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平成２４年３月ＮＨＫ中央放送番組審議会（議事概要） 

 

３月のＮＨＫ中央放送番組審議会は、１９日(月)、ＮＨＫ放送センターにおいて、

１２人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、平成２４年度前期 連続テレビ小説「梅ちゃん先生」について説明

があり、収録スタジオの見学を行った。続いて、「第１回」を視聴した後、放送番組一般

も含めて活発に意見の交換を行った。 

次に、次期経営計画における｢達成状況の評価・管理｣について、説明があった。 

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  福井 俊彦（前日本銀行総裁） 

   副委員長  田中 里沙（（株）宣伝会議編集室長） 

   委 員      青柳 正規（国立西洋美術館館長） 

         潮田 道夫（毎日新聞社論説委員） 

         小田  尚（読売新聞東京本社取締役論説委員長） 

         岸本 葉子（エッセイスト） 

         駒崎 弘樹（ＮＰＯ法人フローレンス代表理事） 

         紫   舟（書家） 

         平  朝彦（独立行政法人海洋研究開発機構理事） 

         龍井 葉二（連合総合生活開発研究所副所長） 

        冨士 重夫（全国農業協同組合中央会専務理事） 

        若月 壽子（主婦連合会事務局） 

 

 

（主な発言） 

 

＜平成２４年度前期 連続テレビ小説「梅ちゃん先生」について＞ 

 

○  「第１回」を視聴して、ストーリーのテンポがよく、活力もあると感じられ、今

後の展開が楽しみなドラマである。 近は、戦時中や終戦からの復興を舞台にした

ドラマや映画が多いが、東日本大震災を受けて、“復興”や“再生”といったテー

マに注目が集まっており、戦後の復興や再生の時代と重ね合わせたのではないかと

感じた。 



2 

  物語はこのドラマのためのオリジナルということだが、現代の人々の感覚で、終

戦直後の人々の思いをどのように表現していくのか、注目して見ていきたい。 

  現在放送している連続テレビ小説「カーネーション」では、主役の晩年は尾野真

千子さんから夏木マリさんに替わったが、堀北真希さんを途中で替えることを考え

ているのか。視聴者は主人公やそれを演じる俳優に感情移入して見ているので主役

は替えないほうがいいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  連続テレビ小説「梅ちゃん先生」は、梅子が１６歳で迎え

た終戦の日から、１５、１６年間の話なので、俳優を替える

予定はない。 

 

○  「第１回」は、楽しく見ることができた。映像の動きが非常に滑らかで、光の取

り込み方もさわやかな印象を与えてくれて、朝の放送時間に適していると感じた。 

 

○  「連続テレビ小説」は毎朝１５分間、日常とは違った世界に導いてくれて、その

日一日の始まりを爽やかにしてくれる番組である。 

  ３人きょうだいの末っ子で目立たなく、どこか頼りないヒロインの梅子が医師を目

指して頑張る姿は、見ている人々に元気や希望を与えてくれると思う。 

  オープニングタイトルのジオラマやＳＭＡＰの主題歌にも、親しみや温かみが感じ

られる。 

 

○  「第１回」では、生徒たちが終戦の玉音放送を聞いていたが、内容を理解できて

いないという場面が描かれていた。わたしも疎開先で全く同じ体験をした。今後の

番組の展開も大いに期待したい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  オープニングのジオラマのタイトルは、時間をかけて１場

面ずつ撮影しているものである。ＣＧを使わず、人の手によっ

て作っていくことで、温かみを表現した。月曜から土曜まで、

毎日少しずつ変わっているジオラマも楽しんでほしい。 

  復興や再生といったテーマに目が向けられがちだが、毎朝

一度は笑えて、１週間で一度は感動できる演出を心がけてい

る。毎朝、番組を見た皆さんが笑顔で一日の始まりを迎えら

れるような内容を目指していきたい。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

○  ３月５日(月)のＮＨＫスペシャル ３．１１ あの日から１年「３８分間～巨大

津波 いのちの記録～」（総合 後 10:00～10:49）は、岩手県の釜石の町が津波に襲

われた一部始終やその後の現実を克明に伝えていた。釜石報道室の記者が、このよう

な報道をしてよかったのかと戸惑いながらも、津波から逃げ延びて必死に生きようと

している人々に正面から向き合って取材する姿勢に感銘を受けた。 

  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」（総合 後 10:00～10:57）は、我慢して現実を受け入れるしか

ない高齢者の様子や、自暴自棄になり、投げやりな言葉を発せざるをえない若い人

たちの様子など、現地の人たちの置かれている現実をよく捉えていた。 

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

３月１１日に決行された、新日本フィルハーモニー交響楽団の定期演奏会を楽団員

や観客たちの証言を交えながら振り返る番組で、異色な番組だと感じたが、楽団員

や運営関係者、観客などそれぞれの思いが伝わってきて、すばらしかった。 

  これらの３つの番組は、いずれもさまざまな現実に寄り添いながら、その現実を

知らしめてくれる質の高い番組だった。 

 

○  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か」（総合 後 10:00～10:49）は、原発の立

地自治体へのアンケート調査や情報公開請求、関係者からの証言などを基に、原発立

地によってもたらされる電源三法交付金や寄付金、核燃料税などが、自治体の財政を

支えてきたという構造をあぶり出していた。“原発マネー”を巡る構造を追究してい

くと、都市部と原発の立地する地域とが対立する構造として捉えられてしまうので

はないかと懸念していたが、この番組は対立構造を持ち込まず、ともに考えていこ

うという演出を心がけているように受け取れた。また、原発の立地する地域では、

原発を受け入れる一方で“原発マネー”を受け取り、雇用を確保し、受益と負担が

その地域の人々に集中しているように受け取られがちだが、都会に暮らす人々も原

発によって生み出された電気を使うことで受益し、電気料金を払うことで負担して

いる。番組末尾のライトアップされた都会の映像や「私たちが使う電力…」という

コメントからは、都会の人々にも関係があるテーマなのだ、というメッセージが盛

り込まれているように感じられ、映像にメッセージを込めるという、テレビならで

はの伝え方だと感じた。 

 

○  「ＮＨＫスペシャル」は、３月３日(土)から１１日(日)まで９日連続で放送し、

いずれも見応えがあった。しかし、だからこそ、連日見ることが負担に感じられた。
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集中的に放送することが効果的だったかどうか、検証してほしい。 

 

