円高の衝撃～中小企業に何が～」 

       （１０月７日(金) 総合 後 7:30～7:55 中部ブロック）について＞ 

 

（ＮＨＫ側） 

 「クローズアップ現代」をはじめ、円高を取り上げた番組は多く 

あるが、今回は歴史的な超円高の中で、名古屋局が取り組むべき 

テーマとして、日本経済の屋台骨を支えている自動車産業、特に 

トヨタの第２次、３次、４次の下請けで起きている変化をとらえ、 

製造業の行く末を考えてみたいという意図で取材を開始した。印 

象に残ったのは、取材を受けてくれた社長が「これまで、円高、 

材料費の値上げなどトヨタが全額かぶってくれていた部分が、今は 
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下請けに下りてきている」と語ったインタビューだ。今回、これま 

でなかなかカメラの前で話してもらえなかった、トヨタピラミッド 

の下請け会社の経営者があえて伝えなければならないという思いか 

ら語ってくれた。これまでにない大きな変化が起こってきていると 

いうことだ。 

 

○ 今回の円高は、過去とは全く違う状況で、企業も海外に出て行かざるを得ない状況

に追い込まれていることがはっきりとわかった。部品メーカーは、海外に行っても取

り引きが継続できるかどうか保証はなく、さらに海外の部品メーカーの技術力が上が

ってきており、厳しい競争環境が待ち受けているということもよくわかった。一方で、

逆に円高をチャンスととらえ、新たなビジネスモデルを構築し始めている会社も紹介

されており、その様子は、たくましくもあり、心強く、まだまだ中部地方には日本経

済を支えるような企業がいくつもあるのではないかと感じられた。部品メーカーでは

なく、完成品の輸出を主としている企業もあると思うので、そういった中小企業への

円高の影響、そして収益悪化以外の問題点や取り組みについても今後、紹介してほし

い。 

 

○ 今回の超円高によって、大変なことが起こっているということをひしひしと感じる

内容だった。中小企業２社を紹介していたが、両社とも一生懸命やっているが、どこ

に力点を置くのかによって会社の方向性が違うということを感じた。誰かの後を二番

手にやっていくのが好きな日本の社会において、もうそれが通用しないということが、

新しいビジネスモデルを作っている会社の対比によって、非常によくわかった。自分

の会社が生き残っていくため、またどのような生き延び方をするのかも考えながら、

今の社会情勢をよく見極めている様子は、とても考えさせられた。また、コメンテー

ターの住信基礎研究所主任研究員の伊藤洋一さんが、ユニークさを育てる教育が重要

だと言っていたが、教育の場で形成していくのか、いわゆる“人づくり”をしていく

のか、円高とモノづくりの関係性とともに、日本の国全体のシステムまでも考えさせ

られた。 

 

○ 経営者や経済団体の人の「日本で生産をし、海外で商売をするには限界を越えてい

る」、「じっとしていたら衰退あるのみ」といった発言はとても切実な言葉で、現在の

円高の怖さを痛感した。一方で、韓国の部品メーカーの社長の表情は、日本の経営者

と対照的で生き生きとしていた。韓国では国策としていろいろな施策をとっており、

もはや日本も、民間の力だけで乗り切れる限界に来てしまっているのではないかと感

じた。今回は工業製品について取り上げていたが、日本の伝統工芸でも言えることだ。
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しかし、逆に円高を利用している会社もあり、グローバル社会を生き残るためには守

るべきところは守りながら、新しい技術に投資していく発想が必要だと思った。伊藤

さんが言うようにユニークさを育てる教育も必要だが、それに加えて、伝統工芸も海

外の安い製品に押されていると思うので、日本独自の文化のすばらしさ、大切さ、価

値、文化をめでる心などもしっかり教育していく必要があるのではないかと感じた。 

 

○ 中小企業２社の対比と伊藤さんのわかりやすいコメントで、現在の円高の状況が理

解できた。伊藤さんの言うユニークさを社会全体で育てる教育については、これから

のモノづくりの分野でも、絶対に必要だと感じた。政府による為替介入や、国内で工

場を建設した場合の補助金支給などの中小企業対策については、現時点で対症療法の

ように思うが、では対策を講じてもなお、なぜ円高状況が続くのかという点について

も、伊藤さんのコメントをもう少し聞きたかった。 

 

○ 海外に出て行かざるを得ない状況に陥っている様子など、第３次、４次の下請けで

ある中小企業がいかに困窮しているのかがよく表れていた。円高状況をチャンスと捉

えている社長の「世界の経済状況に合わせてしなやかに変化していくことが、生き残

りのカギだと思う。」という言葉に尽きると思ったが、この番組は、全体的に実態をと

らえ、うまくまとまっていた。海外に出て行かざるを得ない状況が、非常に大きな問

題ではあるが、単に海外進出を決断すればそれで解決というわけではなく、むしろ問

題はその進出後にある。まず親会社と取り引きを継続できるかどうか、また、現地で

の人材や工場用地の確保、その他の法的な手続きや会計処理など諸問題への対応につ

いても今後取材してほしい。そのことによって、今起こっている超円高の大変な状況

がより一層浮き彫りになるのではないか。 

 

○ ふだん経済の問題に触れていない者でも超円高の状況についてわかりやすい番組に

なっていて、よかった。国内の空洞化、そして、労働者が今後どうなるのかについて

とても心配になった。円高還元など円高によるメリットによって新たな労働力が必要

になる分野があるなどの明るい面はないのかと思ったが、後半は、海外委託によって

新たな取り組みをしている会社が紹介されていてよかった。アイデアや個性を育てる

教育が重要だという伊藤さんのコメントは、具体性に欠けており、少し疑問を持った。

また、国内での対策が進まなかったときのセーフティーネットのようなものを考えて

いかないといけないとも思った。おおむねとてもわかりやすくて、よい番組だった。 

 

○ 超円高に直面する中小企業の取り組み、苦悩ぶりをわかりやすく紹介していた。今

回経営者が率直に取材に応じていた様子は、偽らざるところだろうと感じた。海外委
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託にシフトすることで余力を新しい環境ビジネスに切り替えている会社と、親会社が

海外へ進出するのに伴い、ついて行かざるをえない会社の、対照的な２つの中小企業

を取り上げていたが、あたかも経営者の能力によって明暗が分かれるような受け止め

方をされてしまう恐れがあるのではないかと思った。両社になぜ差があるのか、取り

扱っている部品や製品が違うからなのか、他にも理由があるかもしれない。そういっ

た点をもう少し描けば誤解を生む余地がなくなったのではないか。また、単に海外に

行くのか、国内に残るのかだけではなく、元々の従業員はどうなるのか、働く場所が

変わるのかなど、従業員の対応や苦悩に視点を当てた部分がもう少しあればよかった

のではないか。コメンテーターの伊藤さんは全般的に非常にわかりやすくてよかった。 

 

○ 経済に疎い者でも今回の超円高の問題の大きさが非常によくわかる番組だった。伊

藤さんが、アメリカのインターネット系会社を例に出して、リーダー論・企業論の話

をしていたが、自動車産業のような製造業を同じ視線で論じるのには、少し違和感が

あった。ユニークさを育てる教育の重要性については共感するが、今の日本の教育制

度はアイデアや発想力を生み出すような環境になく、大変厳しい状況だと思う。モノ

づくりの企業でリーダーとなる資質を育てる教育と、建築家のように一人で自分の力

を開花させていく教育は必ずしも同じものではないと思うが、この円高問題が子ども

の教育とも連動していることもわかった。 

 

○ 自分が認識している以上に円高の状況が大変だと再認識させられた。なぜいろいろ

な手立てを打ってもこの状況が緩和しないのかについて、ずっと気になりながら見た。

また、対照的な２つの企業を紹介していたが、どういう選択でこの２社となったのか

過程を知りたい。また、中小企業が海外に出た後、どのようになっていくのか、海外

の方がむしろ大変なのではないかと思った。ただ、現在の実態について、ここまで赤

裸々にリアリティをもって語っている番組はなかったと思う。大変よい番組だった。 

 

○ 総合的に大変によい番組だった。社長が従業員を前に演説している時の従業員の表

情はとても緊張感があり、大変厳しい状況だということが表れていた。また、２社の

対照的な事例を取り上げた点がよかったのではないか。あえて言えば、この紹介され

ていた会社が、自動車メーカーの下請けの中で、どのぐらいの位置にあるのか、ある

いは、少し規模が大きい会社にも、円高の影響がどの程度あるのかなども知りたかっ

た。また、 近では利益率の高い大型車から新興国向けの軽あるいは小型車に需要が

移ってきているようだが、そういった流れがこのような中小企業に変化をもたらして

いるのか、そして円高の中でどういう影響が出ているのかなども織り交ぜていたら、

さらによかったと思う。 



5 

 

○ 実際に中小企業の現場の声があり、いろいろな側面のことがきちんと入っていて、

とてもテンポがよく、優れた番組だった。また、コメンテーターの伊藤さんの話も非

常に的確でわかりやすかった。ただ、時間的な制約などによってやむを得なかったの

かもしれないが、生き残り策については、簡単に項目だけ紹介し、展開していかなか

ったので、少し残念だった。大学では授業の英語化を進めていたりするが、日本語や

日本文化をきちんと学ぶことも重要で、そういった面での空洞化についても考えさせ

られる、大変すばらしい番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

この２つの企業が、“明と暗”という印象に見えてしまったのは、 

残念だ。多くの下請け会社が、ピラミッドの上の方からコストカ 

ットを求められているが、取引先のことを気にかけて、なかなか 

取材に応じてもらえなかった。そんな中、２つの企業が取材に応 

じてくださったので、その言葉を大事にしたいという思いで、２ 

つの会社で構成することにした。経営者の能力の差というように 

見えてしまいかねないという指摘については、今後は、単にその 

企業の問題という側面だけではなく、社会現象の一面として取り 

上げるよう心がけたいと思う。取材していた時期は、ちょうど震 

災後のＶ字回復の頃で、経営者は、それほど大きな影響がまだ今 

の段階では出ていないと言っていたが、半年後や来年の年度末な 

どにどうなっていくのかを真剣に心配していた。製造業の盛んな 

中部地方で取材活動をしているわけなので、自動車産業だけでな 

く、他の産業や今後製造業がどういう部分を育てていくのかとい 

うことも含めてフォローしていきたいと思う。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ ９月１６日(金)の金とく「ＳＫＥ４８の新・明るい農村」は、「明るい農村」という

タイトルにひかれて見た。タイトルと内容がマッチしていてよかった。水着で海の中

に飛び込んでいく場面から始まったので、ただ、わあわあ言いながら終わってしまう

のではないかと懸念したが、まじめに農業体験をしており、農家の人が、ＳＫＥ４８

のメンバーに、農業とはどういうものか、またどういう気持ちで農業に取り組んでい

るのかについて作業の合間や食事の際に懇々と語り、やりとりしている様子が非常に

よかった。また、酪農の専門的な用語について、説明を加えるなど構成は評価できた。



6 

 

しかし、全体的には、どういった層を対象にして、何を伝えたいのか、理解できなか

った。第２弾では、食育を含めた内容で制作してもらいたい。 

 

○ 金とく「ＳＫＥ４８の新・明るい農村」は、「明るい農村」という言葉に懐かしい思

いがして見た。そういった懐かしい番組名とＳＫＥ４８との組み合わせが、ユニーク

で素直に見入った。１０代の女の子が牛舎に入ってワラの整理をしたりする様子など

非常におもしろかった。 

 

○ ９月３０日(金)の金とく「愛知用水一直線～谷本歩実が歩く１１２キロ～」では、

谷本さんが、愛知用水沿いを歩きながら、その仕組みや近辺の産業、稲作、生態系の

維持などのレポートをしていて、非常におもしろかった。ただ、欲を言うと、当時、

工事や企画立案に携わった人には、まだ生きていると思うので、当時の苦労話などを

聞けたら、なお一層厚みが増したのではないか。 

 

○ １０月２日(日)のＮＨＫスペシャル「巨大津波 その時ひとはどう動いたか」は、

防災のあり方を人間の心理面から捉えた、非常にユニークな番組だった。宮城県名取

市閖上地区の取材を中心として組み立てられていたが、韓国の地下鉄火災事故の事例

を元に、危険が迫っているが危険だと認識しない心理について説明しており、非常に

怖いと感じた。また、一人暮らしの老人を助けに行って、妻を亡くした方を紹介して

おり、その「愛他行動」に対し、東京女子大学 広瀬弘忠名誉教授（災害心理学）が

「美談ではあるが、特別視してはいけない。大災害の中では、人を助けようとして、

自分が災害に巻き込まれてしまうケースがしばしばあり、そのことを肝に銘じ、この

災害の教訓として考えるべきだ。」と明言していたのが印象深かった。１丁目、２丁目

と地図をたどりながら、避難ルートによる心理状態を追っており、非常にわかりやす

かった。今回の大震災は大きな犠牲を伴ったが、人間の災害時の行動を一つ一つ解き

ほぐし、次の防災体制を考えていく一助にすべきだと感じた。 

 

○ ＮＨＫスペシャル「巨大津波 その時ひとはどう動いたか」を見て、今後被害を

小限に食い止めるためには、ハード面の対策だけでなく、人間の心理面もよく考えて、

いろいろな対策や教育をしていかなければいけないと感じさせられた。 

 

○ ＮＨＫスペシャル「巨大津波 その時ひとはどう動いたか」を興味深く見たが、宮

城県名取市閖上地区の人口の数値は発災時間帯なのか、住民票による夜間在宅時なの

か、また、海抜や、海からの距離などがわからなかった。そうした基礎データが明示

されれば、よりわかりやすかったのではないか。今後の防災にも生かされる報道を引
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き続き行ってほしい。 

 

○ １０月９日(日)のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「“帰宅困難 １４００万人”の

警告」を見て、災害時に社員を帰宅させるのではなく、「その場にとどまることが原則」

だとわかり、自分自身も的確な指示を出すべきだと悟った。東京都港区の取り組みを

紹介していたが、今は大震災からまだ月日がたっていないので、関心が高いものの、

時間の経過とともに風化していく傾向があるので、時々こういった意識喚起・啓発を

促す放送をしてほしい。 

 

○ ＮＨＫスペシャル 東日本大震災「“帰宅困難 １４００万人”の警告」では、帰宅

したい理由は家族との安否確認のためだと紹介していたが、自社でも子どもを持つ母

親も多く働いているので、新たな課題があることがわかった。また社員を会社にとど

まらせた場合には、備蓄品をどうするのか、または一般市民に開放する場合にはどの

ような対応をするのかなど、現在マニュアルが整備されておらず、今後検討しなけれ

ばならないと身につまされる思いがした。経営が厳しい時代の中、備蓄品をはじめ予

算面でどう対応していくのか、他山の石としてとらえた。 

 

○ ＮＨＫスペシャル 東日本大震災「“帰宅困難 １４００万人”の警告」を興味深く

見た。専門家は会社にとどまるほうがいいと断言していたが、想定より震度が大きく、

会社の建物に大きな損傷があった場合などには、はたしてとどまったほうがいいのか

どうか心配になった。地震による火災および交通渋滞により、消防自動車の到着が遅

れて火災が拡大することも予想され、道路の整備の必要性などについても考えさせら

れた。千葉県浦安市のテーマパークが紹介されていたが、海岸に近く津波に弱い所で

は、どういう防災が必要なのかが大変気になった。東日本大震災の場合、津波による

火災は、プロパンガスと車、重油タンクが火元だと言われているが、大都市ではあま

り使われていないプロパンガスや、重油タンクがどのように、どの程度の火災を起こ

すのか想定をしておかなければいけないなど、いろいろな課題があることを感じた。 

 

○ ９月１８日(日)、２５日(日)のＥＴＶ特集「シリーズ 原発事故への道程（前・後

編）」は、前編は原子力発電のれい明期から大量建設時代の 1970 年代まで、後編はそ

れ以降から現在までの歴史を追って、非公開の会議の録音テープ、写真や記録を基に

構成されており、自分はすごい番組だと思った。しかし、原発開発は、日本の高度経

済成長を支え発展させてきたという捉え方と、非公開で行われた原発の建設について、

公表すべきだったのではないかという見方もあり、この番組の評価は二分しているの

ではないか。東京電力福島第一原子力発電所は、なぜ海抜１０メートルという低い所
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に建設したのか、なぜ発電機を地下に作ったのかなどについて解明しており、大変興

味深かった。また、当時、学者と国との間で、見解や立場の相違から対立があったこ

となどが浮き彫りにされていた。愛媛県の伊方原発訴訟について議論されていたこと

が、まさに今回の福島第一原発事故の問題点と一致しており、現実味をおびていた。

真実がよくわかる番組だったので、もっと早い時間帯に編成し、再放送もしてほしい。 

 

○ １０月１６日(日)に再放送していたＥＴＶ特集「ネットワークでつくる放射能汚染

地図～福島原発事故から２か月～」を見た。元独立行政法人労働安全衛生総合研究官・

木村真三博士を中心として、東京電力福島第一原発の事故の直後から、現地を回って

放射能レベルを測り、データを細かく取って汚染地図を作っていたが、ＮＨＫの取材

陣も同行していたようで、被ばくの危険を冒しながら、とても大変だったのではない

だろうか。現地に行けず、遠くで心配をしている者にとっては、テレビを通して実態

を知ることができ、放射能の汚染が、まだらに飛んでいることもよくわかり、迫力が

あってとてもよかった。調査の取り組みだけではなく、福島の農業・酪農業の人をは

じめ、自宅より避難所の方が放射能レベルが高かったという話などから、事故直後を

含む２か月間の住民の苦悩がよくわかった。衝撃的だったのは、養鶏場の映像だった。

初に取材した時には、痩せてはいたが餌をついばんでいたニワトリが後日、死体と

なって、箱に山積みになっており、自然と共存してきた養鶏業、農業に携わる人が、

自分たちの責任ではないのにひどい状況に追い込まれている様子は、本当に胸に迫る

ものがあった。原発の問題は、今後も刻々と変わっていくと思うので、適宜追ってい

ってほしいと切実に思った。 

 

○ ９月３０日(金)の静岡流「巨大津波から命を守る」では、東海地震による津波発生

のシミュレーション映像が、大変現実的で、関心深い内容となっていた。ただ、津波

の到達時間が東日本大震災の際よりもかなり早いというのは、おそらく震源域から近

いからだと思うが、結果だけが示されていたので、その根拠となる理由が知りたかっ

た。また、地域住民自身が防災に取り組まざるをえない状況にあることを、行政に対

する批判をせずに伝えていて、よかったのではないか。掛川市や南伊豆町での住民の

津波に対する取り組みについても非常によくわかった。県の担当者の、津波がどの程

度まで来るという想定は今の段階ではできないという発言があったが、県民や国民は

もっと具体的に知りたいのではないか。研究者は海底の変化から仮説の理論を立てて

いるが、必ずしもそういうことを聞きたいわけではなく、こういう震度の場合にはこ

れぐらいの津波が来るという具体的なことを知りたいのではないかと思った。 

 

○ ９月２４日(土)のもしも明日…「我が子に虐待を始めたら」（総合 後 9:00～10:13）
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は、ドラマを見ながら、虐待経験のある人と受けた人がスタジオで語りながら進めて

いたが、虐待を受けた人が自分の子どもに虐待してしまうというサイクルがドラマに

よって、よりリアルにわかった。ドラマで石野真子さん演じる同じマンションの住人

が、親子の間に介入するシーンは、少し現実離れしているように思えた。もし、あの

ような隣人がいれば、虐待は未然に防げるのではないか。なぜ 近虐待が増えている

のかについて、ドラマでは夫の協力が得られず、自分一人で育児をしなければならな

くなったことが原因だという単純な描き方だったが、虐待に至る原因は複雑化してき

ているので、もう少し時間をかけて、掘り下げてほしかった。 

 

○ これまで、虐待の報道を見て、若い人へ非難の意識しか持っていなかったが、もし

も明日…「我が子に虐待を始めたら」を見て、虐待に至る経緯の一例がわかった。相

談する相手がいない寂しさあるいはストレスの蓄積などから子どもに手を出してしま

うことが描かれていた。自分の子どもの頃を思い出すと、当時は近所同士の交流が極

めて密であり、近所の人同士が親戚のような深いつきあいをしていた。当時子どもを

虐待するという話題はなかったと思う。そういった意味で、ご近所づきあいなどのコ

ミュニケーションの重要性を実感した。虐待に至る背景を、個々に見ていく必要があ

ると考えさせられ、大変いい番組だった。 

 

○ もしも明日…「我が子に虐待を始めたら」のドラマ部分では、虐待に至ってしまう

若い母親の現実がよく表現されていた。格差社会の中で、進学・就職ルートから外れ

てしまい、仕事もなく周囲の支援も得られず、一人で子どもを育てていくうちに、虐

待してしまう実態が非常によく出ていた。また、スタジオのディスカッションの場で

は、虐待に陥る心理状態について語っていた。当事者のナマの声という意味で衝撃的

だったが、現実を受け止めるという面で多くの人が関心を持ったのではないか。出演

者の１人が、子どもを叱ることについて、子どもの受け止め方について深く考えて、

番組が進むにつれ変化してきた様子が印象的だった。また、山梨県立大学・西澤哲教

授は、実際に的確なコメントをしていてよかった。 

 

○ １０月８日(土)のＮＨＫスペシャル「日野原重明 １００歳 いのちのメッセージ」

は、日野原さんの、100 歳になっても、聖路加国際病院の理事長を務め、前向きな気

持ちを持ちながら、子どもたちに命の大切さを訴えかけ、また認知症の静子夫人に寄

り添い、そして 110 歳に向けてチャレンジする気持ちを持ち続けている姿に、すごい

と思うとともに、あやかりたいとも思った。末期ガン患者とのふれあいが紹介されて

いたが、絶筆となった日記に日野原さんの名前を交えた言葉が残されており、その様

子はとても感動的だった。 
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○ ＮＨＫスペシャル「日野原重明 １００歳 いのちのメッセージ」を見た。私自身、

日野原さんの教え子であり、昔から現場主義の方ではあったが、患者と接する日野原

さんの表情や言葉の中に、一段と生き方が感じられ、何かを越えたような存在感を出

されていると思った。夫人が認知症になり、治療にケア的なものをプラスし、パート

ナーとしてどのように接していくのかという姿には、医師としての人間性が感じられ、

すばらしいと思った。認知症の予防および進行を抑えるためには、家族がどうケアし

ていくのか、よいケアを行うことが効果的だとされているが、それを実際に見たよう

な内容で、とてもすばらしかった。１年間におよぶ取材だったが、100 歳になっても、

あちこちに講演などにも出られている姿を見て、あのような生き方ができたらいいと

思った。 

 

○ １０月１６日(日)のＮＨＫスペシャル「国境の海～日中 知られざる攻防～」では、

昭和５０年代の初めから、中国人民解放軍の幹部と定期的に行われていた中政懇とい

う懇談会の記録を再現しており、大変興味深い内容だった。沖縄県・尖閣諸島周辺で

の中国漁船と日本の巡視船との衝突事件をめぐる事件などの日中間の表面的な対立だ

け見ていると、なぜ中国側があのような行動を取っているのかわからなかったが、こ

の番組を通じて、中国側の考えがとてもよくわかった。 近の中国の考えなどを日本

の世論にも伝えなければいけないと改めて思った。番組内容が、中国との対話の秘録

の紹介という深い内容だったのに対し、「国境の海」というタイトルでは、表面的な番

組だと誤解されるので、残念だと思った。また、日本の自衛隊ＯＢが中国と定期的に

会談をしているが、この予算がどこから出ているのか、日本にとっての位置づけなど

も知りたかった。 

 

○ １０月１７日(月)、１８日(火)のクローズアップ現代「シリーズ 地域に探る“未

来へのヒント”」は、現在、多くの人が日々の生活の不安を抱え、不安社会になってい

ることがとても鮮明に描かれていた。また、日本を支えてきた多くの雇用の場がアジ

アをはじめ海外に出ていき、特に中小企業が集団でアジア諸国に出て、雇用の空洞化

という問題に直面している中で、これから自分たちはどのように生きていけばよいの

か、東京一極集中という中で地方に住む人々はどうやって生きていけばいいのか、そ

ういう不安が日本中にあふれているのではないかと感じた。すでに大量生産・消費の

時代は終えんを迎え、いつか誰かが何とかしてくれるだろうという、大企業や行政任

せの時代から早く脱却し、自分に何ができるのか、何をすべきなのか、どうやって将

来を生き抜いていくのか真剣に考えていかなければならないと感じた。日本だけでは

なく世界が今後向かう方向性についても、この番組の中には描かれていたのではない

か。１７日(月)の「“自給力”～食とエネルギーを自給する暮らしの可能性～」では、
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経済評論家の内橋克人さんが提唱する、“ＦＥＣ自給圏”の形成（Ｆは農業や食料、Ｅ

はエネルギー、Ｃはケア・人間関係・介護）、つまりＦＥＣを一体として一定の地域内

で自給圏を形成していくことが新たな雇用の機会を作っていくという内容は非常に興

味深いものだった。また、１８日(火)の「地方を変える“コミュニティデザイン”」で

は、おそらく全国の地方が同じような問題を抱えていて、どのようにすれば住民が自

分たちの街に誇りを持ち、地域の活性化ができるか、いかに住民の本気を結集させ、

持続させていくことができるのか、また、地域内のコンセンサスの維持など、大変難

しい問題が山積みとなっていて、なかなかうまくいっていないのが現状だと思う。今

回紹介していた宮崎県延岡市が今後どのように発展していくのか、引き続き取材して

ほしい。 

 

○ １０月１９日(水)のクローズアップ現代「宇宙と生命の謎に迫れ～巨大望遠鏡の挑

戦～」では、日本人が中心となって、南米チリの高地にアルマ望遠鏡という電波望遠

鏡を建設し、そこで研究を開始したプロジェクトがあることを紹介していたが、とて

もロマンを感じて見た。今までの光学望遠鏡とは異なり、ガスや塵までも鮮明に映し

出され、その成分の分析ができるため、宇宙の物質がわかってくるということに感心

した。また、アミノ酸が発見されれば生命の起源にも迫ることができるということも

わかり、宇宙への関心が一段と高まった。 

 

○ ４０代、５０代の女性に特化した番組から意見を述べる。「あさイチ」では、これま

でに脇汗など有働由美子アナウンサーの歯に衣を着せぬ発言などとてもおもしろく見

ている。９月２６日(月)は「キラキラ４０“閉経”を語ろう」というテーマで、閉経

前後のいろいろな苦しみや悩みを取り上げていた。女性の悩みに産婦人科医などから

いろいろなアドバイスを膨らませ、参考になった。これを録画して、パートナーと一

緒に見てくださいという趣旨なのかと思っていたが、１０月１９日(水)の「キラキラ

４０ セックスレス 拒否する女性たち」は、さすがに夫婦で一緒に見るにはちょっ

とつらいテーマで、心の準備がいると思った。では、４０代の女性が１人で見ること

が前提であるならば、こうしたテーマの場合、どういう時間帯が適しているのかと考

え、この年代のスタッフにも聞いてみたところ、やはりこの時間帯で、なおかつ有働

アナウンサーが自由に話すのがよいという意見が大半だった。いろいろな批判もＮＨ

Ｋに来ているかもしれないが、めげずに続けてほしい。 

 

○ 「歴史秘話ヒストリア」は、有名無名に関わらず、なかなか知ることができない歴

史の秘話を大変わかりやすく、また興味をかき立てられながら楽しむことができる。

長時間の歴史ドラマも見応えがあるが、短い時間にきっちりとしたストーリーととも



12 

 

に、新しい発見と感動が込められていると思う。９月２８日(水)の「お茶パワー 戦

国を動かす～千利休と豊臣秀吉 友情と別れ～」では、秀吉が千利休の客人を持てな

す心に感動した話と、逆に、秀吉と利休の決定的な離反になった話を紹介していて、

大変興味深かった。また、１０月５日(水)の「関ヶ原 知られざるヒーローたち～戦

国乱世に咲いた男の華～」では、大谷吉継、福島正則、吉川広家など、なかなか主役

として、歴史ドラマで描かれない人々の、恩義やプライド、あるいはお家事情など、

そこに入り交じる人間模様が非常にコンパクトに、かつ興味深く描かれていた。ぜひ

これからもこういった番組を続けてほしい。 

 

○ １０月１日(土)から始まった、土曜ドラマスペシャル「神様の女房」（総合 後 9:00

～10:13）は、配役がとてもよかった。特に松下幸之助の妻役の常盤貴子さんをはじめ、

その父親役の津川雅彦さんなど、いわゆる芸達者な人が脇を固めていた。物語全体も

ユーモアがあり、非常にテンポがよくて、３回ともあっという間に終わったという印

象だった。こういうドラマは往々にして成功者のサクセスストーリーで、途中で見な

くなるのだが、このドラマは、伝説の成功者である松下幸之助の素顔をかなり赤裸々

に描いていて大変よかった。ただ１つだけ注文すると、ドラマでは日本が一番厳しか

った終戦後に、よい暮らしをしていたが、実際にそうだったのか、庶民の目から見る

と違和感が多少あった。 

 

○ １０月８日(土)の「ナインティナインのいっちょまえ！」（総合 後 11:30～11:59）

を見たが、よくわからない番組だった。マナーや礼儀作法を中心に行うのかと思って

いたところ、作家・伊集院静さんに話を聞きにいったり、矢部浩之さんが岸和田だん

じり祭に行ったり、札の数え方や祝儀袋のことなど、関連性がよくわからなかった。

伊集院静さんとの会話で少しなるほどと思った部分はあったが、もう一度見たい番組

ではなかった。 

 

○ 「プロフェッショナル 仕事の流儀」が再開し、１０月１０日(月)の「プロフェッ

ショナル 仕事の流儀 ＳＭＡＰスペシャル」（総合 後 7:30～8:43）と１０月１７

日(月)の「“生きたい”ただその願いのために～血液内科医・谷口修一～」を見た。「Ｓ

ＭＡＰスペシャル」については、ＳＭＡＰであることをやめないでいることの意味あ

いについて、メンバー１人１人が語っているのを見て、彼らが２０年後もＳＭＡＰで

あり続け、どうなっているのかを見たいと思った。ただのアイドルではない姿に好感

を持った。「“生きたい”ただその願いのために～血液内科医・谷口修一～」では、血

液のガンと対じしている谷口先生が、自身のつまずいた経験があって今があるという

ことを淡々と語っていた。患者の容体が急変し亡くなってしまったが、毎日死と直面
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している姿から、まさにプロフェッショナルとはこういうことなのだと思った。 

 

○ １０月１９日(水)のためしてガッテン「夢に見た！たるみ解消 美ボディー実現の

科学技」もタイトルに非常にインパクトがあって見た。３Ｄで体をＣＧ化して見せて

おり、三段腹や三段背中、腹部に浮き輪が乗るなど、どの女性にも何か心当たりがあ

る話で、そのメカニズムなども非常にわかりやすく解説していた。ただ、気になった

ことがあった。体脂肪率の高い女性と低い女性の体型を比較し、体脂肪率が高い女性

はしっかりとボディができているので、体脂肪率との因果関係はないと言っており、

後に、たるみは筋肉の中に脂肪が入ってくる状態だという話で、矛盾を感じたので、

もう少し整理してほしかった。また、 近の日本の女性はタンパク質の摂取が少ない

ことが問題になっていると紹介していたが、まとめの際に、タンパク質の話が出ない

まま終わってしまっており、優先順位が少し異なっていて残念だった。 

 

○ １０月２０日(木)の「ニュースウオッチ９」では、大越健介キャスターが野田佳彦

総理大臣の本音に迫るというインタビューがあったが、増税や沖縄・普天間基地、震

災復興などについて、かなり鋭く切り込んで聞いていた。また、中曽根康弘元総理大

臣が「リーダーに望むこと」としてＶＴＲで語っており、あわせてよかった。特に、

震災復興に関する意気込みについてのやりとりは印象的だった。 

 

○ 「セカイでニホンＧＯ！」は、日本人の発想力や、死に方を考えた“終活”、あるい

は“変換力”などをテーマに、いろいろな切り口で日本の弱味や強味を討論する番組

で興味深く見ている。テーマに即したビデオを見ながら、ゲストの討論という流れと

なっており、いろいろな分野や国籍などからゲストを選んでいるようだが、内容によ

っては、レベルが違い過ぎるという感もあり、番組としてまとめるのは難しそうだ。

ややもすると、取りとめのない会話を聞いている感じがし、司会者もあえてまとめよ

うとしていないため、もう少しコーディネーター的な役割を果たしたほうが見やすい

のではないかと思った。１０月２０日(木)の「セカイが学んだニホンを学べ！」は、

終回で番組の総まとめといった部分が 後にあったが、あまりに時間が短かすぎて、

個人個人の意見を出し合っただけに過ぎず、総括的なものが見られなかったのが少し

残念だった。切り口としては非常におもしろく、日本人が自信を持って独自性をより

高めていきたいと思えるような内容だったので、こういった時代だからこそ、ぜひも

う一度番組を再開してほしい。 

 

○ 「ディープピープル」の放送が終わったのがとても残念だ。手の内を見せ合うだい

ご味や、どこまで見せるかという綱引きのようなところがおもしろいと思っていたの
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で、ぜひまた、再開してほしい。 

 

○ ９月７日(水)の「櫻井翔の“いま そこにいる人々”＜命の現場＞」の再放送（９

月２６日(月)）を見た。北海道の家庭医と広島の在宅医療の２人のドクターを櫻井さ

んが訪問する中で、今の医療の問題が見えてきて、非常にいい内容だった。いずれの

医師も、大変な仕事ではあるものの「人に興味があって、人が好きだから」という思

いで、治療をしながらも普通の生活ができるようにと必死に取り組んでいた。そのよ

うな観点を持つドクターが増えたら、もう少し医療も変わってくるのではないかと思

った。また、患者の死後、家族が悲しみを乗り越えていくためのサポートにも同行し

ていていたが、こういった面でも家族の問題が非常に大きいと考えさせられた。 

 

○ ９月２５日(日)の日曜美術館「雨の夏草 風の秋草～坂東玉三郎 酒井抱一をよむ 

～」は、出色の出来で、改めて世界が広がった。テレビの美術番組の放送を見て、こ

こまでの思いになることがあまりないが、本当によい番組だった。 

 

○ １０月１６日(日)のＥＴＶ特集「この世の名残 夜も名残～杉本博司が挑む“曾根

崎心中”オリジナル～」は、現代美術作家・杉本さんの演出により、とてもシンプル

で、不思議な空間の中で、原作のままでなおかつ一人遣いの人形を使って行う文楽へ

の取り組みの様子を密着しており、大変興味深く見た。実際の舞台中継の放送はない

のだろうか。 後のフランス人との懇談の場面について、日本人は海外の反応を見せ

たがるが、価値は見る側が判断できると思ので、フランス公演が決まったというよう

な情報はテロップで済ませ、たとえば三味線と義太夫の合わせるところなどを見せて

もらったほうがよかった。 

 

○ １０月１８日(火)は、中日ドラゴンズの優勝決定戦となった試合がラジオ第１に加

え、ＢＳ１でもマルチ編成しており、ファンにとっては、うれしかった。 

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

 番組審議会事務局 
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平成２３年９月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会（議事概要） 

 

９月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、１６日(金)、ＮＨＫ名古屋放送局において、

１１人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、平成２３年度後半期の国内放送番組の編成と平成２４年度の番組改

定について説明があり、放送番組一般を含めて活発に意見交換を行った。最後に、業務

報告および１０月の番組編成、放送番組モニター報告、視聴者意向について説明が行わ

れ、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委員長    奥野 信宏 （中京大学総合政策学部教授） 

副委員長   木宮 健二 （学校法人常葉学園理事長） 

委員     秋元 祥治 （特定非営利活動法人 Ｇ－ｎｅｔ代表理事） 

伊藤 一美 （特定非営利活動法人 子ども＆まちネット理事長） 

大林 重治 （のと共栄信用金庫理事長） 

奥村 隆司 （（株）べにや旅館代表取締役社長） 

金森 昭夫 （中日新聞社取締役管理局長） 

陶  智子 （近世文化研究家） 

杉浦 宇子 （弁護士） 

立花 貞司 （トヨタホーム（株）取締役会長） 

村本 淳子 （公立大学法人三重県立看護大学理事長・学長） 

 

（主な発言） 

＜「平成２３年度後半期の国内放送番組の編成」および 

「平成２４年度の番組改定」について＞ 

 

○ Ｅテレの深夜の時間帯が若者向けの強化ゾーンとなっているが、学生等の場合は、

アルバイトなどを終えて帰った後に見られるような時間帯に、例えば「きょうの料理

ビギナーズ」のように、シンプルかつ短時間で、一般常識やマナーを伝える若者向け

番組を編成してはどうか。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ７月２９日(金)、３０日(土)のＮＨＫスペシャル「未解決事件 Ｆｉｌｅ．０１ グ

リコ・森永事件」（総合 29 日(金)後 7:45～8:58、30 日(土)7:40～8:53、9:10～10:23）
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を見た。ＮＨＫの長期取材によって、新たな事実の掘り起こしがあり、とても印象的

な番組だった。元毎日新聞の記者が「犯人が挙がらなかったから、今の閉塞感が漂う

日本になったと思う」と述べていたが、この事件以降いわゆる事なかれ主義の風潮が

横行してきたという意味では、残念ながら正しい発言だと感じた。また、広域捜査に

おける警察間の縄張り意識や、縦割り組織による弊害、現場と上層部間がかい離して

いく現象は、ビジネス界、特に大企業でもありがちだと思った。一般社会においても、

今後の教訓としなければならないことが多く含まれ、とても勉強になった。あえて注

文するとすれば、模倣犯が出ないよう、捜査技術の発達、あるいは捜査体制が改善さ

れ、現在なら逮捕の確率が高いと警告すべきだと思った。その意味では声紋分析技術

の発達を報道したのは大変よいが、加えて警察庁長官やそれに準ずるような警察トッ

プがインタビューに応え、広域事件に関しての各都道府県警察の連携体制などの現況

を伝えれば、よりよかったのではないか。 

 

○ ７月３０日(土)のＮＨＫスペシャル「未解決事件 Ｆｉｌｅ．０１ グリコ・森永

事件」の第２部「消えた“かい人２１面相”」と第３部「目撃者たちの告白」は、大変

よくできていた。実録ドラマでは、ほぼ実際に近い記者クラブが再現されており、特

に新聞社同士の駆け引きや警察幹部との取材のやり取りは、真に迫っていた。新しい

声紋結果については、ＮＨＫの取材力の成果だと思った。当時の大阪府警本部長が取

材に答えていたが、警察はあの事件の失敗から何も学んでいないのではないか、また、

警察組織としてあの教訓をその後生かしていないのではないかと思った。第２、第３

の未解決事件の検証を期待している。 

 

○ ＮＨＫスペシャル「未解決事件 Ｆｉｌｅ．０１ グリコ・森永事件」の第３部「目

撃者たちの告白」を見た。現場の捜査官の意見を着実に取り上げており、まさにドキ

ュメンタリーだと感じた。捜査の途中からは、現場と指揮する立場の意識の違いが表

れ、また、広域捜査において本来連携すべき地域間の連携ができていなかった点や、

捜査の総括がいまだに全くできていない点などには大変驚いた。元滋賀県警の捜査員

が「時効がなければ逮捕できた」と言っていたが、その言葉の根拠となる捜査状況が

わかると、時効やその他問題点も引き出せたのではないだろうか。 

 

○ ＮＨＫスペシャル「未解決事件 Ｆｉｌｅ．０１ グリコ・森永事件」を、大変興

味深く見た。警察の捜査力を信じていたが、放送局の取材によって新たな事実が判明

するのはいかがなものかと、ある種の憤りを感じた。ツイッターを見ながら、番組を

見ていたところ、元大阪府警本部長のコメントについては、ツイッター上でも非難の

意見が多く書き込まれていた。 
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○ 長時間番組だったが、ＮＨＫスペシャル「未解決事件 Ｆｉｌｅ．０１ グリコ・

森永事件」をすべて見た。滋賀県警の本部長が自殺をするなどいろいろな事件があり、

その背景で警察と企業の間には、報道機関には知らされなかった情報などがあったの

ではないかと推測したが、この一連の事件を教訓に、報道機関も試行錯誤して報道す

るようになったのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

 ＮＨＫスペシャル「未解決事件 Ｆｉｌｅ．０１ グリコ・森永事件」 

については、７５分間の番組が３回という、通常の「ＮＨＫスペシャル」 

にはないサイズとなった。この番組については、ディレクターと記者そ 

れぞれのグループ間の連携が密に行われ、いわば総合力で勝負した番組 

だったと思う。ディレクター側はこれまでにない、ドラマとドキュメン 

ト、あるいは当事者のトークなどをうまく連動させる番組づくりを目指 

した。記者は、これまでにわかっていなかった新しい事実を証言で発掘 

していく。そういう中で、新たな真実が出てきて、それらがミックスす 

ることによって、当初考えていなかったスケールの番組となった。今後 

も第２、第３の未解決事件を取り上げていく予定だ。 

 