○  ２月２４日(金)の首都圏スペシャル「都市に生きる覚悟～首都圏大地震に備えて

～」は、災害への備えを啓発する番組として意義があるので、今後も定期的に放送

してほしい。都市部を襲った津波が地下街にまで浸入した場合や、帰宅困難者、液

状化などの問題を取り上げていた。中でも、液状化についての知識を得ることがで

きる機会は少ないので、今後もさまざまな機会で伝えてほしい。 

 

○  東京電力福島第一原子力発電所の事故について、科学的、技術的な観点から制作

された番組を視聴した。事故発生直後の原子炉の状態はどうだったのか、水素爆発

はなぜ起こったのか、格納容器内の圧力を下げる操作“ベント”や非常用復水器（イ

ソコン）などによる緊急対応はできていたのか、放射性物質はどのように拡散した

のか、その広がりを予測するシステム“ＳＰＥＥＤＩ”は生かされたのか、放射性

物質は土壌や海底の土、生物にどのように移動や蓄積するのか、除染はどのように

すべきか、被ばくの実態はどのようになっているのか、人体にはどのような問題が

起こりうるのか、規制はどのようにしていくのか、などの科学的、技術的な問題が

考えられ、国民からも疑問が投げかけられた。これ以外にも、原子力行政の問題、

避難指示や情報公開などの政府の対応、エネルギー政策も含めた今後の見通しや政

策転換など、さまざまな問題が浮かび上がってきた。ＮＨＫはこれらの問題に対し

て、公共放送としての立場も踏まえて、真剣に取り組む姿勢をさまざまな番組を通

して見せていた。 

  中でも、放射能汚染の実態を独自に調査する科学者たちの活動を追い、福島県飯

舘村でホットスポットを発見した過程を伝えた、昨年５月放送のＥＴＶ特集「ネッ

トワークでつくる放射能汚染地図 福島原発事故から２か月」、当事者のインタ

ビューなどを基にして、“安全神話”がどのようにつくられていったのかを明らか

にした、昨年１１月放送のＮＨＫスペシャル シリーズ 原発危機「安全神話～当

事者が語る事故の深層～」は、いずれも、一般の人々が知らない情報を含めて、リ

アルタイムな情報を伝えた番組だった。 

  原発事故については、以下の３点について、今後も継続した検討を行っていかな

ければならないと考えており、ＮＨＫにもその一役を担ってほしい。一つは、国民

に大きな影響を及ぼす緊急を要する情報について、パニックや不安を引き起こすこ

となく伝えるには、どのようにすればよいのか、そして、情報を発信するうえでの

責任体制をどのようにすべきかという問題である。次に、国策である原子力政策を

どのような姿勢で報道するのかという問題である。 後に、事故発生の初期には、

マスメディアのほうが情報収集で官邸に先行していた面もあったように感じられ

たが、ならば、その情報を行政の決定にどのように生かすべきかという問題である。
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いずれも簡単には答えが出ない問題だが、常に考えておかなければならない根本的

な問題だと思う。 

 

○  原発に関する問題は、政府と国民との間で冷静な議論を重ねていかねばならず、

原子力エネルギーを一挙に転換すれば済むということではない。冷静に現状を伝え、

時には議論の場を提供するという意味でも、公共放送であるＮＨＫの役割は、今後

とも重要性を持ち続けるはずである。このテーマについては、この審議会でも委員

から意見を出していかなければならないと思う。 

 

○  ３月１２日(月)の「ＢＳアーカイブス」では、2007 年放送のハイビジョン特集

「人生のロングトレイル～アメリカ ３５００キロメートルの道のり」を取り上げ

ていた。北米大陸東部の山脈を縫うように続く、全長 3,500 キロメートルの“アパ

ラチアントレイル”を、半年間かけて踏破する人は、毎年１千人ちかくに上る。自

分自身の生き方を見つめ直し、新たな目標をつかもうと、アパラチアントレイルを

歩く人々を丹念に追いかけており、見応えがある番組だった。このようなすばらし

い番組を保存し、“アーカイブス”として再び放送することはよい取り組みである。

「ＢＳアーカイブス」で取り上げる番組はどのように決めているのか。 

  東日本大震災では、一般の人たちが撮影した津波や原発などの災害に関する映像

が非常に大量に存在しており、歴史的に見ても極めて貴重な映像資料である。ＮＨ

Ｋでは、これらの映像をまとめて、「ＮＨＫスペシャル」としても放送していたが、

アーカイブスなどの形で残していくのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  アーカイブスを扱った番組は、総合テレビの「ＮＨＫアー

カイブス」、Ｅテレの「Ｅテレセレクション」、ＢＳプレミア

ムの「ＢＳアーカイブス」などで放送している。放送する番

組は、視聴者からの反響や初回放送からの間隔などを考慮し

ながら決めている。 

  ３月にオープンした「東日本大震災アーカイブス」のサイ

トでは、被災者の証言やニュースの映像を公開している。証

言やニュース、これらに関連した番組は、現在も集めており、

これからも成長していくアーカイブスを目指している。 

 

○  震災に関連するナショナルアーカイブの必要性を感じており、国立国会図書館な

どとも連携して、「東日本大震災アーカイブ」を構築するための検討を始めた。Ｎ

ＨＫもこうした事業と連携すべきではないか。 
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○  近は携帯電話やスマートフォンから情報を得る人が増えており、ネットラジオ

“らじる★らじる”も震災に対する備えとして、重要性が高まっていると思う。今

後の“らじる★らじる”に対する取り組みや、東日本大震災の際にはどのように役

立ったのか知りたい。 

 “らじる★らじる”では、放送と同じ内容を提供しているのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  東日本大震災が起こったときは、まだ“らじる★らじる”

によるサービスの提供は始まっていなかった。 

  停電が起きていた地域もあり、一概には言えないが、ＮＨ

Ｋの調査では、東日本大震災の発生直後には、岩手県や宮城

県では、ＮＨＫや民放のラジオから災害に関する情報を入手

している人が一番多く、次いで、ワンセグ放送だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  “らじる★らじる”は、ラジオ第１、ラジオ第２とＦＭ放

送の番組を、数秒から数十秒の遅延はあるが、同時に提供し

ている。主には、山間部など電波の入りづらい地域、夜間の

外国電波混信、マンションなど鉄筋コンクリート住宅の全国

的普及など、ラジオ放送が聴取しにくい状況の改善を目的と

している。 

  昨年９月からサービスを開始し、１０月末からはスマート

フォンでも聞けるようになった。多くの方にスマートフォン

アプリをダウンロードしていただいており、若い方にもラジ

オを聞いていただくためのツールとして、今後も力を入れて

いきたい。 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２４年２月ＮＨＫ中央放送番組審議会（議事概要） 