○ ９月４日(日)のＮＨＫスペシャル「脳がよみがえる～脳卒中・リハビリ革命～」の

再放送（９月１３日(火)）を見た。リハビリを進めることによって神経回路を作って

いくプロセスが非常にわかりやすく説明され、患者にとっても新しい視点で紹介され

ていたと思う。また、鹿児島大学医学部の取り組みが紹介されていたが、東京ではな

く、地方の取り組みを紹介することは、興味深かった。特に、脳と神経回路の関連性

を解き明かし、それを治療にどう取り入れていくのかという点など、大変見応えを感

じた。 

 

○ ＮＨＫスペシャル「脳がよみがえる～脳卒中・リハビリ革命～」は、藤田太寅元Ｎ

ＨＫ解説委員が４年前に脳卒中で倒れた講演会の会場に居合わせていたので、当時の

ことを思い出しながら見た。藤田さんが鹿児島大学医学部の川平和美教授を訪れ、リ

ハビリの指導を初めて受けた日に、４年間できなかったことができたことには大変驚

き、元気に快復した様子が見られてうれしかった。リハビリの苦しさを藤田さん自身

も経験しているので、非常に生々しい言葉として伝わってきた。また、褒めるという

ことが回復につながることも興味深かった。全国で約 280 万人いるといわれる脳卒中

患者にリハビリが十分行き届くようになるよう、回復のメカニズムが解明されていけ
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ばいいと思った。 

 

○ ＮＨＫスペシャル「脳がよみがえる～脳卒中・リハビリ革命～」は、2010 年３月２

８日(日)に放送された「人体“製造”～再生医療の衝撃～」と同様に、非常に驚いた

番組だった。進行を務めた藤田さんが、指で輪を作ることが４年間できなかったのに、

たった１０分間のリハビリでできるようになったのは、手品でも見ているようで驚き

だった。また、長い間、辛い思いをしてきた患者が快復した時の感動の言葉や表情は、

脳卒中だけでなく、病気と闘っている患者に対しても、とても明るい希望を与えたの

ではないか。 

 

○ ＮＨＫスペシャル「脳がよみがえる～脳卒中・リハビリ革命～」には、大変驚かさ

れた。発症から６か月を過ぎるとマヒは一生残るとされてきたが、リハビリによって、

回復が可能な様子が紹介されていた。今後は、医療保険の適用期間などの制度面から

も追求していってほしい。また、神経系により効果的な働きかけができる方法につい

ても取り上げてほしい。 

 

○ ９月１１日(日)は、東日本大震災発生から半年ということで、震災関連の番組を２

つ見たが、いずれも大変よい番組だった。ＮＨＫスペシャル「巨大津波 知られざる

脅威」（総合 後 9:00～9:58）については、なぜ津波で水のある場所にあのような大き

な火災が発生したのか、疑問だったが、そのメカニズムを明確に解明していた。また、

火災の起こっている海で漂流し、生存した漁師を探してきたことにも感心した。また、

宮古市田老地区の防潮堤について、防潮堤が高いことで視界を遮ってしまい、内側に

いる町民にとっては逆効果だったと紹介していたが、マイナスの効果の面だけでなく、

実際はあの防潮堤が多少は、津波の威力を弱めたのではないかという点にも触れたほ

うがよかった。 

８月１４日(日)のＥＴＶ特集「アメリカから見た福島原発事故」の再放送は、大変

ショッキングな内容だった。アメリカのＧＥ（ゼネラル・エレクトリック）社の元技

術者の「事故がおきた東京電力福島第一原子力発電所は、欠陥商品で、危険性につい

てわかっていた」という証言が衝撃的だった。また、日本の原発はすべて海岸沿いに

あるので、アメリカの安全基準が日本には通用するとは限らないという指摘があり、

まさにそのとおりだと思った。事故は天災ではなく、さまざまな人為ミスにより、当

初からの問題がそのままにされた結果、起きたものだということがわかり、とても参

考になった。また、元研究者や技術者などによく取材できたと感心した。 

 

○ ＮＨＫスペシャル「巨大津波 知られざる脅威」では、津波火災のメカニズムなど
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について初めて知った。また、宮古市田老地区へボランティアで訪れ、防潮堤の実物

を見て津波の威力を実感してきた。この防潮堤は、長さ・高さ・二重構造といった形

で防災に取り組んできていたものだが、その防潮堤を越えた津波の恐ろしさを、映像

を見て改めて感じ、想定外という簡単な言葉では言い表わせないさまざまなことを教

えてくれる番組だった。 

 

○ ＮＨＫスペシャル「巨大津波 知られざる脅威」は、奇跡の生還を果たした人たち

の証言をはじめ、津波の映像にも驚きと怖さを感じ、手が止まって引き付けられて見

た。そして、想定外という言葉だけでは表現できない現実を改めて突き付けられたよ

うな番組だった。ただ、これから新しく再生していけるという期待感が持てる内容に

なっておらず、残念だった。福井県には１４基の原発があるが、今回の想定外のさま

ざまな事故を見ていると、福井に住む者としては、防潮堤は低く、不安を感じ、少し

暗くなり、つらい思いが残る番組でもあった。 

 

○ ８月２７日(土)のＮＨＫスペシャル シリーズ日本新生「どう選ぶ？わたしたちの

エネルギー」（総合 後 7:30～10:13）では、電力を確保するために、日本全体で今後

どのように新しいエネルギーに取り組んでいけばいいのかを深く掘り下げていた。国

民が暮らし方について見つめ直し、もう一度原点に立ち戻ることにより、問題点が見

えてくると感じさせられる内容で、非常に見応えがあった。 

 

○ ９月１０日(土)のマイケル・サンデル 究極の選択「震災復興 誰が金を払うのか」

（総合 後 9:02～10:15）を見た。震災復興の費用を誰が支払うのかというテーマもよ

く、東京のスタジオとアメリカ、中国と３元中継していたが、今注目を浴びており、

非常に興味深かった。現代の若者たちがどこまで掘り下げて考えるか、また、限られ

た時間の中で、人の意見を聞きながらどのように判断し考えていくのかという視点で

見ていたところ、若者がそれぞれの国の状況なども踏まえ、若者なりに真剣に語り合

い、それをマイケル・サンデル教授がうまく引き出しながら進行していて、大変おも

しろかった。また、主張の少ない今の若者の深い部分をいかに探り出していくのかに

ついてもよくわかり、大学など教育の場でも参考になると思った。 

 

○ 「名曲アルバム」の美しい映像と音楽を楽しんでいるが、８月１２日(金)の「名曲

アルバム３５周年スペシャル」（総合 後 10:00～10:43）では、その収録や制作方法を

紹介しており、１曲ごとにアレンジして収録していることや、各地を回って撮影して

いることなど、スタッフが大変な作業を長期間行ってきたことを知って驚いた。これ

からも「名曲アルバム」はぜひ続けてほしい。 
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○ 「名曲アルバム３５周年スペシャル」では、ＣＤ編集ではなく、オーケストラが演

奏し収録していることなど知ることばかりで興味深く見た。ただ、司会の１人にまだ

若いタレントが出演していたのには、違和感があった。「名曲アルバム」のようなＮＨ

Ｋでなければ作れないと思える番組は続けていってほしい。 

 

○ ８月６日(土)のＮＨＫスペシャル「原爆投下 活（い）かされなかった極秘情報」

（総合 後 9:00～9:58）に大変感動した。日本軍ではアメリカ軍の特殊な動きを察知

しながらも、広島、長崎には伝わらず、空襲警報が出されなかったり、長崎・大村で

はＢ２９への追撃の準備ができていたにもかかわらず命令が出ないまま、第２の原爆

が投下され、被害を軽減できなかったという事実を資料や証言を元に明確に分析して

いた。参謀本部が情報を十分に開示しない、全体のことを考えない、自分自身の身を

いかに保全するかを中心に考えていたという点は、何となく現代の政治の姿に似てい

ると感じた。 

 

○ ＮＨＫスペシャル「未解決事件 Ｆｉｌｅ．０１ グリコ・森永事件」、ＮＨＫスペ

シャル「原爆投下 活（い）かされなかった極秘情報」は、過去に起こったことを今、

解き明かすという番組で、新たな事実を知り、いろいろ考えさせられることが多く、

こういう番組こそはＮＨＫならではだと思った。 

 

○ ７月１６日(土)のＮＨＫスペシャル「復活 ～山田洋次・ＳＬを撮る～」（総合 後

9:00～10:13）は、群馬県伊勢崎市の公園で長年、雨ざらしで展示されていたＳＬを修

復し、実際に運転再開させるというプロジェクトを紹介していたが、修復作業に携わ

る技術者の懸命な姿に感銘を受けた。山田監督がいまも保存されている満州の機関車

を見に、中国・大連を訪ねるが、その機関車の存在感はテレビを通しても十分に伝わ

ってきて、子どもの頃に魅せられたということがとてもよくわかった。名古屋市でも

ＳＬを走らせたいというアイディアが出ているようだが、煙や騒音などの環境面を考

えると、都市の中を走るのは難しいと感じた。 

 

○ ７月２１日(木)のクローズアップ現代「“市民ファンド”が被災地を支える」は、短

い番組だが、見応えがあった。自分が座長を務める政府のプロジェクトでも、東北に

集中的に補助金を出し支援しているが、それとも関連性があり、とても興味深かった。 

 

○ 「鶴瓶の家族に乾杯」は、その地域の人々の日常に入っていくところがおもしろく

いつも見ているが、８月８日(月)の「鶴瓶の家族に乾杯スペシャル～パラオ共和国～」
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（総合 後 7:30～8:43）では、リゾート地という印象が強いパラオに行くのであれば、

いつもとは異なるので、期待していなかった。しかし、パラオの歴史や住む人々の生

き方などに触れており、中でも、日本とパラオの深い関係を知ることができて、よい

学びの場になった。 

 

○ ８月１０日(水)の追跡！Ａ ｔｏ Ｚ「偽造医薬品を追え」は、インターネットで

薬を購入し、だまされることも多いという身近に起こりうるテーマだったので、関心

をもって見た。薬の成分のことなどを取り上げていて、人体への害悪の有無に関わら

ず、若い世代へきちんと知らせることが大切だと思った。インターネットで簡単に何

でも買えてしまう現代だが、その危険性を警告するような番組を引き続き制作してほ

しい。 

 

○ ８月１４日(日)のＮＨＫスペシャル「圓の戦争」（総合 後 9:00～9:58）は、とても

印象に残った番組だ。関東軍が、朝鮮銀行を通して圓を大量に発券し、戦費にあてて

おり、その錬金術を軸にいろいろな話が展開されていた。結果として、それらの政策

により日本政府の膨大な負債となり、インフレにつながり、さらには現在も当時の借

入金が負債として残っているという事実も知り、大変おもしろく見た。 

 

○ ８月１９日(金)の「朝鮮文化遺産 百年の流転～日韓・和解への模索～」（総合 後

10:00～10:49）では、李王朝時代の冠婚葬祭など主要な儀式や、城郭の修築、国家的

な事業を色鮮やかな図柄入りで詳細に綴った「朝鮮王朝儀軌」という本を紹介してお

り、その図柄の美しさ、詳細さに大変驚いた。現代に作られた物ならそれほど驚かな

いが、当時のことを思うと、その中に李王朝のプライドや魂が込められたものであっ

たのだろうと感じた。世界記憶遺産でもある「儀軌」だが、民族の誇りと象徴とまで

言われた「朝鮮王朝儀軌」がなぜ日本に持ち出されたのかという点は、非常に興味深

いものがあった。また、葬儀に関する「儀軌」が一番多く持ち出され、なぜ葬儀を特

別に取り扱ったのかについて解説されており、当時の苦悩がよくわかった。その他の

文献も数多く海外に流出しているようだが、単純に返還するのではなく、その歴史的

背景を知り、今後どういった関係を築けばいいのかをきちんととらえなければならな

い、非常に大切な問題だと思う。 

 

○ ８月２６日(金)のヒューマンドキュメンタリー「なにもない だから面白い～広告

は日本を変える～」（総合 後 7:32～7:58）は、ぜひ続編を見たいと感銘を受けた番組

だった。地域起こしのヒントがあり、また、なぜ携帯電話会社のＣＭに福井県一乗谷

が出てくるのか、その関連性など納得できたことも多かった。財政が厳しい地方行政
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を考えると、なぜ福井県はああいった大胆な取り組みに予算を付けられたのか、ある

いは、佐々木宏さんのようなクリエイティブディレクターを起用する意思決定に至っ

たのか、行政のキーマンの動きなどにスポットライトを当てると、さらにおもしろい

と思う。 

 

○ ８月２６日(金)のヒューマンドキュメンタリー「こうして８人が選ばれた」（総合 後

10:00～10:48）は、就職希望者が殺到する大阪の会社の採用面接に完全密着しており、

最終面接だけでなく、第一次面接から立ち会う名物社長の質問やその意図は大変参考

になった。震災を機に、学生の心理が変化し、それに社長も戸惑っている姿など、採

用する側と採用される学生との心の葛藤などがかいま見られ、大変興味深かった。た

だ、すでに入社している社員の定着率についても知りたかった。 

 

○ ９月３日(土)（総合 後 10:00～11:13）に放送された、もしも明日…「離婚の危機

を迎えたら」について、ＮＨＫではこういうテーマをどのように放送するのかという

視点で見た。ドラマとスタジオトークで構成されており、情報はいろいろあったが、 

全体的には、何が言いたいのか方向性がよくわからなかった。また、ドラマで一番シ

ョッキングだったのは、子どもの目の前で夫婦が言い争いをし、子どもが謝るシーン

だった。国や法律関係者の間では、離婚に際し、子どもの立場をどう守るかなど、子

どもの権利について議論されていることもある。番組では、子どもとどう向き合うか

といった点に絞るか、離婚という問題に大人がどう向き合うかというテーマで展開し

たほうがよかったのではないか。 

 

○ ９月９日(金)の渡辺謙 アメリカを行く「“９．１１テロ”に立ち向かった日系人」

の再放送（９月１０日(土)）を見た。昨年末にノーマン・ミネタさんに会ったことも

あり、親近感があって見たが、“９.１１テロ”の際に運輸長官を務め、英断をした人

物であったと、この番組を通じて当時の様子もよくわかった。また、７０年前の戦争、

当時の日系人の強制収容と“９．１１テロ”がこのようにつながっていくのだとわか

り、例年の戦争関連番組と違う視点で描かれていて、大変興味深かった。 

 

○ ９月１２日(月)の「あさイチ」では、「震災から半年 仕事を探す女性たち」がテー

マで、被災地での女性の仕事探しの苦労を紹介していたが、女性はまだ前向きに頑張

っており、むしろ心配すべきは男性ではないかと思った。湯浅誠さん（ＮＰＯ法人 自

立生活サポートセンター もやい 事務局次長）によると、阪神・淡路大震災の際に

は、仮設住宅で孤独死した人の多くが男性だったと言っていたが、それを踏まえ、東

日本大震災の被災者をどう支援していくか、しっかり取り組まなければいけないと感
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じた。 

 

○ ９月１２日(月)のディープピープル「落語家」は、桂三枝さん、春風亭昇太さん、

立川談春さんの３人が、いかに観客を楽しませるかについて、語り合っており、大変

楽しく見た。演目選びや緻密に準備をしている模様だけでなく、笑いが得られなかっ

たときのショックや、得られたときの喜びも紹介され、また、落語家自身が創作落語

を作る際の構想の練り方などはとても興味深かった。 

 

○ ８月２６日(金)と９月２日(金)の中学生日記「転校生シリーズ」の２番組を見た。

福島からの転校生と横浜のきつ音のある中学生が出演していたが、全国の中学生がこ

のシリーズをどう受け止めたか知りたいと思った。 

 

○ 直伝 和の極意「これであなたも着物美人」を着物が好きなので楽しく見ているが、

残念なのが、生徒役の歌手のことばづかいやお辞儀などの作法が悪く、それを着物・

礼法研究家が注意しないことなど、このまま放送に出してもいいのだろうかと気にな

った。 

 

○ ＢＳ時代劇「テンペスト」を見て、色づかいや風土、文化の面で、改めて当時の琉

球が別の国だったと感じた。原作どおりの作品にならないとは思うが、短くまとめる

演出により、主人公の秘密がわりと早い段階でわかってしまい残念だった。しかし、

主演の仲間由紀恵さんをはじめとしたキャストがとてもよい演技をしていて、おもし

ろく見ている。原作を読んでいなければ、役職名など琉球王国の言葉がわかりにくい

ので、大河ドラマのように、解説や紀行のコーナーを付けるとよいのではないかと思

う。 

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

 番組審議会事務局 
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平成２３年７月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会（議事概要） 

 

７月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、１５日(金)、ＮＨＫ名古屋放送局において、

１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、めざせ！会社の星「復興の旗を掲げよ パート２～震災から３か月」

について説明があり、放送番組一般を含めて活発に意見交換を行った。最後に、業務報

告および８，９月の番組編成、放送番組モニター報告、視聴者意向について説明が行わ

れ、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委員長    奥野 信宏 （中京大学総合政策学部教授） 

副委員長   木宮 健二 （学校法人常葉学園理事長） 

委員     秋元 祥治 （特定非営利活動法人 Ｇ－ｎｅｔ代表理事） 

伊藤 一美 （特定非営利活動法人 子ども＆まちネット理事長） 

井上 庄吾 （愛知県農業協同組合中央会常務理事） 

奥村 隆司 （（株）べにや旅館代表取締役社長） 

金森 昭夫 （中日新聞社取締役管理局長） 

陶  智子 （近世文化研究家） 

杉浦 宇子 （弁護士） 

立花 貞司 （トヨタホーム（株）取締役会長） 

  

（主な発言） 

＜めざせ！会社の星「復興の旗を掲げよ パート２～震災から３か月」 

（６月１７日(金) 総合 午後 10:00～10:24 中部ブロック）について＞ 

 

○ 住宅メーカーの社員が、「震災の復興に携わることにより、仮設住宅に住む人の気持

ちを考えて、スピード感を持ち、正確に仕事を進める工夫や努力をし、そのことで自

分の仕事が社会に貢献していると感じたことがやりがいにつながった」という発言が

印象的だった。また、自分の専門的な知識や技術を生かしたボランティア活動（プロ

ボノ）を支援するＮＰＯ団体を紹介していたが、このようなネットワークがあること

を今回初めて知った。今の若者は社会を見ながらつながりを実感することで、やりが

いを感じ、仕事の意味が深まっていくことがわかった。非正規雇用の立場で、流れ仕

事にやりがいを持てない人たちが多いようなので、社会とのつながりや生きがいを感

じられる仕事を提供できる社会になればよいと思った。 
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○ 仕事を通じての復興支援、また仕事のスキルを生かしてのボランティア活動を紹介

しており、このような支援のしかたがあるのだと改めて認識した。この番組の中で、

仕事への取り組みとして、方法や進め方、考え方などをどんどん変化させているとこ

ろが非常に印象的だった。将来的に、復興が終わっても次の物づくりに必ず生かされ

るのではないかと感じるとともに、期待している。漁業の復興について、プロボノの

挑戦を紹介していたが、まだ打ち合わせや企画の段階だったので、この後どのように

進んでいくのかも含め、次のパート３に期待している。 

 

○ 復興支援においては、ダイナミックに物が動き、ハード面で物を作り直すというこ

とがとても目に見えやすい。働いている人たち、特に若者はここぞとばかりに、寝食

を忘れて仕事に取り組んでおり、その姿は非常に気持ちがよかった。しかし、復興に

関するお金の流れ方が不鮮明だという噂もあり、その疑心から、落ち着かない気持ち

で見た。率直な感想として、お金を得て行う仕事と、全く別の次元で動いている人を

１つの番組で取り上げるには違和感があった。分けて紹介した方がよかったのではな

いか。また、プロボノについては、最近、日本でも少しずつ定着し始めている活動の

ようだが、一方でボランティアのコーディネーターの中には、プロボノはまだ危うい

面もあるという意見があるので、多角的にこのような若者の活動の取材を継続してい

ってほしい。また、より現地に寄り添った形で、現地の若い漁師や農家の奮闘ぶりな

ど、若い人ならではの震災には負けない魂みたいなものも取り上げてほしい。理美容

を行っている女性が仕事道具を入れているようなポシェットをかけていたが、紹介さ

れなかったので、気になった。 

 

○ 被災した人も、復興に携わっている人も、必ず復興するのだという非常に熱いメッ

セージが番組の中に込められていた。「今回の震災をきっかけに、気づかされた仕事の

意味や仕事そのものが社会に役立っているという再認識を得た」という発言が、とて

も印象的であった。若者をはじめ、働く人たちを取り巻く状況が何か見えない不安で

いっぱいだったところに、震災が起こり、改めて仕事の意味を感じることができたの

ではないか。漁師の方が、ただ元どおりに再建するのではなく、より進んだ、より発

展的な再建を目指し、また新しい価値をさらに生み出そうとしている姿にたくましさ

と力強さを感じた。こうした姿を見て、改めて自分は何のために仕事をしているのか

と、考え直すとてもいい機会になった。番組を通じてターゲットでもある２０代３０

代のビジネスマンが、仕事に対する意義や、何のために自分は存在しているのかとい

ったことを見つめ直す、よいきっかけになると思うので、繰り返し企画してほしい。 
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  （ＮＨＫ側） 