 

２月のＮＨＫ中央放送番組審議会は、２０日(月)、ＮＨＫ放送センターにおいて、

１３人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、１２月の中央放送番組審議会における答申を受けて、「平成２４年

度国内放送番組編集の基本計画」が１月１７日(火)の経営委員会で議決されたことが報

告された。次いで、これに基づいて策定された「平成２４年度国内放送番組編成計画」

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、３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  福井 俊彦（前日本銀行総裁） 

   副委員長  田中 里沙（（株）宣伝会議編集室長） 

   委 員      青柳 正規（国立西洋美術館館長） 

         潮田 道夫（毎日新聞社論説委員） 

         大軒 由敬（朝日新聞社論説主幹） 

         小田  尚（読売新聞東京本社取締役論説委員長） 

         岸本 葉子（エッセイスト） 

         平  朝彦（独立行政法人海洋研究開発機構理事） 

         龍井 葉二（連合総合生活開発研究所副所長） 

         田中ｳﾙｳﾞｪ京（（株）ＭＪコンテス代表取締役、メンタルトレーナー） 

        冨士 重夫（全国農業協同組合中央会専務理事） 

        細谷 亮太（聖路加国際病院副院長、小児総合医療センター長） 

        若月 壽子（主婦連合会事務局） 

 

 

（主な発言） 

 

＜「平成２４年度国内放送番組編成計画」について＞ 

 

○  たいへん前向きな計画であることはよくわかる。特に情報分野との結合などは新

機軸だという印象を持った。限られた予算の中でこれだけウイングを広げていくと

なると、番組１本あたりの単価が下がっていくのではないかと懸念される。ＮＨＫ

のよさは手間をかけてきちんとした番組づくりがなされているところにある。これ

がＮＨＫの持ち味だ。下請け化、外注化が進み、単価が抑えられるようになってし
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まうことがないか、そういった実態の把握はＮＨＫのコンプライアンスとして意識

してほしい。番組の質にも影響してくることであり、点検のメカニズムを何らかの

形で工夫してもらえればと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  平成２４年度以降は受信料値下げを含む計画となるが、効

率的な業務運営に努め、工夫をしながら番組の単価は極力下

げない形で進めていきたいと考えている。 

  情報番組についての外注化、特に報道の番組については本

体制作、あるいは関連団体との深い連携の中で実施していく

ことを基本にしている。ただ、番組によっては本体だけでは

作っていないものもある。外部プロダクションにも優秀な作

り手がたくさんいる。番組の種類、ジャンル等を考え、 適

化を図っていきたいと考えている。 

  平成２４年度からはＮＨＫ全体の業務の評価と達成状況の

評価・管理の方法を新たに確立する。たとえば放送サービスに

ついては四半期ごとといった形で放送番組がどのように視聴者

の皆さまに届いているかをきめ細かく見ていくことを考えてい

る。この件についてはあらためてご説明させていただく。 

 

○  「平成２４年度国内放送番組編成計画」のＥテレの新設番組の中で、「ららら♪

クラシック」について「『Ｎ響アワー』を発展させて…」と書かれているが、若者

向けにアレンジするということだろうか。ＮＨＫらしさという面でこれまで大切に

してきた部分は変えないでほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「ららら♪クラシック」は、ＮＨＫ交響楽団の演奏を主体

としながらＮＨＫ交響楽団以外の演奏も入れながら、クラ

シック音楽全般の多様な魅力をお伝えし、演奏を楽しんでい

ただこうという番組である。若者向けというよりは、クラシッ

クのファン層をさらに広げることを考えている。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫのクラシック番組については時間的に前年度とほ

とんど変わっていない。ＮＨＫ交響楽団のすべての定期公演

について、ＦＭでは随時生放送で今までどおりお伝えする予
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定である。また、ＢＳプレミアムで日曜朝６時から７時５５

分まで放送している「特選オーケストラ・ライブ」の枠でも

Ｎ響の公演は放送する。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫ交響楽団とも話をしており、ただいまご説明したよ

うな趣旨で新年度の放送に向けて皆、張り切っている。ご期

待いただければと思う。 

 

○  「平成２４年度国内放送番組編成計画」の「放送時間等」の項に、部門（種別）

ごとの定時放送時間および比率が記載されているが、この表だけでは推移がよくわ

からない。たとえば５年間ほどの推移がわかれば参考になると思う。 

 

○  字幕放送は技術的に難しい面があるのかと思うが、先日見ていたら文字の間違い

が目についた。ＮＨＫは放送文化研究所の「ＮＨＫ漢字表記辞典」という財産を持っ

ている。日本語の表記は難しいが、せっかくよい辞典があるのだから活用してもら

いたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  字幕放送についてご指摘があった。収録番組については基

本的に事前に字幕を作っているので、「ＮＨＫ漢字表記辞典」

に基づく表記で放送できていると思う。誤字があるのはおそ

らく生字幕のケースではないかと思う。ニュースの場合など

はアナウンサーが読んだ音声を聞いて、担当者が瞬時にワー

プロで文字を入力し表示する。データベースは整備している

が、瞬時の判断で対応している部分がある。チェックは行っ

ているが、間違ったものが出てしまうケースがある。より正

確さを期すよう徹底したい。 

 

○  若者に向けた経済番組ということだろうが、Ｅテレの新設番組に「オイコノミア」

というタイトルがある。「オイコノミア」はエコロジーの語源でオイコスとはギリ

シャ語で家庭という意味だ。それがエコになってエコノミアと言う。なぜわざわざ

「オイコノミア」という言葉にしたのだろうかと感じる。 

 

（ＮＨＫ側） 

  番組タイトルの付け方は、制作者の考え方で２通りあるの
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ではないかと思う。ひとつはきわめてわかりやすいタイトル

を付けて率直に伝えたいという考えによるもので、もうひと

つは、このタイトルはいったい何だろうかとまったくわから

ないところからスタートし、興味を持っていただきながら、

だんだん定着を図っていくという考え方によるものだ。ご指

摘は後者のほうかと思う。ご理解をいただければと思う。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  大きなニュースがあまりない日には、新聞の場合、少し柔らかな内容を中心に

作ってみようかなどと、紙面を工夫することがある。ただ、総合テレビの「ＮＨＫ

ニュース７」は、いわば“床の間”のようにきちんとしていなければいけないと思

う。大きなニュースがない日でも、世界の流れを細かく拾って硬派のニュースをき

ちんと放送したほうがよい。日によって「国際ニュースが出てこない」、「硬派な話

が出てこない」と不満をもらす人もいる。「ＮＨＫニュース７」はどのような考え

方に基づいて作られているのか聞かせてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「ＮＨＫニュース７」は、その日の出来事を中心にオーソ

ドックスに１日の動きを伝えることを基本にしている。ご指

摘のように、日によってはニュースが少ない場合もある。そ

うしたときには、新聞もかなり柔らかい内容の記事を多く取

り上げているが、「ＮＨＫニュース７」も、硬派のニュースだ

けでなく少し幅広い話題を紹介している。国際ニュースにつ

いては、できるだけ節目節目で取り上げるよう心がけている。

「ＮＨＫニュース７」以外のさまざまなニュース枠でも、背

景や歴史的な経緯も含め、ていねいに伝えている。 

 

○  １月２２日(日)の原子力災害対策本部の議事録が作成されていなかったという

スクープは見事だと思う。情報公開請求を使っていろいろな問題点があぶり出され、

その後もどんどんニュースが発展した。民主党政権は比較的、記録係を入れない。

官僚排除だからいろいろな会議で議事録がないのはうすうすわかっていたところ

もあった。これをきっかけにどんどんニュースが発展していき、 終的には 高の

意思決定機関である政府民主党三役会議の議事録もないことまで明らかになった。
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大きな問題だと思う。ただ、残念なのは、ＮＨＫがせっかくスクープをして、議事

録のところはかなり掘り下げた問題指摘があったが、その後実際に政権の中で三役

会議などに議事録がないところまで発展させていけばよいのに、尻切れトンボに終

わっている感じがする。もう少しフォローがあってもよい気がした。 

 

○  「日曜討論」は 近工夫があっておもしろい。２月１２日(日)の「円高・デフレ・

消費税 どうする日本経済」は、国家戦略担当大臣・経済財政政策担当大臣の古川

元久さん、自由民主党政務調査会長代理の林芳正さん、経営投資コンサルティング

会社インテカー社長の齋藤ウィリアム浩幸さん、クレディ・スイス証券 経済調査部

長の白川浩道さんという顔ぶれの討論で興味深かった。政治家が大勢出てきて議論

をしているのに比べると、このようにかなりテーマも絞り、論客と呼ばれる人に出

てもらうのはよいと思う。「日曜討論」は番組からニュースが生まれているという

意味でおもしろい。２月１９日(日)の「政策責任者に問う 普天間・景気・消費税」

も国民新党政務調査会長の亀井亜紀子さんの意外な発言が飛び出し、ニュースに

なっているところもよかった。 

 

○ 「ＮＨＫニュース おはよう日本」は午前７時２０分ぐらいになると特集企画が

始まる。その日のニュースとどう関係あるのかがよくわからない。朝の忙しいとき

には、あの時間から他局にチャンネルを替えてしまう。朝は生のニュースをどん

どん伝えてもらいたい。スポーツニュースでも生でもう少し取り上げてよいものが

あるのではないかと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「ＮＨＫニュース おはよう日本」についてはご指摘のと

おりだと思う。できるだけ生の素材を入れていくほうが勢い

もあり、他局とも差別化ができると考える。ただ、夜から朝

にかけて何も起きないような日もあり、そういった場合を想

定していわゆる企画モノを準備しておくことは必要である。

ただし、できるだけ情報性の高い内容にするとともに、ニュー

スが発生したときには思い切って取りやめる勇気が必要だ。

そのような形で適切に差し替えていかなければ、ご指摘のよ

うな感想を持たれてしまうのだと思う。気をつけなければい

けない点だと認識している。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「ヒューマン なぜ人間になれたのか」のシリーズは、１月２

２日(日)の第１集「旅はアフリカからはじまった」、２月１９日(日)の第３集「大
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地に種をまいたとき」を見た。人間の歴史、進化の過程も含め、総合的に人間を理

解するという視点は大事だが、こういう総合的な視点は難しいと思う。大部分があ

る意味スペキュレーションに終わってしまっている。いろいろな考え方があること

はわかっても、こういうことはしばしばミスリーディングの部分もある。藤原竜也

さんが出てきて余韻を残すような演出はしているが、私にはあまりピンと来ない部

分もあった。第３集「大地に種をまいたとき」は驚きがあった。小麦の種の脱穀し

た部分と自然落下した部分を粒の根っこで見分ける手法を開発し、何万個という異

物を調べたという研究が紹介されていた。有名な研究らしいが私は知らなかった。

実証的なものが一つあるだけで救われた部分があったと思う。そういうことを評価

した番組制作者に敬意を表す。この研究はとても興味深いので、あらためて番組を

作ってもらえると、ややスペキュレーションの多い部分と実証的な研究が組み合わ

さって全体として相乗効果があるのではないか。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「ヒューマン なぜ人間になれたのか」の第３集「大地に種を

まいたとき」について、小麦の研究に関しての意見が出ていた。野生種から栽培種

への変換について、たとえば小麦の場合だといっせいに実を落とさず、１粒ずつ１

か月ぐらい時間をかけて実を落とす。それが栽培種になると同じときにバサッと実

りバサッと取れるようにする。植物の栽培種化だけではなく、動物の家畜化と並行

しているのではないかという説もある。そのへんが欠けていた気がする。もう少し

広く調査するとよい。栽培種、野生種を考えるときにわれわれの食料問題の根本で

あるポリカルチャーをねらうのか、モノカルチャーをねらうのか、少品種栽培なの

か他品種栽培なのか。そういった部分も深めてもらえるとよい。 

 

○  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～」は空撮

映像も美しく、農作業をする人たちの目線の映像も織り交ぜられていてすばらしい

番組だった。自然を受け入れて懸命に働く人々の姿から、感謝しながら生きる人間

の振る舞いの美しさが伝わってきた。こういう番組から学ぶべきことは多いと思う。

「平成２４年度国内放送番組編成計画」によると、ティーン向けの番組が増えるよ

う見受けられたが、マニュアル世代と言われる世代やノウハウをメディアから得よ

うとしている層に向けて、こういう番組も見なさいとＮＨＫから提示する形があっ

てよいと思う。もっと訴えかけてほしい。 

 