 スタジオに来ていただいた方には、制服や仕事道具を持参してもらい、 

その話を聞く予定であったが、紹介する流れではなくなったため省い 

た。そのために、中途半端な見え方になってしまった。漁業の復興を 

はじめ、まだ取り組みが始まったばかりのものが多いので、今後も復 

興に携わる若者を継続して取材し、紹介していくつもりだ。 

 

○ まず最初に、日本の若者はいざとなったらすごいと率直に感心した。最近の若者は、

自分の仕事が社会や顧客などにどのように役立っているのかが見えないために、仕事

に生きがいややりがいを感じないと言っているが、今回紹介された住宅メーカーの社

員は、復興事業に携わることで、通常業務では触れ合わない現場の人やエンドユーザ

ーに近い所で仕事をし、社会的意義を感じた様子が描かれていた。この番組を通じて、

従業員に対してやりがいを与えるためにどうすべきかという観点で見た場合、仕事に

対するやりがいは、自分の作っているものが、客にどう受け止められているのかを知

る機会を与えることで生まれるものだと感じた。仮設住宅に住んでいる人や救援を受

けた人、理美容師のサービスを受けた人など受け手のナマの声があると、なお一層、

やっていることの意味合いが膨れ上がったのではないかと感じた。 

 

○ 今回はいつもの明るくて軽い感じとは異なった落ち着いたテンションにまず大変驚

いた。また、プロボノやサービスグラントという取り組みを取り上げたことは大変よ

かった。２０代、３０代の視聴者の中には、こういう活動に関心を持っている人もい

ると思われるので、こういうところを見てはどうかといった提案や情報提供なども盛

り込んだほうがいいのではないか。今回は、震災復興で若者が頑張っている姿を取り

上げるところで終わったという印象だが、「めざせ！会社の星」で取り上げる以上は、

働くこととは一体何なのか、やりがいとは一体何なのかなど働く意味を問う形で、な

お一層踏み込んで、次回以降も取り上げていってほしい。 

 

○ 若い人たちが仕事を通じて頑張っている姿が番組全体を通してよくわかった。ただ、

他の委員の意見と同じく、本業で復興に関わっている人と、プロボノやボランティア

で貢献している人を同列で論じているのには違和感を覚えた。潜水士が出てきたが、

写真のみの中途半端な紹介のしかただったのが気になった。また、パート１を見てい

ない人にもわかるように、１回目の経過報告がもう少し詳しくあればよかったのでは

ないか。 

 

○ 仕事に対する考え方について、ボランティアやプロボノを同列で短い時間の中で紹
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介するのには無理があると思った。よくこの番組を見ているが、今回はあまりにもト

ーンが異なっていた。それはテーマが震災復興だからだろうが、この番組自体が本来

持っているものと取り上げたテーマとの整合性や意味あいがわからず、とまどいがあ

った。 

 

○ ビジネス展開として行っているものと、プロボノを紹介していたが、復興支援はい

ろいろな点で大変だと思った。ボランティア活動をはじめ復興支援に、いろいろな事

情でできない人もたくさんいるので、日々の自分の仕事をしっかりやることが最終的

に復興にもつながっていくといった面についても、触れてほしかった。 

 

○ 最近、社会に一回出てから、大学や大学院に戻る人が増えてきている。自分はこの

仕事で社会に貢献するという志を持って就職するが、数年たって仕事がわかってくる

と、自分はここで何をしているのかと迷い、もう一度自分を見つめ直すために、大学

院の社会人コース等に入るようだ。そんな中、この番組では、仕事を通じて社会に貢

献している人と仕事を通じて得た知識で社会に貢献している人の両方の充足した笑顔

が映し出されており、大変印象深かった。 

 

  （ＮＨＫ側） 

いつもは、軽快な演出で、情報が楽しく、ためになる、笑顔で終われる 

内容としており、またそういったトーンへのニーズがある。今回は、こ 

の番組ならではの切り口で若手社員が真剣に考えていることをきちんと 

出す機会を設けようと、いつもとは異なった演出にした。パート１では、 

どちらかというと本業での復興支援を紹介していたが、今回はプロボノ 

という仕事のスキルを生かしたものと、本業で行っている人の両方を紹 

介したが、同時に紹介するのは違和感があるという意見もあったため今 

後どのように取り上げていくかも検討していきたい。もし、パート３を 

制作する際には、パート２などからご覧になった方にもわかりやすい親 

切な構成にしたい。今回は、いろいろな方の取り組みを同時期に取材を 

し、限られた放送時間で、きちんと紹介できなかったので、その後の潜 

水士の活動などについては、今後紹介していきたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

○ ７月３日(日)のＮＨＫスペシャル シリーズ原発危機 第２回「広がる放射能汚染」

は、忙しくて、震災や原発関連ニュースをなかなか見られない立場にとっては、まと

まっており、勉強になった。チェルノブイリの事故を事例に示された情報を見て、新
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たな驚きがあり、事態の大変さを再認識した。また、福島県の小学校の取り組みを見

ていると、教師や保護者の苦労がよくわかった。将来何が起こるかわからず、どんな

危険をも覚悟しつつ生活せざるを得ない状況だということがよくわかった。また、ホ

ットスポットがどうして起きるかメカニズムについての解説が非常によくて、なるほ

どと感心した。また、茶葉の汚染問題についても紹介していたが、事故が起こった以

上、新たに放射性物質を摂取しないよう注意するしかなく、さまざまな食品等の調査

結果が出てきている中で、今後生活をする上での選択肢を増やす意味でも、番組を通

じて情報提供をしていってほしい。また、チェルノブイリから５０キロメートル離れ

たベラルーシのある一家を紹介していたが、日本でも仕事の関係で放射線量が高い地

域から出られない人もいるので、将来どういう影響を及ぼすのかを知るためにも、事

故から２５年たったいま、チェルノブイリの事故で被害がどのような形で残っている

のかについても触れてほしかった。 

 

○ ＮＨＫスペシャル シリーズ原発危機 第２回「広がる放射能汚染」は、放射能汚

染がどうやって広がっていったか、子どもをいかに守るか、ホットスポットはどうや

ってできたのか、なぜ離れた場所で茶葉等の食品汚染が発生したのかというテーマで

あった。その中でも、ホットスポットについての部分がなんと言ってもすばらしかっ

た。どうやって離れた所にホットスポットが生まれるのかが、大変よくわかった。３

月１５日からのシミュレーションなどは、さすがに映像の特性だと感じた。これまで、

なぜ離れた場所に放射線の高い数値が飛び飛びに出るのか、疑問があったが、この番

組を見て、発生のメカニズムがよくわかった。これは、国立環境研究所のシミュレー

ションとＮＨＫの独自調査によるものだったが、大変な労作だったと思う。茶葉につ

いては、なぜ離れた場所なのに、高い放射線の数値が出たのか、ホットスポットのメ

カニズムを見てわかったが、こういった現象があった時にその地元自治体がどう受け

止めたのかについても取り上げていれば、なおよかったのではないか。「放射能汚染と

闘うには忍耐と努力、そして財源が必要だ」という発言に「強い意志が必要で、この

闘いは始まったばかりだ」と受けて、番組を締めくくっていたが、まさにそのとおり

だと思った。 

 

○ ７月２日(土)のＮＨＫスペシャル「果てなき苦闘 巨大津波 医師たちの記録」は、

巨大津波が起きた後の宮城県の石巻赤十字病院の医師たちの苦闘を追っていたが、い

かに行政の動きが遅かったかが浮き彫りになっていた。食料があれほど不足していた

という事実も初めて知った。行政へじか談判に行く医師に対し、行政側の応対にがく

然とし、怒りさえも覚えた。災害対応についてはマニュアル化するよりも、臨機応変

の対応が重要ではないかと思う。特に今回のような国難と言われるような災害対応に
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ついては、その取り組み状況を後世に伝えていく必要があると、改めてこの番組を見

て実感した。 

 

○ ＮＨＫスペシャル「果てなき苦闘 巨大津波 医師たちの記録」を見て、物資が届

いていなかった事実に憤りを感じた。震災時の物資の調達の仕組みについての解説が

わかりやすかった。医師たちが医療のみを考えるのではなく、行政が行うべきことで

あってもやれる人間がどんどんやっていくんだと、水の補給に関することまで取り組

んでいる姿が非常に印象的だった。その半面、行政の対応には大変情けない感じがし

た。応用動作の利く、現実に即したマニュアルは当然必要だと思うが、平時に作成し

たマニュアルでは、こういう事態においては、ほとんど役に立たなかったというのが

実態ではないか。基本という意味でのマニュアルは必要だろうが、それに頼りきって

いてはダメだと、この番組では伝えたかったのではないだろうか。また、常々「現地

現物」という、まず事実をつかみ、現場で判断して迅速に対応していくことが、すべ

ての仕事のベースで一番大切だと思っているが、番組ではこの「現地現物」の重要性

をも訴えていた。 

 

○ ＮＨＫスペシャル「果てなき苦闘 巨大津波 医師たちの記録」については、行政

の対応に、感心したり腹が立ったりしたが、自治体によっては役場自体が壊れていて、

なかなか対応できない事態もありうる。そこで、今、自治体の代行ができる団体を作

れないかという議論も始まっている。機能停止状態に陥った自治体への配慮なども必

要だと思う。 

 

○ ７月２日(土)の週刊 ニュース深読み「広がる不安“内部被ばく”」を見た。今、多

くの人がリスクに大変敏感になっており、情報の氾濫も見られる中、この番組では、

新しい事実をわかりやすく、また疑問点などについて大変うまくまとめていた。特に、

放射線量とがんの発症率の関係や、子どもと大人によるセシウムの体外排出の割合の

違いなど初めて聞く話もありよかった。また、専門の研究分野の違いによって、研究

者間の意見が異なっていたが、まだ現在の科学では十分に解明されていないというこ

ともわかった。小野文恵アナウンサーと谷田部雅嗣解説委員が視聴者にわかりやすく

するために、適切に補足説明したり、議論の方向を正そうとする努力がよくわかり、

大変ためになる番組だった。今後は、現在検出されているセシウムなど以外の、プル

トニウムなど放射性物質の問題やベクレルやシーベルトの単位の違いなどについても

取り上げてほしい。 

その当日、ＮＨＫスペシャル シリーズ原発危機 第２回「広がる放射能汚染」も

見たが、「週刊 ニュース深読み」の方向性と少し異なっていたので、番組担当者同士
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で連携したほうがよいのではないかと思った。 

 

○ ７月９日(土)の週刊 ニュース深読み「どうすれば広がる？自然エネルギー」では、

太陽光・風力の課題について、原発をどうするかという問題の表裏でもあるテーマを

取り上げており、ちょうど再生エネルギー法に関する国会審議入りの時期でもあった

ので、大変タイムリーだった。再生エネルギー法案に対し、賛成と反対の立場で、飯

田哲也環境エネルギー政策研究所所長と山本隆三富士常葉大学教授が出演していたが、

言い過ぎのような印象の場面もあり、人選の難しさを感じた。ある意味、原発につい

て議論するリスクが大きい時期に、ＮＨＫでは正面から原発問題を取り上げているこ

とは大きな意義があると思った。原発に頼らざるをえない国土をどのように維持して

いくのかについても、ぜひ取り上げてほしい。 

 

○ ６月１９日(日)のＮＨＫスペシャル「昔 父は日本人を殺した～ピュリツァー賞作

家が見た沖縄戦～」は、番組タイトルに引かれて見た。ピュリッツァー賞作家である

デール・マハレッジ氏による、彼の父と同じ部隊だった元アメリカ海兵隊員への取材

で構成されており、その証言によって、戦争の悲惨さや沖縄戦とは一体何だったのか

が強く訴えかけられた。元アメリカ兵は皆、非常に口が重く、正義のために戦ったと

いうような英雄ぶった姿は全く見られず、民間人を殺したことへの後悔の思いが伝わ

ってきて、その証言が心に響いた。証言の中に、日本軍は、隠れていた洞窟で用がな

くなると民間人を外へ放り出していたという証言もあったが、その時日本の軍人はど

ういう気持ちだったのかを聞きたかった。沖縄の少年兵だった人に、「アメリカの正義

とは何か？」と聞かれ、マハレッジ氏が「アメリカは６６年たったいまもまだ戦争を

し続けている。過去から学んでいない」と答えた言葉がとても印象的で、心に残る番

組だ。 

 

○ ６月２０日(月)のディープピープル「時代劇をいろどる殺陣（たて）」と、７月１１

日(月)の「ものまねタレント」を見た。時代劇のチャンバラはお決まりのものだと思

っていたが、いかにきれいに見えるように動くか、本物に見せるように動くかなど、

それぞれが理想を持って追求しており、奧深さがわかった。今後は、時代劇の見方が

違ってくる感じがした。また、「ものまねタレント」の回でも、コロッケさんがどのよ

うに客を楽しませるか、飽きさせないようにはどうすればいいかなどを一生懸命考え

ながらやっていることがわかり、とても楽しく見た。 

 

○ ６月２７日(月)のディープピープル「トップ営業マン」では、トップ営業マンが共

通して、客が何を求めているのかを誠心誠意つかむことが大事であり、単に物を売る
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のではなく、人と人との関係を築いていく中で、自分を信用してもらうことが大切で

あると言っていた点に共感した。一方で、すでに購入した客との関係、すなわちその

客からの紹介も重要だと思うので、こうした角度からの指摘や意見があれば、もっと

実態に即した内容になったのではないか。 

 

○ 歴史秘話ヒストリアを３回見た。それぞれ歴史上の人物について、知っているつも

りでいたが、知らない話もたくさん出てきて、大変興味深かった。６月２２日(水)「痛

快！江戸のお騒がせ男～天才・平賀源内の先走り人生～」では、奇想天外なエピソー

ドを紹介し、６月２９日(水)「名作選 逃げちゃだめだ～逃亡者・桂 小五郎 明治を

ひらく～」では、桂小五郎を長州へ戻すために、幾松が大きな存在であったことがわ

かった。なによりおもしろかったのは、７月１３日(水)「みんなでいい国にしよう！

～プリンス聖徳太子・ニッポン補完計画～」で、日本初の公務員改革の１つが憲法十

七条で、朝早く出仕して日中働くように変えたことなど初めて聞く解釈などもあった。

これからも期待している。 

 

○ ６月２４日（金）の「太郎と敏子～瀬戸内寂聴が語る究極の愛～」（総合 後 7:30

～8:43）は、芸術家・岡本太郎さんの生きざまが瀬戸内さんによって語られることに

より、訴えられるものが多かった。その翌日（６月２５日(土)）に土曜ドラマスペシ

ャル「ＴＡＲＯの塔～芸術は爆発だ！～」が放送され、本放送時に見損ねた回もあり、

連動していたので、より理解が深まった。 

 

○ ６月２６日(日)のＮＨＫスペシャル ホットスポット 最後の楽園「日本 私たち

の奇跡の島」では、これまでのシリーズと異なり、日本の田んぼや川辺などの動植物

を取り上げていて、大変に関心を持って、また違う視点から見ることができた。 

 

○ ７月１日(金)のナビゲーション「集団食中毒の脅威～それでも生で食べますか～」

は、富山などで起こったユッケの食中毒事件の続報だった。識者のインタビューもあ

ったが、少し物足りない感じがした。しかし、知らなかったことも多く驚いた。暑い

季節の食中毒への注意喚起など、今後も食の安全について、こういう番組を通して取

り扱っていってほしい。 

 

○ いつもはシリアスな内容を取り上げることが多いクローズアップ現代だが、７月１

２日(火)は「“みんなのうた”が見つめた５０年」というタイトルが、目にとまって見

た。「みんなのうた」は、子ども向けの歌番組だというイメージだったが、高度経済成

長の頃に始まり、バブル経済の崩壊、今に続く閉塞感など、その時代背景を見事に捉
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えつつ、社会の問題をきちんと提起し、さらには時代時代の応援歌として作り上げて

きたことを知った。ゲストのつんく♂さんの「ヒットする曲、いわゆるポピュラー音

楽は大衆に受けるために作るが、“みんなのうた”で扱う歌はビジネス的なプロモーシ

ョンをせず、違う次元で、全員に浸透するよりもある特定の人に訴えかける歌が多い。

アーティストにとっては、何人かの人であっても心に入っているという実感が得られ

る。それが“みんなのうた”の意義だ」という言葉に共感を覚えた。ただ聞き心地の

よい音楽ではなく、“みんなのうた”が社会に果たした役割がこの５０年間、本当に大

きかったと感じた。その他の曲についても、ヒットした曲ごとの時代背景や、このと

きどういうことがあり、どういう意味で応援歌として作られたのかなど、もっと知り

たいと思った。 

 

○ ７月１４日(木)から開始したセカイでニホンＧＯ！「リスクを恐れるニホン人たち

へ！」では、番組タイトルからイメージした、震災で弱っている日本だが、もっと自

信を持っていこうというスタンスかと思っていたが、日本人のネガティブなところを

見つめ直そうといった内容だった。日本は、リスクを冒す国民性としては世界でビリ

だという内容には驚いた。あまりネガティブなところばかりではなく、結果的にはポ

ジティブな発想が生まれるといった内容にしていってほしい。 

 

○ セカイでニホンＧＯ！「リスクを恐れるニホン人たちへ！」では、「日本人はリスク

を取らない、世界一“ビビリ”だ」とか、「和を大切にと言いながら、皆で監視しあっ

ている息苦しさがある」といった切り口で、日本に関する話題を提供し、ディスカッ

ションするという流れが、非常に新鮮だった。また、キャスティングがよかった。天

気キャスターでもある松本あゆ美さん、旅人・エッセイストのたかのてるこさんや山

極寿一京都大学大学院教授など個性的なメンバーで、まとまるようなまとまらないよ

うな、それでいてウィットが効いて、おもしろく見た。コイが泳いでいるセットもユ

ニークで、これからも見たいと思える番組だった。 

 

○ 朝の時間帯だが、連続テレビ小説「おひさま」を見て、その後の「あさイチ」の冒

頭で、３人の出演者が「おひさま」の感想を述べ合うのを楽しみにしている。「あさイ

チ」では、脇汗をテーマにするなど、インターネット上でも話題となるようなさまざ

まな大胆な特集を組んだり、松田利仁亜アナウンサーの紹介テロップに細かい遊び心

があったりと、工夫がされている。また、有働由美子アナウンサーの人柄にも共感を

覚え、毎回興味深く見ている。 

 

○ 「タイムスクープハンター」を３週連続で見た。歴史の中でも、通常なかなか知る
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ことができない庶民の暮らしや歴史の裏舞台というものが描かれ、大変凝った内容の

番組となっており、毎回楽しく見た。シーズン３が終了して、非常に残念だ。特に、

俳優が自然体で、いかにもタイムスリップしたような印象を与えてくれる。出演の要

潤さんも、淡々とした語り口で、自分の存在が歴史の流れの印象を変えてしまっては

いけない、邪魔をしてはいけないというスタンスに立ち、インタビューしている姿に

好感が持てる。ぜひさらにパワーアップしたシーズン４を期待している。 

 

○ ６月２６日（日）の日曜美術館「記憶に辿（たど）りつく絵画～亡き人を描く画家

～」では、亡くなったお嬢さんの肖像画を肖像画家に頼み、その６か月間をドキュメ

ンタリーで追っていたが、かつて生きていた人が絵画として昇華されていく場面を目

の当たりに見せられ、ある種鳥肌が立つような感じがした。森田美由紀アナウンサー

と千住明さんが、過不足なく伝えていて、亡くなった方の姿が絵画としてよみがえっ

ていく状況に引き込まれた。日曜美術館でこのような構成は初めてだったので、興味

深く、また、芸術とは何なのか、無から作り上げていく過程はこういうものかととて

もおもしろく見た。 

 

○ きょうの料理の「ふたりの料理ショー」という企画が、友人の間ででも好評だ。１

月の「新春！ふたりの料理ショー」では、ケンタロウさんとコウケンテツさんの組み

合わせだったが、６月２７日(月)、２８日(火)は陳建一さんと平野レミさんが出演。

意外な組み合わせで、丁々発止のやり取りをしながら料理し、まさに料理ショーとな

っていた。アナウンサーと一緒の時には見られない人柄も感じられ、とても楽しい企

画だ。 

 