○  ２月１１日(土)のＮＨＫスペシャル シリーズ東日本大震災「“魚の町”は守れる

か～ある信用金庫の２００日～」は信用金庫に密着したドキュメンタリーでたい

へん見ごたえがあった。地域のさまざまな問題点が集約される信用金庫に密着する

という着眼がよかった。中小企業の経営者にとっての現実がいかに厳しいか、政策



7 

金融公庫、銀行の融資の在り方はこれでよいのか、私たちの義援金はきちんと届い

たのかなど多くのことを考えさせられた。問題提起力のある優れた番組だった。 

  「あの日あの時 証言記録」は、被災した現場で当事者が３月１１日のことを振

り返る番組だ。私たちが東日本大震災に対してどういう支援をしたらよいかを考え

るときに、当事者が語ることの意味は大きい。東日本大震災はあまりにも被害が大

きく、直接の被災者のみならず多くの人々が傷を負った。性急に声援を送りすぎた

ことの反省が１年近くを振り返ってあるように思う。そのような中で聞き落として

しまった当事者の声を聞くことは、今だからこそ意味があるのではないか。また、

証言記録が蓄積されて未来に向けての資産になっていくという意味でも有意義だ

と思う。 

 

○  ＮＨＫはうつ病の問題について丁寧に取り上げており注目している。２月１２日

(日)のＮＨＫスペシャル「ここまで来た！うつ病治療」は、うつ病は心の病気では

なく脳の病気だという考えを鮮明に出していたと思う。扁桃体、背外側前頭前野、

２５野などが相互に連関し、その関係の中でうつ状態が発現しているようだ。アメ

リカの 新治療の現場が紹介されていたが、脳の深部に電極を差し込み扁桃体を直

接刺激したり、それを埋め込みっぱなしにしておいたり、背外側前頭前野を磁気で

刺激し続けると相当部分が軽快するといった事例が出ていた。従来、日本が取り

組んできた方法や薬では間に合わないというニュアンスを感じ取った。日本も早く

アメリカのような方法を取り入れたらよいという雰囲気が伝わり、かなり踏み込ん

だ内容だと思った。番組はそういう意図だったのだろうか。 

 

（ＮＨＫ側） 

   ＮＨＫスペシャル「ここまで来た！うつ病治療」について、

薬ではだめだということを主張するつもりはない。番組で紹

介した磁気刺激による治療はアメリカで薬が効かなかった患

者に対して行われているものだ。脳深部に電気刺激を与え、

電極を埋め込む治療はあらゆる治療を施しても効果がなかっ

た患者に行われている治療として紹介している。薬の効果が

ない患者がいるのは事実なので、そのことをお伝えし、治療

を紹介した。薬が効かない方の中にはそもそもうつ病でない

のにうつ病と誤診されている方もかなりいることも併せて伝

えている。実際にアメリカで行われている 先端治療につい

て日本で受けられないのかという質問が放送後に多数寄せら

れている。これは日本で受けられない理由を事実として安全

確認がされないと治療が受けられないことをお伝えしたので
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あり、磁気治療を早く取り入れるようにということを主張し

ているわけではない。 

 

○  １月２３日(月)のアスリートの魂「“カッコわるくても勝つ”テニス 錦織圭」

を見た。“カッコわるくても勝つ”というテーマがすてきであり、よい表現だと思っ

た。スポーツ選手で一流になりたい若い選手たちが“カッコよく勝ちたい”と言う

が、指導者はカッコよい勝ち方はないという表現をする。勝つか負けるかであって、

カッコよい勝ち方はない。錦織選手のコメントには説得力があり、とてもわかりや

すかった。勝つことなんて何の意味もないのではないかという今の社会の風潮の中、

「なぜ勝ちにこだわるのか」、「勝つとはスポーツ選手にとって何の意味があるの

か」という素朴な疑問を持つ人に向けて、単に勝ち負けではなく、「あきらめない」

という錦織選手の思いが表現されていた。番組の視点はおもしろいと思った。ただ、

男性タレントによるナレーションはなじまない気がした。錦織選手のしっかりとし

た個性が出ている番組ではむしろ声に特徴のない形のナレーションのほうがよ

かったと思う。特に 後のほうでは錦織選手のことば自体に重みが増していく中、

その重みがナレーションからは伝わってこないことが残念だった。 

 

○  私たちの世代はスポーツとは生存競争に通ずる自己鍛錬の場だと意識している

ので、“カッコよく勝つ”という方法は本来ありえないとずっと思っていた。私も

アスリートの魂「“カッコわるくても勝つ”テニス 錦織圭」は少し見たが、“カッ

コ悪くても勝つ”という言葉はよいと思った。一緒に見ていた若い人が「“カッコ

悪くても勝つ”なんていうセリフが言えるなんて本当にカッコいい」と言う。勝つ

ことを前面に出すことの難しさを感じるが、この番組自体はよかったと思う。 

 

○  １月２８日(土)、２月４日(土)の土曜ドラマスペシャル「キルトの家」(前・後

編)を見た。戯曲風で、実際にはリアリティーのある物語ではないが、老練な俳優

陣の演技を通してストーリーが築き上げられていてなかなかでおもしろかった。老

人の孤独や死をめぐり、老人というものを単に十把一からげにしてほしくないとい

う思いが伝わった。一人ひとりが生きてきた人生があり、一人ひとりの尊厳を大切

にしないといけないというメッセージであった。山﨑努さんをはじめベテラン俳優

たちの演技で、メッセージがよく理解できる物語になっていた。 

 

○  大河ドラマ「平清盛」について述べたい。歴史物はフィクションが大半だからメッ

セージ性は重要だろう。私は海洋の研究に関わっているので、「海洋立国」と言う

言葉を時々使う。平清盛が日本の海洋立国の 初の立役者であるということは今後

使わせてもらいたい。 
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  番組全体として、ほこりっぽい画面のことが話題になっている。映画ならば先駆

的でそういう画面はよいと思うが、数十回続く「大河ドラマ」ではめりはりがなく、

飽きてきた。都がほこりっぽいからというのがベースになっていると雑誌で読んだ

が、その当時の海はほこりっぽくなかったはずである。もし平清盛が海にあこがれ

たとしたら、ほこりっぽい都からクリアで無限にものが見えるような海の世界にあ

こがれたという心証までが伝わるような画面の作りもありえたのではないか。単調

な色調とやや劇画的な過剰な演出が違和感をつくっていると思う。 

 

○  由紀さおりさんのファンなので、１月２５日(水)のＳＯＮＧＳ「由紀さおり ｉｎ 

ニューヨーク」は楽しみにして見た。コンサートの後の観客へのインタビューで、

「『パフ』を聞いて、英語より日本語のほうが感情は伝わるのではないかと日本語

がわからないけれどもそう感じた」と語っていてすごいと思った。言語を超えて音

楽でそういうことが感じ取れるのかと感心した。 

 