○ ６月２７日(月)の福祉ネットワーク「障害者の“働く”を変える～大阪箕面市の社

会的雇用～」を見た。福祉ネットワークは、とても高く評価している番組だ。今回の

テーマは、大阪・箕面市が考案した、障害のある人が最低賃金を保障されて働くとい

う制度だったが、これまである意味で、タブー視されてきたテーマを取り上げており、

新しさを感じた。働くということは障害のあるなしにかかわらず、生きる権利の一つ

だということを、引き続きこの番組でも取り上げていってほしい。 

 

○ ６月２８日(火)の直伝 和の極意 第４回「華岡青洲 全身麻酔手術の極意」では、

全身麻酔を世界で初めて行った華岡青洲のさまざまな工夫を取り上げていた。本来は

毒であるものを上手に組み合わせて麻酔薬を作ったことや、鍛冶屋にオリジナルで作

らせたメスを現代の外科医に見せて当時の手術のプロセスを推測していたが、彼の卓

越さが感じられ、非常におもしろかった。 
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○ ７月３日(日)のＥＴＶ特集「大江健三郎 大石又七 核をめぐる対話」では、生ま

れ育ってきた時代背景が似ており、被爆者でもある２人が、核や放射能のことを語り

合っており、今回の震災対応や政局を見ていて感じる憤りについて、納得ができた。

２人の生きてきた歴史なども紹介され、人間の悲しみなどにとても深く向き合ってき

た２人の姿に感動した。 

 

○ ７月１０日(日)の「メイキング・オブ・ドラマ“テンペスト”～絢爛（けんらん）

豪華な琉球王国の世界～」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 6:45～7:28)では、沖縄の絢爛豪華な紅型

(びんがた)衣装や、琉球舞踊などを取り上げており、日本は多民族国家だと深く感じ

た。また、非常に鮮やかな色使いや、踊りが印象的だった。ドラマ本編が楽しみだが、

原作では、琉球が武力を持たない小国でありながら、大国の狭間にあって知恵で困難

を乗り切るというテーマも含まれているので、そういった、政治的な巧みさなどの要

素がドラマの中に入っていればと楽しみにしている。 

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

 番組審議会事務局 
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平成２３年６月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会（議事概要） 

 

６月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、１７日(金)、ＮＨＫ名古屋放送局において、

１１人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「国内放送番組の種別の基準」と、平成２３年度国内放送番組お

よび中部地方向け地域放送番組の「番組の種別」について説明があった。 

続いて、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

最後に、業務報告および７月の番組編成、放送番組モニター報告、視聴者意向につ

いて説明が行われ、会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

 

委 員 長     奥野 信宏 （中京大学総合政策学部教授） 

副委員長  木宮 健二 （学校法人常葉学園理事長） 

委 員     伊藤 一美 （特定非営利活動法人 

子ども＆まちネット理事長） 

 井上 庄吾 （愛知県農業協同組合中央会常務理事） 

 大林 重治 （のと共栄信用金庫理事長） 

 奥村 隆司 （（株）べにや旅館代表取締役社長） 

 金森 昭夫 （中日新聞社取締役管理局長） 

 陶  智子 （近世文化研究家） 

 杉浦 宇子 （弁護士） 

 立花 貞司 （トヨタホーム（株）取締役会長） 

 村本 淳子 （公立大学法人三重県立看護大学 

理事長・学長） 

 

（主な発言） 

＜放送番組一般について＞ 

   

○  ５月２２日(日)のＮＨＫスペシャル「クジラと生きる」を見て、商業捕鯨に

ついて、国外で妨害されるのはまだしも、日本国内で妨害活動が行われること

に憤りを感じた。漁師の家庭で捕鯨について話し合う場面があったが、反捕鯨

団体が「鯨が賢い生き物だから守る」と主張していると母親から聞かされた娘

が「賢くない生き物は殺してもいいのか」と返したのはそのとおりだと感じた。 
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○  ＮＨＫスペシャル「クジラと生きる」について、反捕鯨団体が鯨を殺生する

シーンだけを撮影し、そこだけを捉えて映画を製作したり、インターネットを

通じて動画を公開したりして、自分たちの主張を訴えることに疑問を感じた。

そういうやり方が一般的に通ってしまう点に非常に複雑な思いも感じた。食文

化や宗教の違いを乗り越えて相互理解を得る難しさも実感した。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「クジラと生きる」について、これまで出された委員の意

見に同感だ。漁業関係者に対する明確な生活権の侵害だと思う。見ていて腹立

たしいことであり、国や警察がしっかり対処していないという憤りを感じると

ともに、漁業関係者が気の毒に感じた。番組のタイトルは、番組内容と比較す

ると非常に抑えた表現ではなかったか。副題をつけるなどし、タイトルだけで

番組の内容がわかるようにしてほしかった。 

 

○  ６月５日(日)のＮＨＫスペシャル シリーズ 原発危機 第１回「事故はな

ぜ深刻化したのか」(総合 後9:00～9:58)は、ＮＨＫが入手した内部映像や内

部資料、そして政府、東京電力など関係者200人以上に取材して制作している点

がさすがだと思った。番組を見るにつれ初動の５日間の対応の遅れがはっきり

と浮かび上がり、怒りを覚えると同時に事故は人災だったと理解できた。今後

も継続して取材を続け、情報を提供してほしい。 

 

○  ＮＨＫスペシャル シリーズ 原発危機 第１回「事故はなぜ深刻化したの

か」については、原子力安全・保安院から内閣への情報伝達がうまくいかなか

った点や、政治家が１人で問題を抱えこんでいる点などが大変印象に残った。

福島第一原発の内部映像には私も驚いた。 

 

○  ＮＨＫスペシャル シリーズ 原発危機 第１回「事故はなぜ深刻化したの

か」では、事実の経過を５日間にわたって多角的かつ客観的に報道しており、

なぜ事故は深刻化したのかを視聴者がおのおの考えられる番組だったと思う。

最大の問題は、官邸と東京電力と福島の現場とのコミュニケーションギャップ

だと感じた。事故の状況について東京電力から官邸への連絡が遅れて、官邸は

東京電力に対して不信感を持ち、官邸は自らの主導で事故に対処しようといろ

いろな委員を任命し、結果として船頭が多くなり、危機管理上よくないケース

になってしまったのではないかと思った。番組で紹介された組織図によれば、

原子力安全・保安院の上に官邸があったが、そもそも原子力安全・保安院と原

子力安全委員会が相互にダブルチェック機能を果たすはずなのに、なぜ官邸が

統括する側になったのか、危機的な状況で政府が関与するのは、大局的な観点
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から判断しなければ最悪の事態に対処できないからだと考えられるが、政府、

原子力安全・保安院、原子力安全委員会それぞれの立場や役割について、関係

者の意見を交えるなどして説明してほしかった。 

 

○  前回の審議会で、原発事故直後にどういうことがあったのかドキュメントを

を制作してほしいとお願いしたが、ＮＨＫスペシャル シリーズ 原発危機 

第１回「事故はなぜ深刻化したのか」は、まさにそのような番組で興味深く見

た。ずいぶん意欲的な番組で、原発の内部映像もリアリティーに富んでいたし、

事故が起こった後どう対応したのか関係者の証言も集めて真相に迫っており、

大変見応えがあった。事故がなぜ深刻化したのか、あらゆる対策が後手後手に

回ったということが伝わり、わかりやすかった。最悪の事態に誰も備えること

ができず、情報をお互いに共有できなかったことが結論であろうと理解した。

番組を見て、気になる箇所があった。まず、電源車の電源が通じたのに、なぜ

ポンプ類が動かなかったのかがわからなかった。おそらく震災でいろいろな設

備が壊れていたのではないかと想像できるが、説明してほしいと思った。もう

ひとつは、東京電力の清水正孝社長が５回にわたり福島第一原発から撤退した

いと政府に申し出ていたと伝えていたが、その後、番組内で東京電力の小森明

生常務は「撤退するようなことは言っていない」と話していた。管直人総理大

臣が東京電力に対し「お前らふざけるな」と言ったとあったが、政府と東京電

力のやりとりなど事実関係を知りたいと思った。また、番組のなかで使用され

ていた爆発の瞬間をとらえた福島中央テレビの映像は貴重だ。当時、発表が遅

れたこともあり、何が起こったかわからなかったが、この番組を見て、やはり

重大な事故の予兆だということがわかった。第１回は、事態が深刻化した経緯

を検証したが、福島第一原発が機能停止した本当の原因は、地震だったのか津

波だったのか、地震であるならば、震度６や７の地震でも原発の安全性は保て

ないことになるのはないかと不安になる。今後のシリーズのなかで、本当の理

由について、解き明かしていってほしい。 

 

○  ６月１１日(土)のＮＨＫスペシャル 東日本大震災 第１部「復興はなぜ進ま

ないのか～被災地からの報告～」(総合 後7:30～8:43)を見た。第１部は大変 

多面的な角度から分析されていて、なぜ復興が進んでいないのか、住民や漁師の 

感情の問題あるいは市町村や県の動き、枝野幸男官房長官や前岩手県知事の増田 

寛也さんのインタビューも、わかりやすく伝えていた。印象的だったのは、岩手 

県の釜石市と宮城県の復興状況の違いだった。釜石市は野田武則市長の指示で、 

震災３週間後に復興計画を策定しようとしたが、震災で被災した東前地区と被災 

していない大町地区のそれぞれの置かれている状況や住民感情が異なり計画が進 
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まないとのことだった。一方で、宮城県は村井嘉浩知事自らがリーダーシップを 

とって、震災２週間後にプロジェクトチームを発足させ“職住分離”や、今まで 

の漁師が漁協に加盟金を払って漁をするやり方から、漁業を経営する会社を起業 

して漁師を従業員として雇用する構想などを打ち出し、計画が受け入れられつつ 

あると伝えていた。釜石市と宮城県の復興計画の対比が描かれ、進捗（ちょく） 

 の違いなどもわかりやすく伝わってきた。大災害が起こったときに国や都道府県、 

市町村の役割分担についてのルール的なものがあるのか説明してほしかった。 

 

○  ６月１１日(土)のＮＨＫスペシャル 東日本大震災 第２部「“製造業王

国”東北は立ち直れるか」(総合 後9:00～10:13)は、産業界に関わる内容で、

海外からの発注減、日本はずし、部品メーカーの海外移転など、日本の中でも

特に東北地方の製造業の危機が描かれていた。今回の震災であれだけの部品メ

ーカーが東北地方に集積していることに初めて気づいた。東北には中小企業の

技術基盤が十分にあるということが明快に述べられていたと思う。技術が海外

に流出することなく国内で温存され、国内でできるという希望を描いており、

感動した。私自身、東北地方とそれ以外の地方の企業のマッチングが必要だと

感じているが、まさにそれを再認識させられる番組だった。 

 

○  ５月３０日（月）のクローズアップ現代「“帰宅できない”～どう備える首

都直下地震～」は、東日本大震災の当日に首都圏で何が起きていたのかを的確

に報道していた。多くの人が徒歩で帰宅することで、二次被害が起こり得ると

いうことがわかった。今回は、企業や学校では帰宅指示を出したが、二次災害

に巻き込まれないよう、災害対策マニュアルの見直しや帰宅困難者を受け入れ

る体制を整備する必要があると感じた。災害による直接の被害とは別に、新た

に浮き彫りになった課題を伝えており大変参考になった。 

 

○  ６月１３日(月)のクローズアップ現代「原発事故３か月 避難者たちは今」は

タイトルにある「原発事故３か月」という文言が、事故が残した今なお続く悲惨

な状況を表していると感じた。いつ元の生活に戻れるかわからない、先が見えな

い不安を住民の方が持っていることを番組を見てつくづく感じ、避難者の言葉が

心に響いた。そうした中で、町を復興しようと奮闘する役場の職員や商工会の姿

に頭の下がる思いとともに、原発依存だった町から、自分たち自身で作り上げる

町にしたいという住民の思いが伝わって、必ず復興してほしいという気持ちにな

った。 

 

○  ６月１日(水)のＳＯＮＧＳ「谷村新司」では、谷村さんが、熊野の那智大社
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で滝を背景に野外ライブを行い、震災の犠牲者への鎮魂の意味を込めて歌って

おり、非常にきれいな歌声だった。作詞家で作曲家でもある谷村さんはまさに

音楽家という表現にぴったりで、この番組のコンセプトに合っていた。 

 

○  ５月２７日(金)のナビゲーション「緊急報告 浜岡原発 停止の波紋」は、地

元静岡の話題ということで興味深く視聴した。大変タイムリーな番組で、電力不

足になると中長期的に日本の経済にも影響を与えると指摘していた点など評価で

きる内容だった。また、現在安全点検中の原発も稼動させないとなれば来年の春

には国内の原発がすべて停止してしまうことを明確に伝えており、将来を見据え

て事故がもたらす影響を的確に報道していた。２５分という短い時間の中でコン

パクトにまとめられていたが、制作者の立場からするとずいぶん苦労したのでは

ないか。中部電力浜岡原発を停止した根拠についてや、その根拠となる計算方法

などについてもう少し知りたいと思った。また、消費者は放射能に対するリスク

に敏感で感情的な面があり、お茶をはじめとする食品の放射能汚染の問題も風評

被害を生んでしまう恐れがあるので、今後も正確でわかりやすい報道をしてほし

い。 

 

○  ６月３日(金)のナビゲーション「被災地に笑いを～ある道化師の挑戦～」では

病院の子どもたちの内なる力を笑いを通じて引き出すというホスピタルクラウン

を紹介していた。いずれ避難所から仮設住宅に移ったら、人々が外で集まって笑

う機会が減ってしまうので、今後も継続して訪問して皆が外に出てくる仕掛けを

作りたいと話す大棟耕介さんの意気込みを感じた。今後は、こうしたボランティ

アを支援していく枠組みなども取材してほしい。 

 

○  ５月２０日(金)のナビゲーション「その薬 本物ですか？～個人輸入に潜む

“偽造薬”のわな～」では、法による規制がないため、容易に個人で薬を輸入

できる点や、輸入の仲介をして偽造薬をインターネットで販売・流通させる悪

徳業者が急増している点、場合によっては偽造薬を服用した人が死亡する事故

が発生している点などが番組からわかり、非常に恐ろしくなった。ただ、スタ

ジオゲストの解説はわかりにくいところがあり、もう少し的確に伝えてほしか

った。 

 

○  ５月１７日(火)のクローズアップ現代「検証 ユッケ食中毒 見過ごされた

生肉の危険」は、ユッケの食中毒問題について取り上げていた。地元の人間と

してはもう少し突っ込んで検証した番組が見たいと思っていたので、今後「ナ

ビゲーション」で取り上げる予定だと聞き、期待している。 
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○  「ディープピープル」の５月３０日(月)「女子マラソン」は、相手にプレッ

シャーを与えたりスパートで相手を欺いて一気に抜き去ったりするテクニック

や、外反母趾（し）や内反小趾（し）というハンディを抱えながら猛烈な練習

量を自分に課して人並み以上の努力で乗り越えた話などが聞け、とてもおもし

ろかった。また、６月６日(月)の「動物園飼育員・ゾウ編」では、飼育員それ

ぞれが、自分なりの方法で飼育に取り組んでいることや、休みの日でもゾウの

様子が確認できるよう監視カメラの映像をインターネット経由で携帯電話で見

られるように工夫するなど、飼育員の一生懸命さが伝わるとともに仕事の深い

部分を描いていて興味深かった。 

 

○  ６月１３日(月)のディープピープル「人型ロボット開発者」については、大

阪大学の石黒浩教授が開発した、人に酷似したロボットが、本当の人間のよう

に精巧にできていて不気味な感じがした。将来は人の心が理解できるロボット

を開発したいと語っていたが、どんなロボットなのか想像しづらかった。また

今回の震災で、福島第一原発の事故処理に、日本製ではなく外国製のロボット

が投入されたことが残念だという話があり、日本でも今後、社会に役立つロボ

ットの開発の必要性があることについて語り合う場面が印象的だった。 

 

○  ５月２２日(日)のサキどり↑「“つながり”が農業を変える」で、若手農家

2,000人が共同で運営するレストランで、生産者自らが農作物を紹介し、客から

直接意見を聞く「農家ライブ」が人気であると紹介されていたが、非常におも

しろい取り組みだと思った。さらに、消費者からの出資で農業を支えるＣＳＡ

（地域支援型農業）など、さまざまな新しい農業の取り組みが紹介されており、

興味深い内容だった。 

 

○  ５月２９日(日)のＮＨＫスペシャル ホットスポット 最後の楽園 第５回

「東アフリカ・神秘の古代湖 怪魚たちの大進化」では、アフリカ大陸を南北

に切り裂く大地溝帯上にある湖は淡水魚の宝庫だという内容が大変きれいな映

像で伝えられた。子どもを口に入れたり出したりして育てるシクリッドという

魚の口の中で、ナマズがたく卵し子どもがかえるとシクリッド自身の子どもを

食べつくしてしまう、湖の中の厳しい生存競争が描かれていて、時間をかけて

作りこんだ番組だと感心した。ただ、生存競争が激しい理由がわかりづらかっ

たので、もう少し丁寧に伝えてほしかった。 

 

○  ６月２日(木)の爆笑問題のニッポンの教養「間違いだらけのエネルギー選び」

は、どうすれば自然環境と調和しながらエネルギーが生み出せるかをテーマに、
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爆笑問題とゲストがトークを展開する番組だった。二酸化炭素で藻を育てバイ

オ燃料を作ることが日本の技術力で可能だと知ることができ、よかった。石

炭・石油など有限なエネルギーから太陽光などの再生可能エネルギーの生産へ

発想を転換することが重要だと感じた。また、出演者がトークをした場所が古

民家であるという設定に、環境への配慮を感じた。 

 

○  ６月８日(水)のいのちドラマチック「名古屋コーチン よみがえったブラン

ド鶏」では、名古屋コーチンが“原種鶏”と呼ばれる親鶏から生まれたものだ

けを出荷する品種で、ほかのブランド鶏と異なる点がよくわかった。一時絶滅

の危機にあった名古屋コーチンを、何とか守りたいと努力した農家の方の思い

がとても印象に残った。 

 

○  ６月９日(木)の仕事ハッケン伝「ピース又吉×コンビニ業界」は、いまコン

ビニ業界が他社との競争に勝つためにどんなことをしているか、課題となって

いるシニア層を取り込むためのキャッチコピーをどうやって作るかなどを、お

笑い芸人が業界に飛び込んでわかりやすく描いていた。徹底した顧客分析や、

どうすれば商品が売れるかをリサーチする方法など、若い人が見ても仕事の厳

しさ、競争に打ち勝っていく難しさを感じることができる番組だと思う。 

 

○  ６月１１日(土)のハイビジョン特集「情熱のタクト～指揮者・佐渡裕ベルリ

ンフィルへの挑戦～」は、佐渡さんとベルリンフィルハーモニー管弦楽団との

丁々発止のやりとりや演奏会の模様まで紹介し、長時間にわたる放送であった

が、興味深い内容で見応えがあった。 

 

○  ６月１２日(日)のＮＨＫスペシャル「あなたの寿命は延ばせる～発見！長寿

遺伝子～」では、老化を遅らせるというサーチュイン遺伝子についてメカニズ

ムを、具体的な実験によって説明しており、難しい問題をわかりやすく解説し

ながら、今後人間の寿命が延びたらライフスタイルはどのように変化するのだ

ろう、と見ている人に想像させてくれるおもしろい番組だった。 

○  ５月２６日(木)のタイムスクープハンター「瓦版ジャーナリスト魂」はおもし

ろかったが、ややリアリティーに欠けているのではないかと感じた。青木屋とい

う瓦版屋が無縁仏２体を使って心中事件をでっちあげて記事にするというのは、

本当にそこまでしていたのかどうか疑問だった。もう少しリアリティーに富んだ

ドキュメンタリータッチな番組づくりをお願いしたい。 
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○  タイムスクープハンター」について、初めて６月１６日(木)の「追え！ピスト

ル郵便配達人」を見た。小型カメラや暗視カメラなどを使った映像や、過去と現

代をまたいで行われる、要潤さんと杏さんのやりとりが面白くて興味深く見た。

また、単純に過去にこういう歴史があったというだけでなく、ストーリー性があ

り、ところどころに時代性を感じさせる演出もあり非常に見応えがある。演じる

俳優が有名な方ではないことで、よりリアリティー性が高まり、非常に引き込ま

れる。 

 

○  ドラマ１０「下流の宴」（５月３１日(火)～７月１９日(火)）は、原作が新聞

小説として掲載されているときに読んでいたが、出演者のキャスティングが新聞

の挿絵でイメージしていたものと一致している。今回のドラマでは原作を少し脚

色しており、面白く、継続して見たいと思わせる作品に仕上がっている。 

 

○  ６月１３日(月)から１５日(水)まで放送された額縁をくぐって物語の中へ「源

氏物語絵巻」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 前7:15～7:30）は、大変おもしろかった。若い人たち