○  「新日本紀行ふたたび」は、日本各地の過去と現在を重ねながら今の時代に通じ

る心を映し出している。１月２８日(土)の「絆 心結んで ～山形・鶴岡～」は、

女の子が小学生高学年ぐらいになると他人同士糸で結んで姉妹になる“けやき姉

妹”というこの地域の風習を紹介していた。姉妹たちが一生支え合って生きていく

ということらしい。東日本大震災以来、絆についてさまざまに語られるが、そういっ

た絆が綿々と生き続けているこの地域の話はすばらしい。心の底から感動をもらっ

た気がした。昭和５３年の「新日本紀行」と比較していたが３５年たってもよき伝

統、風習が生きていて人生を豊かに暮らしている姿は印象深かった。 

 

○  ２月９日(木)の地球イチバン「地球でイチバンの巨大水上集落～カンボジア・トン

レサップ湖～」は、カンボジアの水上生活の様子を紹介していた。２、３歳の男の子

が裸でいかだのあたりをとことこと歩いている現地のＶＴＲ映像が紹介され、画面の

小さな窓にゲストの顔と「かわいい」という感想が表示されていた。見る人によって

は「かわいい」と思うだろうが、日本と違って向こうはたくましい子育てをしている

など、ほかにもさまざまな感想を持てる場面だと思う。感想を誘導し、画一的にして

しまうのは残念だ。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「地球イチバン」についてご意見が出たが、この番組に限

らず、スタジオゲストの顔を画面端に窓の形で入れ、反応を

伝えるというのはよく使う手法である。ゲストの反応を一緒

に見たいという視聴者のニーズがあるのでそういった試みを
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行っている。ただ、ご指摘のようにかえって邪魔だと思われ

るような方もいらっしゃる。さまざまなご意見を参考にしな

がら効果的な伝え方を考えていきたい。 

 

○  ２月１１日(土)の双方向解説 そこが知りたい！「世界はどうなるのか」は感心

しながら見た。たとえばテーマに沿って新聞社の論説委員にも出演してもらうと興

味深いのではないかと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「双方向解説 そこが知りたい！」について、新聞社の論

説委員に出てもらってはどうかというご意見があった。「双

方向解説 そこが知りたい！」は新聞社と比べ遜色のない解

説陣を抱えているＮＨＫとして、ＮＨＫの解説委員が放送法

の公平・公正や事実中心主義等を勘案しながらそれぞれの立

場から提言をしていくというのが番組のコンセプトだ。いろ

いろな番組で外部のジャーナリストや専門家など、さまざま

な立場の方をゲストにお招きし、幅広いご意見を紹介し、全

体としてバランスを取るということはＮＨＫ全体として行っ

ている。ご意見は参考として承っておく。 

 

○ ２月１８日(土)のマイケル・サンデル 究極の選択「お金で買えるもの買えない

もの」（総合 後 9:00～10:13）は、タレントや会社社長などのゲストが登場し、中

国、日本、アメリカを結んで、それぞれの国の大学生も参加し議論が行われていた。

これまでにも目にしたテーマだったが、議論を上手に見せていておもしろかった。

インドで公認されている妊娠代行のビジネスなどの話をめぐり議論が展開され、出

演者たちがなかなかよいコメントをしていた。サンデル教授の番組はもうそろそろ

よいのではないかという気はしていたが、今回も意外と興味深かった。 

 

○  マイケル・サンデル 究極の選択「お金で買えるもの買えないもの」を私も見た。

大学の講義ではないのであまり期待するのもどうかとは思ったが、これから議論が

深まっていくのかと思っていると次のテーマに移り、 後にサンデル教授がきれい

にまとめて終わってしまった。若干ショーアップされた印象を受けた。“究極の選

択”と言うものの、あまり考えるという感じではなく残念だった。 

 

○  「ブラタモリ」を楽しく見ている。 近よいと思うのは、郷土史の研究者や地元

の博物館の学芸員の方などが誇らしく自分たちの土地について語っているところ
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だ。そういった姿勢に好感が持てるし、話の内容にも深まりが感じられる。今後も

期待して見たい。 

 

○  「着信御礼！ケータイ大喜利」は見なければよかったという気がした。 

 

○  「着信御礼！ケータイ大喜利」をよく見ている。平成２４年度も放送が継続する

ようでよかった。この番組について批判的な意見も出ていたが、２、３回続けて見

ていくと独特の雰囲気にもなじむのではないかと思う。 

 

○  昨年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」

について内容が偏っているのではないかという抗議が一部団体から寄せられてい

るという記事を目にした。この件について聞きたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  文書で抗議書をいただいている。現在、対話を進めている

状況である。 

 

○  低線量被ばくについては専門家の間でも意見の違いがあり、国民感情ではもっと

違いがある。なかなか難しい問題であると思う。 

 

○  ２月１２日(日)のＥＴＶ特集「坂本龍一 Ｆｏｒｅｓｔ Ｓｙｍｐｈｏｎｙ 森

の生命の交響曲」は、樹木が発する生体電位を採取し、それを音源に森の交響楽を

作曲しようという試みが紹介されていた。この先どうなるのか興味があるので、ぜ

ひフォローして続きを見せてほしい。番組では岩手県陸前高田の隣町の住田という

森を訪ねていた。その町長は被災したときすぐに町で決断し、そこの木を使って仮

設住宅を建て、しかも一戸建てで造ったそうである。ニュースで見慣れていた仮設

住宅とはまったく違うものができていた。番組とは直接関係なかったがとても印象

的だった。 

 

○  「日本人は何を考えてきたのか」(E ﾃﾚ 1/8､15､22､29)について、今シリーズ４

本のうち、１月１５日(日)の第２回「自由民権 東北で始まる」、１月２９日(日)

の第４回「非戦と平等を求めて～幸徳秋水と堺利彦～」を見た。人物や資料など新

しい発掘があったと思う。関係者の方をつぶさにあたる努力はたいへんなことだっ

ただろう。注文をつけるとすれば、スタジオでの対談はあまりまとめないで突き放

したほうがむしろ印象深いと感じた。第２回「自由民権 東北で始まる」は東北と

被災を重ね合わせていたし、第４回「非戦と平等を求めて～幸徳秋水と堺利彦～」
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では幸徳秋水の足取りをたどりながらアメリカの今のウォール街占拠と重ね合わ