も興味を持ってくれると思った。 

○  「江～姫たちの戦国～」の関連番組「龍子の部屋」は、京極龍子役の鈴木砂

羽さんが知的で美人だという印象がいい意味で裏切られ、楽しい番組だ。 

 

○  「日曜美術館」でキャスターを務める、森田美由紀さんはすばらしい。もうひ

とりのキャスターである千住明さんとの息も合っており、深みのある話が聞ける

番組で、楽しみにしている。 

 

 
 

ＮＨＫ名古屋放送局 

番組審議会事務局 
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平成２３年５月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会（議事概要） 

 

５月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、２０日(金)、ＮＨＫ名古屋放送局におい

て、１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 後に、業務

報告および１月の番組編成、放送番組モニター報告、視聴者意向について説明が行わ

れ、会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

 

委 員 長     奥野 信宏 （中京大学総合政策学部教授） 

副委員長   木宮 健二 （学校法人常葉学園理事長） 

委 員     伊藤 一美 （特定非営利活動法人 

子ども＆まちネット理事長） 

井上 庄吾 （愛知県農業協同組合中央会常務理事） 

大林 重治 （のと共栄信用金庫理事長） 

奥村 隆司 （（株）べにや旅館代表取締役社長） 

金森 昭夫 （中日新聞社取締役管理局長） 

陶  智子 （近世文化研究家） 

杉浦 宇子 （弁護士） 

村本 淳子 （公立大学法人三重県立看護大学 

理事長・学長） 

 

（主な発言） 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ５月９日(月)のクローズアップ現代「住宅は大丈夫か 見落とされた液状化対

策」（総合 後7:32～7:58）は、東日本大震災による地盤の液状化で関東地方の戸

建て住宅に大きな被害が出ている現状とその対策を伝えていた。液状化は沿岸部の

埋め立て地で起きるものだと思っていたが、内陸部でも田んぼや沼地を埋め立てた

場所で起きていることを知り驚いた。また、戸建て住宅の液状化対策の新しい工法

なども紹介されていてよかった。今後とも液状化対策の 新情報を提供してほしい。 

 

○  ５月１５日(日)のＥＴＶ特集「ネットワークでつくる放射能汚染地図 福島原発
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事故から２か月」は、東京電力福島第一原発事故による放射能汚染の実態がよくわ

かった。その一方で、政府や東京電力は放射能汚染の実態をどこまで正しく、どこ

まで明らかにしているのだろうかと、怒りを覚えた。踏み込んだ取材で、ＮＨＫは

本当によく報道してくれたと思う。ただ、放射能観測・放射線医学を専門とする科

学者たちのネットワークによって作成された放射能汚染地図の全貌を、番組の 後

でしか紹介していなかったのは少し残念だった。 

 

○  ＥＴＶ特集「ネットワークでつくる放射能汚染地図 福島原発事故から２か月」

は、誰もが本当のことを知りたいと思っている放射能汚染の実態がわかると同時に、

まだまだ知らされていない重大な事実があるのではないかということを強く感じる

番組でもあった。また、自分の職を辞してまで放射能観測を続ける科学者、それを

支える科学者のネットワーク、そして地道に取材するＮＨＫスタッフ、こうした人

たちの努力にたいへん感動した。先回の審議会で、４月３日(日)のＥＴＶ特集「原

発災害の地にて～対談 玄侑宗久 吉岡忍～」は震災関連番組の中で心打たれる番

組だと述べたが、今回の番組も含め、地道な取材で事実を明らかにしていく番組は

ＮＨＫならではだと思うので、これからもこうした番組を作り続けてほしい。 

 

○  東日本大震災の報道は、このところ長期的に被災地・被災者を支援していくには

どうすればいいのかを考えていくような内容が多くなってきており、非常にいい。

ＮＨＫは「明日へ－支えあおう－」をキャッチフレーズに、東日本大震災の被災地

の復興支援や、日本全体が活力を取り戻していくためにプロジェクトを立ち上げた

とのことだが、これからも生きる元気がでる前向きな報道を期待したい。 

 

○  ５月１５日(日)の「ハーバードからのメッセージ 世界は震災から何を学べる

か」（ＢＳ１ 後8:00～8:50、後9:00～9:49）は、東日本大震災の支援のためにア

メリカ・ハーバード大学でさまざまな専門家が参加して開催された緊急シンポジウ

ムの模様の紹介であったが、問題点を整理した客観的な討論を通して、グロー

バルな視点で今何を考えなければならないのかということを世界に対して発信して

いた。これまでの生き方や価値観、さらには人間の幸せとは一体何なのかというこ

とを考えさせられた。また、シンポジウム後の会場参加者からの質問も非常によく、

より内容を深めていたと思う。 

 

○  東日本大震災について、ＮＨＫは震災直後から力を入れて報道しているが、これ

からも「明日へ－支えあおう－」をキャッチフレーズに、復旧・復興にとどまらず、

日本の活力を取り戻すために取り組んでいくことは非常にいいことだ。将来に向け
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て力強い国を築いていくための礎となるような報道を期待したい。 

 

○  ５月５日(木)の「ニュースウオッチ９」では、福島第一原発事故で科学技術への

信頼が揺らぐ中、“科学の危機”とどう向き合えばいいのかをノーベル化学賞受賞

者・野依良治さんにインタビューしていた。その内容はたいへん示唆に富んでいて、

今回の福島第一原発事故はリスクよりもベネフィット（利益）を優先したことで起

きたことや、科学は未知への挑戦で想定外が当たり前であること、原子力は人間の

力をはるかに越えていて長期的には自然エネルギーへの転換が必要であること、さ

らには社会のための科学といった視点が大切であることなどを語っており、非常に

興味深かった。ニュース番組の企画の１つとして伝えるよりも、１つの番組として

取り上げたほうがよかったのではないかと思った。 

 

○  「ニュースウオッチ９」での野依良治さんのインタビューを見た。科学技術の大

切さは十分わかっているが、今回の福島第一原発事故については、虚像が剥がれて

実像が出てきたように感じた。 

国土交通省・国土審議会の委員として、国土政策に長年携わっているが、東日本

大震災以降、さまざまな機会に、名古屋放送局が平成２１年９月に中部地方向けに

制作・放送した金とく「超巨大台風にどう備えるか～伊勢湾台風から５０年～」の

ことを引用して話すことが多い。国土政策の柱はハードとソフトの整備の２つであ

るが、そのうちソフトは新しい公共として、ＮＰＯや地域団体などが社会資本を維

持管理したり、人々が支え合う社会を作っていくことだ。伊勢湾台風の教訓や災害

対策を取り上げたこの番組は、自治会が機能を果たした地域は人的被害が少なかっ

たことなどを伝えており、まさに新しい公共で実施しようとしていることをうまく

伝えていると思う。東日本大震災の復興にもたいへん参考になる内容で、本当にい

い番組だと思う。 

 

○  東日本大震災と福島第一原発事故について、ＮＨＫはたいへん冷静にニュースや

番組で伝えており、たいへん好感を持っているが、これから４つのことをお願いし

たい。１つ目は、福島第一原発事故の発生直後に現場で何が起きたのかを

伝えるドキュメンタリー番組を制作してほしい。いま活字メディアが、ド

キュメントスタイルで当時のことを再現しつつあるが、振り返ってみると

さまざまな問題があったことがわかってきており、ＮＨＫでも早い時期に

取り上げてくれるとありがたい。２つ目は、日本がなぜ原発大国になって

しまったのか、原発の立地もなぜ海岸部なのか、そうしたところを振り返

る番組をお願いしたい。今回の原発事故が起きるまで、日本に原発がいく
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つあるのかも知らなかったが、日本には現在５４基あり、アメリカ、フラ

ンスに次いで世界第３位の保有国となっている。また、アメリカやフラン

スの原発はどちらかと言うと内陸部に立地しているが、海岸部に立地して

いる日本の原発と冷却のしかたがどう違うのか、そのあたりもあわせて教

えてほしい。３つ目は、菅首相の要請を受け入れて、中部電力は浜岡原子

力発電所の全炉を停止したが、電力供給量の低下がこの地域にどのような

影響を及ぼすのかを探ってほしい。今のところ中部電力は、節電は呼びか

けているものの、計画停電は行わないとしているが、夏場にかけて本当に

大丈夫なのか、ぜひ伝えてほしい。４つ目は、東海・東南海・南海の３連

動地震にどう備えていけばいいのか。政府の中央防災会議では、平成１５

年に公表した３連動地震の被害想定を見直すことにしているが、東日本大

震災を受けてこれまでよりも大きな被害想定が予想されると思う。こうし

た動向を含めて、具体的にどのような防災対策をすればいいのかを教えて

ほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

         浜岡原子力発電所の停止問題については、５月２７日(金)の

ナビゲーション「緊急報告 浜岡原発 停止の波紋」で取り

上げる。中部電力の電力需給対策や地元・静岡県御前崎市へ

の影響などを伝えることにしている。 

東海・東南海・南海の３連動地震については、今、そのメ

カニズムと防災対策の取材を進めており、６月１７日(金)の

「ナビゲーション」で放送する予定である。 

 

○  ５月７日(土)の「ＮＨＫ海外ネットワーク」の特集では、東日本大震災で大きな

被害を受けた宮城県石巻市で、地元の石巻日日新聞が避難所などに届けた手書きの

壁新聞がアメリカ・ワシントンの博物館に展示されたことを伝えていた。被災地で

情報が錯そうする中で、情報を正確に誰が伝えているのかは重要なことだ。今回の

震災では、携帯端末が効力を発揮したと言われているが、ネット上では確かな情報

と出どころのわからない根拠のないうわさ、デマも一緒に垂れ流されており、地域

の人たちにとっては地元・石巻日日新聞の記者が書いた記事の方が非常に頼りにな

ったのではないか。情報の出し方もこれからは、全体像をきちんと伝えていく一方

で、地域が必要とする情報をきめ細かく伝えていくことが求められていると思った。

また、同日に放送された「週刊 ニュース深読み」でも仮設住宅の問題を取り

上げていたが、仮設住宅に集落ごと移転した時にみんなが寄り添う集会所
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を情報発信源にしようとすると、壁新聞的な情報が生活の支えになっていくの

ではないかと感じた。  

 

○  ５月１０日(火)のクローズアップ現代「学校再開 子どもたちは今～大震災から

２か月～」では、スタジオゲストの兵庫県立舞子高校教諭の諏訪清二さんが、震災

の復興計画に若者が主体的に取り組めるようにすることが大事だと明言していたこ

とにたいへん共感した。震災報道が地域の復興計画へとシフトしていく中で、取り

上げられる声の多くが年長者の男性ばかりで違和感がある。こうした中で、女性や

若者、子どもたちが復興計画に参画できる仕組みができるように応援していきたい

と思っており、私が理事長を務めるＮＰＯ法人でも、来月、被災地で子どもたちを

支援している団体“セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン”の人に来てもらい学習会

を開くことにしている。ＮＨＫは子どもや若者目線の番組も多いので、こうした問

題を引き続き取り上げてほしいと思う。 

東日本大震災で多くの子どもたちが犠牲になったことで、今回のような大地震や

大津波が名古屋で起こったらどう避難すればいいのか、名古屋市の保育園の先生た

ちが非常に不安がっていることを聞いた。私の事務所も海抜ゼロメートル地帯にあ

り、津波が来たら逃げられないのではないかと思っている。 悪の事態を考えてお

くことは大事なことであり、地域の防災計画はどうなっているのか、そのあたりを

明らかにするような番組を制作してほしい。 

 

○  ５月７日(土)のＮＨＫスペシャル「巨大津波 “いのち”をどう守るのか」（総

合 後9:00～10:13）は、番組冒頭で司会者が震災当日の映像を数多く紹介するので、

当時のつらい状況を思い出して精神的な負担を感じるかもしれないと断ってはいた

が、各地で撮影された津波の映像は本当に切迫感があった。特に、岩手県釜石市で

浸水した家の屋根につかまり九死に一生を得た親子、車ごと流され橋の上に打ち上

げられた人の映像と証言は衝撃的だった。また、釜石市で被災した100人を対象に

実施したアンケート調査で３割がすぐに避難しなかったことも紹介していたが、私

も釜石の知人から、過去の経験から津波は来ないと思いすぐに避難しなかったこと

を聞いた。さらに、津波到達予想時間を過ぎて津波が来た宮城県名取市の小学校で

は、再避難して難を逃れたという事実があったことも伝えていた。津波に備えるた

めにも、今後は大津波・津波警報、津波の到達予想時刻の考え方などもあわせて取

り上げてくれるとありがたい。 

 

○  ５月８日(日)のＮＨＫスペシャル「浮世絵ミステリー 写楽～天才絵師の正体を

追う～」は、東京都国立博物館で開催されている特別展「写楽」を見たところだっ

たので、たいへん興味深く見た。謎の絵師・東洲斎写楽が誰なのか諸説ある中
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で、３つの有力な説を取り上げ、ギリシャで見つかった写楽の肉筆画から有名絵

師と版元の蔦屋重三郎の２つを否定したところまでは納得できた。しかし、残った

能役者の斎藤十郎兵衛を写楽だというのはいきなりすぎる感じがして、テレビ的な

結論のもっていきかただと思わざるを得なかった。これで論争に終止符を打つとい

うのは早計な気がした。番組の前半が面白かっただけに、少し残念だった。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「浮世絵ミステリー 写楽～天才絵師の正体を追う～」は、東

京新聞とＮＨＫなどが共催で開催した特別展「写楽」の関連番組であったが、東日

本大震災の影響で１か月ほど会期が遅れたこともあり、感慨もひとしおという思い

で見た。番組では、江戸時代の謎の絵師・写楽の正体を、ギリシャで見つかった写

楽の肉筆画を手がかりに、有力な３つの説の中から、同時代の有名絵師と版元の蔦

屋重三郎の２つを否定し、残った能役者の斎藤十郎兵衛を写楽だと結論づけていた。

写楽が斎藤十郎兵衛だというには肯定する材料がやや足りない感じがしたが、斎藤

十郎兵衛の“さいとうじゅう”を並べ替えて“とうじゅうさい”つまり、写楽の号、

“東洲斎”が現れるという説明に納得した。また、意外なところから番組がスター

トし、論理的な展開で結論づけていく構成も非常によく、制作者の手腕の高さを感

じた。その後、ＢＳプレミアムでも写楽を取り上げた番組を放送していたが、今回

のＮＨＫスペシャルはその番組を再構成したものなのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

         ＢＳプレミアムでは、５月９日(月)から４夜連続で放送した「知

られざる在外秘宝」（後9:00～10:29）の中の、第３回「徹底分析・

写楽全作品～浮世絵版画 全１４５枚が語る謎の絵師～」と、第４

回「写楽・解かれゆく謎～ギリシャの浮世絵が語る正体～」で写楽

を取り上げた。この第４回の内容を、ＮＨＫスペシャルとして再構

成した。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「浮世絵ミステリー 写楽～天才絵師の正体を追う～」は、写

楽とは一体誰なのかを明らかにしようとしていたが、能役者の斎藤十郎兵衛が本当

に写楽かどうかははっきりしなかったように感じた。番組で紹介された、ギリシャ

で見つかった写楽の肉筆画を実際にギリシャの美術館で見たことがあるが、たどた

どしい線で、私には上手な絵には見えなかった。また、写楽はわずか１０か月間の

活動で145枚の作品を残したとのことだが、２日に１作品を描いていたということ

は、ある意味、浮世絵業界は大量生産による商業主義が進んでいたのではないか。

写楽の作風も 初のころは独創的だったが、 後の方は当時の人気絵師とそっくり
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だったということで、版元の影響力の大きさがうかがえるような気がした。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「浮世絵ミステリー 写楽～天才絵師の正体を追う～」は、推

理小説を読んでいるような番組でたいへん楽しめた。ただ、写楽の正体が能役者の

斎藤十郎兵衛だというにはそこまでの決め手がないように思えたが、歴史上の人物

にはこのようなケースが多いとも感じた。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「ホットスポット 後の楽園」を２本見た。４月１７日(日)

の第３回「オーストラリア～不毛の大地に生まれた“奇跡”」と、５月１日(日)の

第４回「ニュージーランド 飛べない鳥たちの王国」は、どちらも激変した自然環

境に偶然にも適応することができた生きものがその後に進化していくというプロセ

スが非常に印象的だった。決して強いものだけが生き残っていくわけではないこと

がよくわかり、面白かった。 

 

○  ４月３０日(土)の「ホットスポット 福山雅治 後の楽園へ」（総合 後9:00

～10:13）で紹介された美しい映像を見て、ＮＨＫスペシャル「ホットスポット 

後の楽園」の後半３本も絶対に見たいという思いを駆り立てられた。翌日に放送

された、ＮＨＫスペシャル ホットスポット 後の楽園 第４回「ニュージーラ

ンド 飛べない鳥たちの王国」は、ニュージーランド誕生の歴史をひもときながら、

どのように生きものたちが独自に進化して生き延びていったのかを非常にわかりや

すく説明しており、たいへん見応えがあった。改めて、神秘的な生きものの進化に

感心した。また、何千年とかけて作り上げてきた生態系が、人間によって壊されて

いる現実もきちんと伝えており、生物多様性の重要性を十分感じとることができた。 

 

○  ５月１５日(日)のＮＨＫスペシャル「虐待カウンセリング～作家 柳美里・５０

０日の記録～」を見たが、弁護士として日常的に子どもの虐待問題に携わっている

こともあり、あまり注目されることのない虐待の親子連鎖の問題を取り上げてくれ

たことはたいへんうれしかった。虐待の親子連鎖を回復するには、心の中の見せた

くない面を解明していく必要があると思う。虐待の親子連鎖に悩む作家・柳美里さ

んが、カウンセリングによって自らの生い立ちや両親と向き合っていたが、ある程

度のところまでしか探れなかったのはしかたがなかったように感じた。虐待の現実

を知っているだけにそう思った。 

 

○  先日、福井県立美術館で開催されているＮＨＫ大河ドラマ特別展「江～姫たちの

戦国～」を見てきたが、改めて、江という女性が歴史上の中心人物だったことを実
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感した。先回の審議会で、大河ドラマ「江～姫たちの戦国～」の江役の上野樹里さ

んや秀吉役の岸谷五朗さんの演技について意見を述べたが、時代背景が移り変わる

につれ、これまでの明るい演技からシリアスな演技へと変わっていくと思うので、

今後の展開に期待したい。 

 

○  「ディープピープル」の中で、４月１８日(月)の「中国に勝つ卓球」と５月１６

日(月)の「バレーボール・セッター」を見た。番組を見る前は、同じジャンルで頂

点を極めた３人のプロフェッショナルの話は少し硬いのではないかと思っていたが、

関根勤さんの笑いを誘いながらの解説は非常に的を射ていて、初めて明かされる深

みのある内容をわかりやすくしており、十分楽しめた。関根さんの知識の豊富さに

感心させられた。興味深いこの番組をこれからも見続けていきたいと思う。 

 

○  「ディープピープル」は、以前の審議会で他の委員の意見を聞いて面白そうな番

組だと思い、今回、５月９日(月)の「女性演歌歌手」と、「バレーボール・セッタ

ー」の回を見た。一流のプロフェッショナルが集まって、自分ならではの技を惜し

げもなく話しており、とても楽しめた。また、解説の関根勤さんがプロフェッショ

ナルたちの奥深い話をわかりやすく言い換えてくれるので、たいへん合点がいった。

本当に面白い番組であり、これからも見たいと思う。 

 

○  「タイムスクープハンター」は、未来に存在するタイムスクープ社のジャーナリ

ストが過去にタイムワープして当時の人々の営みを記録するという、番組の仕掛け

が非常に面白い。５月１２日(木)の「のろしを上げよ！」は、平安時代にタイムワ

ープし、九州北部の沖合いにある対馬で交易船や賊船の動きを見張り、のろしをあ

げて情報を伝える烽火（ほうか）の番人を取り上げていたが、その仕事ぶり

やのろしの仕組みがよくわかった。また、聞き取りにくい烽火（ほうか）

の番人の言葉に字幕スーパーを出すという演出も、リアル感があってよか

った。その一方で、小屋のむしろや食事の時の鉄鍋などは非常に現代的な

感じで、ややリアル感がなかったような気がした。こうしたところにも、

よりリアルさを追求して制作してほしい。  

 
○  ５月１９日(木)のタイムスクープハンター「髪結い ちょんまげ騒動記」は、江

戸時代の髪結いに密着し、髪が薄くなり髷（まげ）が結えない武士の深刻

な様子を伝えていた。当時の毛生え薬を紹介する場面では、男性の髪のことなの

に、現代の女性向けファッション雑誌のような当時の“都風俗化粧伝”を引用して

いたのが気になった。確かに“都風俗化粧伝”には毛生え薬の項目があって間違い
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ではないが、やや違和感を覚えた。また、本来、歌舞伎役者のために作られるかつ

らを武士のためにしつらえるという話の展開も、どうなのかと思わざるを得ない感

じがした。全体を通して、私が知識として知っている部分と、あまりにも突飛（と

っぴ）だと思う部分が入り混じっていたように思う。もう少し時代考証をきちんと

した方がいいのではないか。 

 

○  ５月１９日(木)の爆笑問題のニッポンの教養「死ぬ前にしたいこと～医師・徳永

進」は、死期が近づいた患者の思うがままに人生の 期を過ごしてもらおうと取り

組む徳永医師の、病気だけでなく、患者の生活環境までしっかりと見ようとしてい

る姿勢がすばらしかった。病院中心・疾患中心という今の日本の医療を、もう少し

人間中心に立ち返らせようという提案をしていたように感じた。また、徳永医師と

患者のすばらしい信頼関係も映像から十分に伝わってきた。本当にいろいろと考え

させられる番組だった。 

 

○  ５月４日(水)の頭がしびれるテレビ「神はπに何を隠したのか」（総合 後10:00

～10:43）は、まさに頭がしびれるような知的刺激を受ける内容で、番組タイトル

も非常によかった。３．１４でおなじみの円周率πにまつわる話や魅了された人々

の紹介だけでなく、実社会で円周率πがどう活用されているのかも具体的に伝えて

おり、改めてその影響力の大きさを実感した。レストランを舞台に繰り広げられる

ドラマ仕立ての構成もしゃれた感じに仕上がっており、シェフ役を務めた谷原章介

さんの進行も全体の流れをよくつかんでいた。こうした面白い番組を今後とも期待

したい。 

 

○  ５月５日(木)の新日本風土記スペシャル「美の城 戦の城～国宝四天守への旅

～」（総合 前10:05～11:18）は、国宝に指定されている姫路城、松本城、彦根城、

犬山城の４つの城をそれぞれにまつわるテーマに絞って紹介しており、たいへん見

やすかった。また、人々の城に寄せる思いもよく伝わってきた。旅番組と言えば、

温泉やグルメの紹介になりがちだが、城をめぐる旅番組としてここまで魅力的な番

組に仕上げていたのは本当にすばらしいと思う。ただ、気になる点が２つあった。

１つ目は、ライトアップされた松本城の映像は息をのむような美しさだったが、Ｃ

Ｇ映像のように感じられた。２つ目は、犬山城の元城主の長女で、現在、財団法人

犬山城白帝文庫理事長の成瀬淳子さんへのインタビューの中で、「城は好きです

か」と聞いていたが、もう少し城にまつわるひねりの利いた質問をしてほしかった。 

 

○  ５月１日(日)のＥＴＶ特集「二人の“チャレンジド”～浅野史郎と村木厚子～」

は、元宮城県知事の浅野史郎さんと内閣府政策統括官を務める村木厚子さんの対談
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だった。今回の番組は、２年前の同時期に浅野さんは白血病を発症、一方の村木さ

んは郵便不正事件で無実の罪で逮捕という大きな試練にあったことや、かつての厚

生省と労働省でお互いに障害者問題に取り組んだ同志であったことなど、２人の共

通点をうまく捉えていて見応えがあった。試練の日々をたくましく乗り越えた２

人の話の中でも、拘置所生活で頭の中の８割はショックを受けていたものの、残り

の２割は好奇心をもって拘置所内を観察していたという村木さんの言葉は印象的だ

った。 

 

○  ５月２日(月)の極める！グッチ裕三のお米学 第１回「コシヒカリ 幻のルーツ

に迫る」は、毎日食べているお米のことがよくわかる内容で、初めて知ることも多

くたいへん面白かった。 

 

○  ５月８日(日)の「第３９回ローザンヌ国際バレエ・コンクール」（教育 後3:00

～4:40）は、私が楽しみにしている番組のひとつだ。毎年、決選に出場した若手バ

レエ・ダンサーの中から、将来どのような世界一流のダンサーが生まれてくるのだ

ろうかということを期待させる内容だ。また、解説者の説明も素人にもわかりやす

く楽しめた。地味だがすばらしい番組であり、今後とも継続して放送してほしい。 

 

○  ５月１１日(水)の１００分ｄｅ名著 論語 第２回「自分のアタマで考えよう」

は、自分で考えて判断できる人間になろうという、孔子の人間育成術を紹介し

ていたが、短い時間の中でわかりやすく解説しており、興味深かった。東

日本大震災や福島第一原発事故を受けて、日本人がこれまでの生活スタイ

ルを見直していかなければならないこの時期に、過去と未来をじっくり見

つめながら、自分で考えていくことの大切さを伝えてくれたことは非常に

よかったのではないか。私の地元、福井県には１４基の原発があるが、原

子力発電は安全で低コストであるという企業側に立った説明をこれまで受

けてきた。こうした一方的な情報だけで判断せず、自分の頭で情報を整理

して考えていかなければならないと強く思った。困難な時代の中で、歴史

的な名著を取り上げ、気軽に先人たちの教えに触れることができるこの番

組は本当にタイムリーだと思う。  

 
○  「Ｒの法則」を初めて見た。５月１８日(水)の「親に聞いてみたいこと」は、高

校生が親に聞いてみたいことをランキング形式で紹介する内容だった。 初は高校

生が参加する騒々しい番組なのかと思ったが、出演している高校生たちのしっかり

した話を聞き、彼らが何を考えているのかを感じることができた。また、司会の山
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口達也さんもお兄さんのような雰囲気を醸し出し、ゲストの明治大学教授の北野大

さんも高校生に対して思いやりのある話し方で語りかけていて非常によかった。私

も高校生の子どもを持つ親だが、高校生の本音がよくわからないところもあり、こ

の番組を一緒に見ることによって親子の会話が弾むきっかけになるのではないかと

思った。 

 

○  ５月４日(水)のたけしアート☆ビート「堀木エリ子」をたいへん興味深く見た。

私が理事長を務める信用金庫に飾る和紙の装飾品を、かつて堀木エリ子さんに制作

してもらったことがあり、堀木さんの仕事ぶりや人柄を知ってはいたが、和紙の世

界に飛び込み、既成概念にとらわれずにその世界を極めようと取り組む堀木さんの

姿に改めて感心した。また、伝統と革新は別のものではなく、例えば千年前の革新

が現在の伝統となっているという堀木さんの話に対し、ビートたけしさんも若いこ

ろにあれは漫才かと批判されたことを語っていた。２人の共通点は、既存の価値を

乗り越えて伝統を作っていくというところだと思った。番組を通して、行き詰まっ

たら原点に立ち返ることを心掛けているという堀木さんの、伝統と革新を融合させ

た和紙の新しい世界をうかがい知ることができた。 

 

○  ４月２３日(土)に「若冲ミラクルワールド プロローグ 大野智 ｍｅｅｔｓ 

若冲」（総合 後5:30～5:59）を見て、伊藤若冲の作品のすばらしさを初めて知っ

た。その後、４月２５日(月)から２８日(木)まで放送された「若冲ミラクルワール

ド」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後9:00～10:29ほか）も見たが、４回シリーズでテーマごとに作

品の魅力や秘密に迫っていた。動物や植物などを描いた若冲の作品の細密描写に感

動するとともに、スーパーハイビジョンなどの 新機器を駆使して解明された若冲

の独創的な技法にも驚いた。特に、遠近感を出すために、近くのものは表側、遠く

のものは裏側から色をつける“裏彩色”という技法を使ったり、“裏彩色”を利用

して白色と黄土色で鳳凰の黄金色を表現したりするなど、こうしたテクニックが若

冲のすばらしい作品を支えているということがよくわかった。若冲の作品に触れる

につれ、若冲という人物にたいへん興味がわいたので、次回は若冲とはどんな人だ

ったのかに焦点をあてて紹介してほしい。 

 

○  ４夜連続で放送された「若冲ミラクルワールド」は、若冲の細密な作品やその技

術は見応えがあった。中でも、「群鶏図」に描かれた真っ赤なトサカのニワトリ１

３羽がまるで動いているように見えることを、人が本能的に赤色に注目することを

利用した視覚のトリックだと科学的に明らかにしたことは、非常に興味深かった。

また、若冲は４０歳で家業の青物問屋を弟に譲って、絵を専業にしたとのことだが、

京都の相国寺に絵を寄進したり、 高級の絵の具を使っていたりと、その人物像は
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単に一介の青物問屋ではないように思えた。ぜひ、若冲の人物像に迫る番組を制作

してほしいと思う。 

 

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

番組審議会事務局 
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平成２３年４月ＮＨＫ中部地方放送番組審議会（議事概要） 

 

４月のＮＨＫ中部地方放送番組審議会は、１５日(金)、ＮＨＫ名古屋放送局におい

て、１２人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、中学生日記「 初がカンジン･･･」について説明があり、放送番組

一般を含めて活発に意見交換を行った。 

後に、業務報告および５月の番組編成、放送番組モニター報告、視聴者意向につ

いて説明が行われ、会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

 

委 員 長     奥野 信宏 （中京大学総合政策学部教授） 

副委員長   木宮 健二 （学校法人常葉学園理事長） 

委 員     秋元 祥治 （特定非営利活動法人 

Ｇ－ｎｅｔ代表理事） 

伊藤 一美 （特定非営利活動法人 

子ども＆まちネット理事長） 

井上 庄吾 （愛知県農業協同組合中央会常務理事） 

大林 重治 （のと共栄信用金庫理事長） 

奥村 隆司 （（株）べにや旅館代表取締役社長） 

金森 昭夫 （中日新聞社取締役管理局長） 

陶  智子 （近世文化研究家） 

杉浦 宇子 （弁護士） 

杉野 正博 （（株）ＬＩＸＩＬ代表取締役社長 

         兼（株）ＬＩＸＩＬ常滑本社代表） 

村本 淳子 （公立大学法人三重県立看護大学 

理事長・学長） 

 

（主な発言） 

 

＜中学生日記「 初がカンジン･･･」について＞ 

（４月８日(金) 教育 午後 7:25～7:54 全国） 

 

（ＮＨＫ側） 

         「中学生日記」は今年５０年目を迎えた。これまで名古屋を舞台に
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地元の中学生が出演する全国番組として親しまれてきたが、ここ数年、

ターゲットにしている中学生世代の視聴率が減少傾向にあり、５０年

を機にこの４月、「中学生自身が作る中学生応援番組」をキャッチフ

レーズにリニューアルした。これまでも出演者オーディションで選ば

れた現役中学生へのアンケートや取材を通して、ドラマやトーク番組

を制作してきたが、この方法では取材対象が限られてしまうため、今

回、全国の中学生の体験談やアイデアからドラマを制作する“台本の

タネ募集”を行うことにした。このほか、ＣＧキャラクターを登場さ

せ中学生の声を紹介したり、スキマスイッチが中学生の今の気持ちを

つづった言葉をもとに制作した主題歌を流したりするなど、新しい試

みを行っている。今回のドラマを制作するにあたって、「新学期の不

安」というテーマで募集したところ、新しいクラスの人間関係に関す

る悩みが多く寄せられた。その中から、沖縄県に住む中学生の投稿を

出発点にドラマを制作し、人間関係は焦らず一歩ずつ作っていけばい

いということを伝えた。視聴率はほとんど変化が見られなかったが、

番組ホームページへの投稿は少し増える傾向にある。今後は、全国の

中学校を訪ねる番組や転校生をテーマにしたドラマを制作するなど、

より中学生に見てもらえる番組にしていきたい。 

 

○  中学生のころを思い出しながら、たいへん興味深く見た。以前の「中学生日記」

に比べ、今回の番組ではオープニングにＣＧキャラクターが出てきたり、スキマス

イッチのテーマ曲が流れたり、おしゃれでかわいい感じがした。ドラマもリアリテ

ィーがあり、中学生が見たら自分のことのように感じられるのではないか。また、

新任の男性教師は、大学卒業後にＩＴ企業を立ち上げ、その後、会社を解散して先

生になったという経歴の持ち主だったが、私の仲間にも同じような経歴をもつ人が

おり、彼の存在が非常に気になった。ぜひ、新任の男性教師の過去にスポットをあ

てるドラマも制作してほしいと思う。番組を見た後に、番組ホームページと携帯サ

イトも見たが、中学生への情報発信もきちんとされており感心した。 

 

○  久しぶりに「中学生日記」を見た。ドラマでは、新しいクラスでの人間関係に対す

る不安が描かれていたが、クラスをまとめていく担任の先生の役割はたいへんだと思

った。また、出演していた生徒たちはオーディションで選ばれた現役の中学生とのこ

とだが、その演技はすばらしく芸達者だと感心した。ただ、ＩＴ企業から転身した先

生というのは本当にあんなに軽いタイプなのか、リアリティーがどこまであるのか、

いまひとつわからない感じがした。 
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○  今回のドラマでは、ＩＴ企業から転身した新任の先生がいきなり３年生の担任に

なるという設定だったが、実際の教育現場ではあり得ないことだと思った。また、

新任の先生は、授業の準備や学級運営の対応などで忙しく、この時期に趣味の写真

撮影を楽しんでいる余裕はないのではないか。もう少し教育現場の現実を踏まえて

制作してほしいと思う。 

「中学生日記」は地元・名古屋の現役中学生が出演しているが、今回のドラマで

少しふてぶてしい役を演じた女子生徒の演技は本当にすばらしかった。より全国の

中学生にとって身近な番組になるよう、例えば、大阪や東北などを舞台に方言をふ

んだんに取り入れながらドラマを制作したりするなど、新しい展開があってもいい

のではないか。 

とある本に、子どもたちは、友だちのような先生よりも厳しさのある先生を求め、

安全・安心な場所であることをクラスに求めているということが書いてあった。新

任の先生も、今後厳しさが出てくるといいのではないか。また、中学校の女子生徒

同士のさまざまな問題は、小学校高学年ぐらいから芽生えていると言われており、

小学生のころを振り返るようなテーマを取り上げてみてはどうか。 

 

○  “台本のタネ募集”という手法は、全国の中学校でいま何が起きているのかを知る

うえで非常に面白い。今回のドラマは、自分の将来よりも自分の置かれているポジシ

ョンを気にするという、今の中学生を捉えていたのではないか。全体的にさわやかな

印象を受けたが、その一方で、短い時間の中で起承転結をつけているためか、話の展

開がうまくいきすぎているような気がした。また、ドラマの中学校の設定も大規模校

なのかと思ったら、いろいろな場面を見ると小規模校のように感じられた。小規模校

であれば、主人公の女子中学生のひとりが、いじめられていた同級生の転校を全く知

らないということはないはずであり、ストーリー展開に不自然な部分があった。中学

校の規模によってさまざまな条件が違うので、こうした点が、寄せられた“台本のタ

ネ”を基にドラマを作る時の難しさではないか。 

 

○  今年で「中学生日記」が５０年目を迎えることを聞き、改めて驚いた。今回のドラ

マは、「 初がカンジン…」というタイトルどおり、テーマもこの時期にふさわし

く、内容もうまく構成されていてわかりやすかった。人間関係はコミュニケーション

を通してだんだんとなじんでくるということを、きちんと伝えていたと思う。それに

しても、オーディションで選ばれた現役の中学生の演技は大したものだ。 

 

（ＮＨＫ側） 

         さまざまご意見やご指摘をいただいた。まず、おしゃれな番組と評



 4

価していただいたことは、たいへんうれしく思う。これからもさまざ

まな工夫で今の中学生の心に迫っていきたい。また、ご要望のあった

新任の男性教師の過去についても、この先、番組の中で取り上げてい

きたい。 

次に、ご指摘のあった先生としてのリアリティーについては、確かに

社会人から転身した１年目の先生が３年生の担任になることはまれなケ

ースかもしれないが、中学生の心をつかむ先生像を考えたときに、今の

中学生はどこか型破りで学校の常識にとらわれない先生を求めているの

ではないかということで、教育現場も取材したうえで、ＩＴ企業から転

身した先生を作り上げた。新任の先生が３年生の担任になることも、校

長先生の一存でそうしたこともあり得るということだったので、このよ

うな設定とした。 

また、中学校が小規模校に見えるところがあるという点については、

制作上のいろいろな制約もあってそのようになってしまっている。スト

ーリー展開の中で、いじめられていた同級生の転校を知らないという設

定も、確かに違和感があるので、こうしたことがないよう注意していき

たい。 

 

○  クラスの中でそれぞれの思いがこじれていく様子が紹介されていたり、主人公の

女子中学生の「ちゃんとしなきゃ」という言葉に思い詰めた感じがうまく表現され

ていたりと、短いドラマの中で今回のテーマをうまくまとめて描いていたと思う。

取り上げた問題は、現実の教育現場を見ていると、あまりにもリアリティーのある

先生だと解決できないような気がした。ＩＴ企業から転身した新任の先生の少し違

った視点から、対立している生徒同士にも同じようなところがあることを自然に伝

えていたのは、教育的にも非常にいい発想でたいへんよかった。 

 

○  国語の授業中に本読みをする主人公の女子生徒に対し、わざとせきをしたり、筆

箱を落としたりするいじめ役の女子生徒に、新任の男性教師が何も注意できない場

面を見て、先生というのは、やはり注意すべきときはしっかり注意することが必要

だと思った。また、いじめ役の女子生徒の演技は本当にすばらしかった。今回のド

ラマでは、タイプの全く違う２人の新任教師のうち、ＩＴ企業から転身した新任の

男性教師が中心に描かれていたが、今後は大学卒業後にストレートで先生になった

もうひとりの新任の女性教師の奮闘ぶりも見てみたい。期待している。 

 

○  生徒と先生の視点から述べたい。まず、生徒の視点からは、新学期の不安というの

は中学生も高校生も大学生も同じで、広く一般的に感じるものだと思った。ただ、発



 5

達過程の中で、その反応のしかたもいろいろあるように感じた。先ほど他の委員から

授業中のいじめを先生が注意しないのはよくないという指摘があったが、もしその場

面で先生が注意をしたら生徒はひいてしまうと思う。 初は生徒も先生のことをよく

見ており、今回の先生の対応はうまかった。次に先生の視点でみると、新任の男性教

師は柔軟性があり、生徒への対応のしかたも奥深く高度な能力をもっていると感じ

た。教育的にあのように生徒を上手に育てられる先生はなかなかいないのではない

か。そういう意味では非常に面白く、彼が今後どのように成長していくのを見てみた

い。このドラマは、大学教員の教育能力を高めるファカルティ・ディベロップメ

ントの教材のひとつとして使えるのではないかと思った。ただ、全体を通して気

になったのは、親が絡んだ場面が全くなかったことだ。大学でもちょっとしたこと

で、親が介入してくるケースが多い。そうした場面がないのは不自然だと思う。 

 

○  ＩＴ企業から転身した新任の男性教師の奮闘ぶりが紹介されていたが、 近はいろ

いろな経験をした人が教師になったり、大学院を卒業してから教師になったりする人

が多い。私も、彼がどうして教師になったのかを知りたいと思った。また、このドラ

マは考える余地がたくさんあるので、教師をめざしている大学生にぜひ見せたい。番

組の 後で募集していた“台本のタネ”は、どれくらい投稿が寄せられているのかを

教えてほしい。  

 

○  「中学生日記」が５０年も続いていることは本当にすばらしい。昔に見たときは、

重たい感じの番組だったと記憶しているが、今回久しぶりに見て、軽い感じで非常に

わかりやすかった。「 初がカンジン･･･」というタイトルから、第一印象が大事だ

ということを伝える番組かと思ったが、もっと奥深いところを描いていた。“台本の

タネ募集”の取り組みは、中学生に見てもらうためにも、より魅力的な番組にしてい

くためにも大事なことで非常にいい。 

 

○  学校経営者の立場から先生の服装について述べたい。ＩＴ企業から転身した新任

の男性教師の服装は、 初はきちんとしたスーツ姿だったが、その後はシャツをズ

ボンの上に出し、ネクタイもしっかり締めないという服装であった。きちんとした

服装の教師がすべて優秀とは限らないが、問題のある教師は服装が乱れているのも

事実であり、もう少しそのあたりを考えてほしい。 

 

○  久しぶりに見たが、たいへん面白かった。先生と生徒に頑張れと言いたくなる内容

だった。 
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（ＮＨＫ側） 

         ご指摘をいただいた、授業中のいじめを先生が注意しないのはよく

ないという点については、私も初めは能力のない先生に見えるのでは

ないかと気になったが、あの時点では先生がクラスの人間関係をじっ

くりと把握しようと努力している段階だったので、 終的にあのよう

な形で放送した。 

また、親が絡んだ場面が全くなかったことについては、新任の先生

にとって親との関わりはこれからの大きな課題だと考えており、今後

取り上げていきたいと思う。 

全国の中学生から“台本のタネ募集”に寄せられた投稿数は、１つ

のテーマで４０～５０件ほどである。ＣＧキャラクターが登場するコ

ーナーで、今後とも多くの声を紹介していこうと思う。 

先生の服装については、教育現場で取材したところ、校長先生や教

頭先生が指導することもあるが、かなり先生個人に任されている部分

があるとのことだったので、今回はこれまでと少し違った先生を演出

するためにあのような服装にした。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  近、いつもツイッターでＮＨＫニュースやＮＨＫ報道局科学文化部などが配信