せている。全体のねらいからわからないでもないが、あまり性急に短い時間で重ね

合わせることのプラスとマイナスは若干あるのかと感じた。これは課題だろう。２

年がかりの番組であり、今年７月に「大正編」、来年１月に昭和編「戦争の時代を

生きる」が予定されているようだ。制作の事情はいろいろあると思うが、この企画

を立てられたときの大きな時代の節目でいうと間延びしてしまう。今、日本がどう

なっていくのかという議論が活発になされている時期にタイムリーな番組であり、

放送の間隔をもう少し縮めるなど工夫ができないかと思う。戦争の時代以降も終戦

直後の６０年ぐらいまでの時期に光を当ててもらえればと思う。番組自体はとても

すばらしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「日本人は何を考えてきたのか」のシリーズは、近代思想

の源泉を対比列伝風に資料を掘り起こしながらたどっていこ

うという発想で番組提案が出てきた。その後、東日本大震災

が起きたこともあり、急きょテーマを練り直して制作を進め

ている。新しい資料の発掘を基本に、バランスをとりながら

多角的な内容にしていこうと努めている。なにぶん限られた

制作スタッフで取り組んでおり、次々と放送を出せるという

状況にない。すでに発表しているような予定で、この先の「大

正編」、「昭和編」を放送していきたいと考えている。 

 

○  再放送されたものの一部しか見ていないのだが、意見を述べたい。「新世代が解

く！ニッポンのジレンマ」は評判だったらしく２回再放送されていたので、私も一

部を見ることができた。新進気鋭の方々のディスカッションで、おもしろいところ

もあるし、限界もあると思った。その中で「正社員は制度として解雇できない」と

いう趣旨の発言があった。個人の見解であればよいのだが、そういうものだと事実

認識として発言されたことについて番組の中でそれはおかしいという指摘がな

かったのは問題だと思う。テロップで違うということができなかったのだろうか。

影響のある部分だと思うので、きちんとチェックしてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「新世代が解く！ニッポンのジレンマ」は世代間格差を

テーマにした討論で、ご指摘のあったのは雇用のジレンマに

関する部分だと思う。完全失業率でも年齢層に格差があり、

特に若い層の数字が大きい、その理由は雇用調整が若い層ば



13 

かりで行われているからだという指摘がされたところで、出

演者の１人が「企業はそんなことをしたくないけれども、法

律で正社員がクビにできないから…」と発言した。発言を単

体でとらえれば、「正社員はどんなことがあっても解雇でき

ない」ととらえられかねず、確かに不正確な表現であったと

思う。「法律では正社員を簡単には解雇できないことになっ

ている」「正当な理由なく解雇できないことになっている」と

発言すればよかったのだが、そうではなかった。このことに

ついてテロップなどで訂正はしていないが、テロップなどで

補完することを考えてもよかったと思う。ただ、文脈上、正

社員がほとんどすべてを占めるという昔ながらの企業のあり

方に基づいた法律が今の時代に合わなくなっているのではな

いかという趣旨の発言であり、その論理の中でことば足らず

になったところがあったのだと思う。見ている方も、「正社員

は何があっても解雇されない」と受け取ることは常識的にな

いと考える。実際に視聴者からそういうことについての指摘

はなかったと聞いている。同番組は若い世代を中心に大きな

反響があり、続編を３月に予定している。ご指摘の点は今後

十分に留意したい。 

 

○  ２月１６日(木)のＢＳ世界のドキュメンタリー「“民衆の敵”に迫る～カンボジア

人記者の記録～」は、カンボジア人記者がクメール・ルージュ時代の虐殺の真相を追っ

たすばらしいドキュメンタリーだった。 

 

○  ２月１１日(土)の「タイマグラばあちゃん」（BS ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 1:00～2:51）は、岩

手県の早池峰山の開拓地に住む向田マサヨさんの暮らしぶりを歳月をかけて追った

ドキュメンタリーだった。長年一緒に暮らしていた夫が亡くなった後も、それまでと

変わらず、自然の中で営々と生活を送る様子がつづられていた。いろいろな映画祭で

も受賞した作品らしい。こういう番組を多くの人に届けるということがＮＨＫの重

要な役割ではないかと感じた。 

 

○  「食べてニッコリふるさと給食」は大好きな番組だ。シンプルで素朴な内容であ

り、良心的に作られている。地元の食材を発掘して地元の人と協力して給食に出す。

子どもたちも食材の理解に取り組む。ほぼ同じパターンだが、地域ごとの特徴、個

性、子どもたちの笑顔に心が弾む。楽しく、エネルギーをもらえる番組だ。以前に

も特集番組が編成されていた記憶があるが、定期的にゴールデンタイムに特集を放
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送してはどうか。地方のいろいろな給食の取り組みにも影響を与えているはずだ。

給食活動にも相乗効果があると思うので、ぜひ全国に広く知らしめてほしい。 

 

○  住所変更の届け出についてＮＨＫからのお知らせのスポットが放送されている。

物語風になっていて 後にダンボールの中からメイド姿の若い女の子が出てくる

とても印象に残る内容だ。なかなか新しい感覚で、効果的だと感じた。 

 

○  １月２２日(日)のラジオ第２のともに生きる「厚生文化事業団だより～フォーラ

ム“うつ病と躁うつ病を知る”」を聴いた。うつ病の家族を抱えるご家族には何が

できるかという視点で語られていた。「家族に何ができて何ができないかを知らせ

てあげないと家族自身が心身ともに疲れてしまう」「わざわざ自分たちが問題解決

をしようと思わないでよい」という専門家のコメントはとてもわかりやすかった。

家族は「人格が変わったのではなく、何が原因でどういう症状かがわかることが大

事だ」といった話も参考になった。うつ病の家族にかかわっている人以外が聞いて

も得るところのある内容だと思った。 

  近はラジオを好んで聴くようにしている。今後もラジオの番組について発言し

ていきたい。 

 

○  「亀渕昭信のにっぽん全国ラジオめぐり」は、民放の名物番組を丁寧にモニター

しながらトピックスを拾い上げた番組で、とてもよい。平成２４年度も継続して放

送されるようであり安心した。 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２４年１月ＮＨＫ中央放送番組審議会（議事概要） 

 

１月のＮＨＫ中央放送番組審議会は、１６日(月)、ＮＨＫ放送センターにおいて、

１４人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、地球イチバン・スペシャル「地球でイチバンのアスリートの町」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、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  福井 俊彦（前日本銀行総裁） 