している震災関連のニュースを見ている。その後、ウェブでより詳しく見て、さら

に関心があるものは番組を見るようにしている。こうしたＮＨＫのソーシャルメデ

ィアを活用したあり方は非常にいいと思う。 

今後の震災報道で、２つのことを「クローズアップ現代」などの番組で取り上げ

てほしい。１つ目は、高齢者だけでなく、障害者や外国人など、被災地のマイノリ

ティーにスポットをあててほしい。２つ目は、前回の審議会でも述べたが、寄付や

募金のあり方について、今回の震災やいわゆる“タイガーマスク現象”も含めて、

一度振り返って考える番組を放送してほしい。 

 

○  この１か月、東日本大震災のＮＨＫの報道を見てきたが、全般的に落ち着いた内

容で、しかもキャスターやアナウンサーが冷静に対応しており、安心して見ること

ができた。ＮＨＫの抑制の効いた冷静な報道は非常によかった。ただ、気になるこ

とがいくつかあった。まず、福島第一原発事故報道について、ＮＨＫの解説委員や

科学文化部の記者の解説は庶民の目線に立った内容でよかったが、その一方で専門
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の学者として出演した東京大学大学院教授の解説は、住民にどのような影響がある

のかを考慮していないのではないかと感じられるところがあった。心情を十分にし

ん酌しないような人は出演させないでほしい。次に、海外のテレビ局では地震・津

波の被害状況に加え、遺体の捜索や処理などの悲惨な映像をたくさん報道している

と聞いたが、日本ではテレビも新聞も遺体の映像を報道していないので、日本の方

がひょっとすると悲惨な状況が十分に伝わっていない部分もあるのではないかと感

じた。本当の悲惨さを伝えるには、そうした映像もある程度は報道する必要がある

のではないかと思う。また、今回の震災を海外メディアがどのように報道したのか、

ぜひＮＨＫでも取り上げてくれるとありがたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

         私はかつて取材現場で遺体を見たことがあるが、その時に大きなシ

ョックを受け、今でもそのことをよく覚えている。災害報道にあたっ

て気をつけなければならないのは、被災された方々の心理的なケアで

ある。心が傷ついた被災された方々に、遺体などの刺激的で生々しい

映像を見せるようなことは控えた方がいいと考えている。 

 

○  震災報道を中心にテレビを見ているので、以前に録画したバラエティー番組など

を見ても大笑いできない気分の中で、総合テレビで３月１９日(土)に再開された連

続テレビ小説「てっぱん」を見た。これまで何とも思っていなかった“てっぱんダ

ンス”のテーマ曲やダンスの動きを見て、日常が戻ってきたような気がした。 

原発事故や復興の今後については、その時々に伝えられてはいるが、この先どう

具体的に展開しようとしているのかがわからない。先のことを見通すことができれ

ば、私たちも気持ちを切り替えることができるので、短期・中期・長期のロードマ

ップを番組の中でも作ってほしい。 

東日本大震災をＮＨＫがどのように報道したのか、いずれ検証する時期がくると

思うが、その時にＮＨＫは矜持（きょうじ）を保ったと胸を張れるような報道をぜ

ひしてほしい。特に原発報道については、スポンサーに頼らないＮＨＫとしての軸

をぶらさないで取り組んでいただきたい。 

先ほど他の委員から被災地のマイノリティーについて要望が出ていたが、既に

「福祉ネットワーク」で被災地のさまざまな障害者の問題が取り上げられており、

総合テレビでも再放送していた。機動力をいかしたＮＨＫの取り組みに感心した。 

 

○  ＮＨＫの東日本大震災の報道は、地震発生直後からこれまで非常に冷静な報道を

しており、敬意を表したい。原発事故の解説については、ＮＨＫの解説委員や記者、
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大阪大学大学院教授の解説がわかりやすかった。一方で東京大学大学院教授の解説

は気になるコメントがあった。 

震災から１か月がたった。実は、私の会社でも東北の製造工場などが被害を受け、

犠牲者も出ている。今も完全な復旧に至っていない状況だが、現地はこれからが復

興に向けてたいへんな時期を迎える。こうした中で、４月９日(土)のＮＨＫスペシ

ャル「東日本大震災１か月」は本当に的確な内容だったと思う。第１部「福島第一

原発事故 出口は見えるのか」（総合 後7:30～8:43）は、福島第一原発事故の 新

情報や原子炉の冷却から廃炉までの長い道のりなどを、第２部「生活再建に何が必

要か」（総合 後9:00～10:13）では、用地や材料不足で仮設住宅の建設が進んでい

ない実態などを伝えており、厳しい現実が描かれていた。今後とも復興に向けた動

きをしっかりと伝えてほしいが、中でも農業や漁業、雇用の問題を取り上げてくれ

るとありがたい。 

また、３月末に中国に出張した時にテレビを見たら、日本では報道されていない

震災の悲惨な映像ばかりが出ているような印象だった。日本ではやはり悲惨な映像

をあそこまで報道するのは難しいと感じた。 

 

○  震災報道については、あまりにも情報が多すぎて、正直なところ何が正しいのか

を私自身が判断できないこともあって、自らすすんで見ることはあまりなかった。

こうした中で、４月１３日(水)のクローズアップ現代「被災者の健康をどう守る」

（総合 後8:00～8:43）を見た。長引く避難所生活によるストレスで、エコノ

ミークラス症候群などの血栓症が増加している現状とその対策を伝えてい

たが、津波による打撲が原因で血栓症になる方が多くなっていることや、トイ

レなど避難所の生活環境の悪さもあって血栓の予防に必要な水を飲まない

被災者が多いことなど、直面する深刻な状況がよくわかった。スタジオゲ

ストが、健康を守るためにインフラが復旧するまで応急の水循環システムで水を確

保していくことが重要だと指摘していたが、過去の災害の経験を踏まえた具体的な

対策の紹介もあればよかったように思う。 

また、「ニュースウオッチ９」では、復興や原発事故の今後を見通すようなニュ

ースを伝えていた。４月１３日(水)には、政府の東日本大震災復興構想会議検討部

会メンバーである日本政策投資銀行参事役・藻谷浩介さんの復興へのメッセージを

紹介していたが、復興に向けた具体的な提案もあり、少し光が見えてきたような感

じがした。４月１４日(木)には、２５年前に起きたチェルノブイリ原発事故のその

後を伝えていた。福島第一原発事故もある意味、何十年後に同じような状況に陥る

可能性があることを具体的に見て、大きな危険を抱えてしまったと実感させられた。 

 

○  ３月３０日(水)のクローズアップ現代「連鎖する震災ダメージ どうする日本経
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済」（総合 後8:00～8:43）は、経済の連鎖という意味がよくわかった。特に、スタ

ジオゲストの経済評論家・内橋克人さんの、東北地方の製造業は地域完結型でない

から、日本全国、さらには世界に対してさまざまな影響を及ぼしているという解説

はわかりやすかった。また、東北の復興には、農業、食料、エネルギー、コミュニ

ティーを再生していくことが大事で、必ず東北は立ち上がれると強調していたのが

心強かった。その一方で、ＵＳＢ証券アナリストの伊藤敏憲さんの話は、具体的に

何が問題で何をどうすべきなのかがはっきりと伝わってこなかった。これからも復

興の展望や震災による世界への影響、海外の反応などを多角的に取り上げてほしい。 

 

○  東日本大震災の報道については、冷静で客観的な報道がされていると思うが、長

時間にわたって見続けていると非常に刷り込まれて暗い気持ちになったりする。事

実を伝えることは大切だが、もう少し復興プランや前向きになれるような内容を取

り上げてほしい。阪神・淡路大震災の時には、私が携わる看護の分野でも新しい学

会が立ちあがった。今、それぞれの立場で先を見越した新しい動きが出ていると思

うので、ぜひそうした動きを伝えてほしい。 

 

○  ４月３日(日)のＥＴＶ特集「原発災害の地にて～対談 玄侑宗久 吉岡忍～」は、

私が見た震災関連番組の中で も心打たれる番組だった。２人の淡々とした対談か

らは言葉の力が感じられた。 

 

○  原発事故の報道では、大阪大学大学院教授の解説が具体的でわかりやすい。また、

東京電力の計画停電については一旦なくなったが、今後のことが非常に気になった。

電力需要が多くなるこの夏には深刻な電力不足に陥ることも予想され、計画停電の

復活は各産業に大きな影響を与えると思うので、この問題にどのように各産業が取

り組んでいこうとしているのか、さらには本当にうまく対応していくことができる

のかを、継続的に報道してほしいと思う。 

ＮＨＫスペシャル「東日本大震災１か月」は、原発事故から生活再建に至るまで、

さまざまな問題の現状と課題をコンパクトにまとめていた。特に、社会保険料の負

担が重くのしかかる中で、被災地で雇用を守るために社員の休職を選択した水産加

工会社の経営者の姿は印象的で、胸が熱くなった。その後新聞報道によると、政府

が東日本大震災で被害を受けた企業を対象に、社会保険料の事業主負担を１年間免

除する方向で検討に入ったことを伝えていた。今後とも、ＮＨＫの番組が被災地の

産業復興に役立つように取り組んでほしい。 

 

○  ４月８日(金)のナビゲーション「東海北陸 広がる震災の波紋」（総合 後8:00～

8:43）は、自動車産業や観光業、養殖業など地域経済への深刻な影響をはじめ、福
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島第一原発事故を受けての原子力発電所の安全対策見直しの動きなどを的確に伝え

ており、震災による波紋が東海北陸各地に広く及んでいることを実感した。特に、

原発事故の風評被害や国内の自粛ムードの中で、観光客が大幅に減少している石川

県の老舗旅館の現状を知り、同じ旅館業に携わる者として非常に切実な思いがした。

また、原子力発電所が日本一多い福井県に住む私にとって、今回の原発事故はひと

事ではなく、現実問題として原発を抱える美浜町では風評被害が出ている。海外に

おいても、例えば香港の日本食レストランが風評被害で経営危機に陥っていること

も聞いており、いま日本の食文化が危機に立たされているのではないかと思う。引

き続き震災報道をきちんと伝えていくことは大切だが、こうした中で少しでも気持

ちが前向きになれるような番組も制作してほしい。 

 

○  ナビゲーション「東海北陸 広がる震災の波紋」をたいへん関心を持って見た。

東海北陸地方への震災による影響はよくわかったが、震災から１か月が経ち、 近

は少しずつ復興に向けた明るいニュースが出てきており、こうした話題をもっと取

り上げてほしいと思う。また、来るべき大震災にこの地域がどのように備えたらい

いのか、現実的な問題として捉えることができるような番組を期待したい。 

 

○  ナビゲーション「東海北陸 広がる震災の波紋」を見た。東北・関東の震災被害

や福島第一原発事故関連のニュースが大量に報道され、ふだんなら当然報道される

ニュースがほとんど報道されない状況の中で、東海北陸地方への震災によるさまざ

まな影響を丁寧な取材で伝えてくれたことは非常によかった。 

 

○  ＮＨＫが海外に向けて東日本大震災をどのように報道しているのかが気になって

ＮＨＫワールドＴＶを見たが、国内と同様にたいへん冷静で落ち着いた報道だった。

とてもよかったと思う。 

 

○  ２月１８日(金)に中部地方向けに放送されたＮＨＫ岐阜 開局７０周年記念ドラ

マ「恋するキムチ」が、４月２９日(金)に総合テレビで全国放送されると聞き、た

いへん喜んでいる。先日、ドラマの舞台になった各務原市の「桜まつり」に出かけ

たところ、会場で「恋するキムチ」の上映会が行われていて驚いた。また、キムチ

を使ったＢ級グルメを売る露店にはドラマのポスターが貼ってあり、今回のドラマ

がいかに愛されているかがよくわかった。こうした地域に密着したドラマを、毎年

１本制作してほしいと思う。 

 

○  ４月４日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「列車は、走るビックリ箱」
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（総合 後10:20～11:08）は、ＪＲ九州の列車のデザインがなぜ斬新なのかや、デザ

イナーの水戸岡鋭治さんがなぜ常識破りのデザインをしたのか、その経緯が非常に

よくわかった。中でも、「列車というのは公共空間であり、公僕のつもりでやって

いる」という水戸岡さんの言葉は印象的で、だからこそすばらしいものができると

感心した。ただ、コスト面についても少し触れてほしかった。 

 

○  「世界の名峰 グレートサミッツ」を見た。３月２９日(火)の「キリマンジャロ

～赤道直下の白き山～」（総合 後10:20～11:03）と、４月５日(火)の「キナバル～

熱帯の命あふれる山～」（総合 後10:20～11:03）は、 後まで目が離せない映像の

連続でたいへん楽しめた。映像からはカメラマンの苦労も感じられたので、撮影の

様子の紹介もあればさらによかったと思う。引き続き、世界の名峰シリーズに期待

したい。 

 

○  ４月７日(木)の爆笑問題のニッポンの教養スペシャル「コミュ力（りょく）！爆

問学問×東京外国語大学」（総合 後10:20～11:08）は、司会を務める爆笑問題の２

人の頭の回転の速さにつくづく感心させられた。また、今の若者はコミュニケーシ

ョン力そのものが欠如しているというイメージを抱いていたが、学生たちが自分の

気持ちをどうしたらうまく伝えることができるのかを深く考えていることを知り、

一概にコミュニケーション力不足とくくれないところがあるのではないかと、少し

ほっとした気持ちになった。全体を通して、日本人の学生や留学生のさまざまな意

見を聞くことができたが、会場が外国語大学だったこともあり、もう少し留学生か

ら見た日本人観やそれぞれの国におけるコミュニケーションの違いなどを語っても

らえれば、より面白い番組になったのではないか。 

 

○  大河ドラマ「江～姫たちの戦国～」を見ているが、主役の江を演じる上野樹里さ

んはどうしてもテレビドラマや映画の「のだめカンタービレ」の“のだめ”役のイ

メージが強かったり、秀吉役の岸谷五朗さんの演技も極端すぎるキャラクターだっ

たりと、ストレスを感じるところがある。回を重ねることによって、歴史的な背景

が変わり、それぞれの人物も成長していくので、演技の方も変わってくることを期

待したい。 

 

○  ４月１３日(水)の歴史秘話ヒストリア「高杉晋作“愛され・やんちゃ” 革命！～

時代を変えた男の魅力」は、高杉晋作の夢と挫折の青春を描いていたが、高杉晋作

という人物は思い込んだらやみくもで、近くにいたら迷惑な人という印象を受けた。

武士の象徴であるまげを落としてザンギリ頭にしていたのも、自分の思いが通用せ
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ずに苦しんだからだったということを知り、幕末を過ごした若者も血気盛んな時期

を過ごしていたことがよく理解できた。ただ、高杉晋作は型破りだけれど仲間から

愛されていたということも伝えていたが、どうして彼が愛されたのかがよくわから

なかったので、もう少しそのあたりを描いてくれるとよかった。 

 

○  ３月２７日(日)に再放送された、めざせ！会社の星「寝坊・居眠りノックアウ

ト！」は、寝坊・居眠りの撃退法や快眠術などを具体的な事例をあげて紹介

していた。その中で、なぜ眠れない時に“羊を数える”と効果があるのかが

よくわかり、とても面白かった。ただ、取り上げられた若い女性の快眠術や勤

務中の昼寝などは誰にでもできるものではなく、一般的ではないように感

じた。気になったのは、いつも遅刻ぎりぎりに出勤する若手会社員で、彼がその

後、どう克服したのかについて触れてほしかった。 

 

○  ４月１１日(月)のアスリートの魂「日本を元気づけたい～石川遼 １９歳の誓い

～」（総合 後10:36～11:05）は、世界一流のプロゴルファーになるために努力する

石川遼選手の苦悩とそのプロセスが丁寧な取材で描かれており、非常に面白かった。

また、「東日本大震災の被災者のみなさんに元気を与えられるようにゴルフを通し

て頑張りたい」と語る石川選手の熱い思いも十分伝わってきた。１９歳とは思えな

い彼の内面の強さは本当にすばらしいと思う。番組全体を通して、若い人たちの明

るい未来が感じられ、とても気持ちが軽くなるような気がした。 

 

○  アスリートの魂「日本を元気づけたい～石川遼 １９歳の誓い～」を見たが、東

日本大震災の被災地に今年１年の賞金のすべてを寄付することを決意した石川遼選

手のひと言一言は本当に訴えるものがあった。また、ゴルフを通して被災者とつな

がっているという思いになってから、ゴルフに集中して成績を上げていく姿にたい

へん感心した。 

 

○  ４月１４日(木)の爆笑問題のニッポンの教養「美ら海水族館スペシャル ナイト

アクアリウム編」は、海のたくましい生きものたちの映像に心癒やされるとともに、

内田詮三館長らの解説も長年にわたる観察や飼育に裏打ちされた内容で感動した。

東日本大震災で落ち込みがちなこの時期に、明るい気持ちになれるこのような番組

をこれからもどんどん放送してほしい。 

 

○  アナウンサーの話力に重点をおいていくつかの番組を見た。富山県砺波市で収録

された４月１０日(日)の「ＮＨＫのど自慢」（総合 後0:30～1:15）、４月から司会
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が森田美由紀アナウンサーに代わった「日曜美術館」、３月３０日(水)から始まっ

た新番組「１００分ｄｅ名著」は、いずれも司会者がすばらしく、番組が非常に締

まっている。特に「日曜美術館」では、本人が理解している言葉は伝わるというこ

とが本当によくわかる。「１００分ｄｅ名著」も、番組を面白くしている原動力は

堀尾正明キャスターの力が大きいと思う。その一方で、３月２９日(火)の直伝 和

の極意 彩りの和菓子 春紀行 第１回「京都 主菓子 五感で味わう和の心」の

ナレーションは、非常に聞き取りにくく、話の内容が伝わってこなかった。出演者

を“ちゃん”づけで紹介していたのもどうかと思った。また、４月１３日(水)深夜

に放送された「土曜マルシェ」（総合 14日(木)前1:10～2:18）では、司会の女性ア

ナウンサーの服装がノースリーブのワンピースだったのが気になった。ＮＨＫのア

ナウンサーに必要なのは伝える力であり、民放の女子アナのような服装にする必要

はないと思う。 

 

○  ＢＳ１の新番組「ワールドＷａｖｅ トゥナイト」をよく見ている。東日本大震災

後に海外のニュースがほとんど国内のニュース番組で見られなくなる中で、この番

組は海外のニュースを中心にきちんと伝えてくれている。たいへんよい番組であり、

これからも見続けていきたい。 

 

○  ４月３日(日)のドキュメンタリーＷＡＶＥ「タイヤにモーターが入るとき～密

着！新型電気自動車～」（ＢＳ１ 後7:00～7:49）は、大学教授の立ち上げたベンチ

ャー企業が開発した、タイヤに直接モーターを組み込んだ新型電気自動車の 前線

を紹介しており、たいへん興味深かった。既成概念にとらわれず、新しい発想で物

事を考えていくことがいかに重要なのかがよくわかった。ただ、既存の自動車メー

カーがこの新型電気自動車の仕組みをどうみているのかということも伝えてくれる

と、より面白かったのではないか。 

 

○  ＢＳプレミアムは、魅力的な番組がそろっていて、これからテレビを見る楽しみ

が非常に増えたという感じがした。特に、４月３日(日)の「山田洋次監督が選んだ

日本の名作 －映画は家族をどう描いてきたか－」（ＢＳﾌﾟﾚﾑｱﾑ 後10:00～11:59）

は、一番楽しめた。４月４日(月)からスタートする「ＢＳシネマ 山田洋次

監督が選んだ日本の名作１００本～家族編～」のオープニング特集だった

が、家族をテーマにした映画５０作品の名場面の紹介はたいへんよかった。

その後、ＢＳシネマで４月４日(月)から３夜連続で放送された「東京物語 

デジタル・リマスター版」、「二十四の瞳 デジタル・リマスター版」、

「トウキョウソナタ」と、４月１０日(日)の「鉄道員（ぽっぽや）」の４
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作品も見た。映画が終わった後の山本晋也監督と小野文惠アナウンサーの

シネマレビューを含めて、十分に楽しめた。これからも見続けていきたい。

また、「極上美の饗宴」「体感！グレートネイチャー」「新日本風土記」

などの新番組も見応えのあるすばらしい番組だと思う。 

 

 

ＮＨＫ名古屋放送局 

番組審議会事務局 
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