   副委員長  田中 里沙（（株）宣伝会議編集室長） 

   委 員      青柳 正規（国立西洋美術館館長） 

         潮田 道夫（毎日新聞社論説委員） 

         大軒 由敬（朝日新聞社論説主幹） 

         小田  尚（読売新聞東京本社取締役論説委員長） 

         岸本 葉子（エッセイスト） 

         紫   舟（書家） 

         平  朝彦（独立行政法人海洋研究開発機構理事） 

         龍井 葉二（連合総合生活開発研究所副所長） 

         田中ｳﾙｳﾞｪ京（（株）ＭＪコンテス代表取締役、メンタルトレーナー） 

        細谷 亮太（聖路加国際病院副院長、小児総合医療センター長） 

        若月 壽子（主婦連合会事務局） 

        和田  章（社団法人日本建築学会会長） 

 

 

（主な発言） 

 

＜地球イチバン・スペシャル「地球でイチバンのアスリートの町」 

（総合 １月２日(月)放送）について＞ 

 

○  子どもと一緒に見たが、ケニアの選手たちを見て「こんなにボコボコしたところ

で走って何が楽しいのだろう」と質問をしてきた。母親の目線としては、疑問を持

てる番組という意味で楽しく、スポーツのいろいろな側面を見せてもらえた。 

  元スポーツ選手という立場で再度見た。前半部分ではケニアの選手たちが出てき

たが、ハングリー精神がメンタルを強くするということが伝えられていたと思う。
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確かにそのとおりで、日本のスポーツ界も古くはハングリー精神だったからこそ強

くなれたと先輩たちは言っている。しかし、その後、幸か不幸かハングリーではな

くなった。そういう意味で日本のスポーツ選手は今、岐路に立っていると思う。体

の酷使はやめながら体がマイナスにならないからこそ心をどれだけマイナスなも

のにさせながら、ケニアの人たちに負けないようにしていくか。ハングリーでない

からこそ精神面をより鍛えなければならなくなっている。したがって、「ハング

リー精神」を強調されすぎるのも困る。スタジオのトークでそのような部分への言

及があれば視点が変わったのではないかと思った。ハングリー精神は、“生きるか

死ぬか”だからこそやらなければいけないということだ。挫折経験を持ったり、つ

らいこと、嫌だということを繰り返したりするのとはメンタルの鍛える部分がまっ

たく違う。細部についてまで言えば明確にすべき箇所はあったと感じる。 

 

○  “イチバン”というキーワードで各地の風土、民族独自の文化、生活様式を引き

出すというコンセプトがはっきりしていて見やすい。おおむねこの番組は好きだ。

今回に関して、ケニアとスペインの部分はリフトバレーという高原で人が走ってい

ることやバスク地方の石切りの伝統など、まさに独特な風土に根ざした内容で、

“イチバン”の特徴がよく出ていた。ドイツの部分に関してはバランスはよいが間

延びした感じがした。子どもが一斉に走ってくる 後のシーンはアフリカの将来を

象徴しているようでよかった。 

  “イチバン”という切り口で切ると見えてくるものがいろいろある。スポーツで

もなぜあの国はスポーツが強いのか。マラソンだとエチオピアにアベベ選手がいて、

エチオピアは今どうなったのか。ウサイン・ボルト選手の生まれたジャマイカはど

うなのか。人類学的な点もあるだろうし、スポーツ医学的なこともあるだろうし、

スポーツ政策のようなこともあるだろう。“スポーツイチバン”ということで番組

を組み直すとおもしろいだろう。１回で終わるのは惜しい気がした。 

  １月４日(水)の世界一番紀行「世界で一番大きなパレード～ブラジル・レシフェ

～」は巨大なパレードに 200 万人もの人が集まるという内容でそれもよかった。ブ

ラジルにたどり着いた黒人の移民の悲しみが底辺にあり、それが爆発する一瞬が

カーニバルであるということがメッセージとして表れていた。 

  番組から番組へのスピンオフ、現場でのさまざまなアイデアを次の番組へ生かし

ていくことも必要だ。そういう意味でいろいろな示唆を与える番組だと思う。 

 

○  娯楽・教養番組としてとても良質な番組だと思う。一つ確認したい。ＢＳプレミ

アムに「世界一番紀行」という番組があるが、それとは別のものか。 
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（ＮＨＫ側） 

  別の番組である。共通の素材で制作することもある。 

  「地球イチバン」は総合テレビ、「世界一番紀行」はＢＳプ

レミアムで放送している。「地球イチバン」は基本的にスタジ

オ番組として放送している。クイズやこぼれ話、エピソード

などをふんだんに取り入れている。視聴者が見てくださる感

覚に近いようにしたいと考え、スタジオのゲストたちの反応

もＶＴＲの中で同時に流している。テーマは時々共有してい

るので、一度見たことのある内容が出ることがあるかもしれ

ない。 

 

○  「世界一番紀行」と「地球イチバン」を混同していたので確認した。タイトルが

似ていて、素材も共有しているとなると既視感をぬぐえない。おそらく今回の番組

ではスタジオのトークをクイズ形式などで展開し、紀行番組との差異化を図ったと

思う。そうすると今度は別の番組と似てしまって、「これは見なかったか」という

点がある。番組を定着させていくのであれば、ほかの番組との差異化を図るいっそ

うの工夫が望まれると思う。 

  今回以外に、「地球でイチバン暑い場所～エチオピア・アファール低地～」

(10/27)、「地球でイチバン長～い成人式～パプアニューギニア・フリ族～」(1/13)

などの放送も見ていて、とても好感を持っている。取材姿勢もとてもよい。現地の

伝統、文化、習慣を重視した取材姿勢を感じる。 

 

○  ケニアとバスクを訪ねた部分が印象的だった。ドイツの部分は間延びした感じが

ある。 後に子どもたちが疾走するシーンはあれだけでも十分というぐらいにすば

らしかった。ケニアのハングリー精神のことはよくわかる。我々の世代も幼少時代

は似たような状況で育ったのでよくわかる気がした。バスクの少数民族は自分たち

の誇りをきちんと持ち続けているのはなぜなのか不思議な感じがした。ドイツの部

分は別の形で番組を作ったほうがよかったのではないかと惜しい気がした。かねが

ねＮＨＫがお笑い系の人を使いすぎるのではないかと感じているが、今回は好感を

持って見た。また、女性のゲストたちもそれぞれの持ち味がよく出ていた。 

 

○  私は、スタジオでの話はつまらなく感じた。なぜこのような形をとるのかよく理

解できない。 

  １２月１日(木)の「地球でイチバン噴火する火山～イタリア・エトナ山～」につ

いては、エトナ山のマグマは粘着力のない水のようなさらっとしたもので、噴火は

しょっちゅうあるが被害は小さい。粘着力があるのはイタリアだとベスビオス山だ。
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マグマにたいへんな圧力がたまるので、何百年に１回ぐらいしか噴火しないが大規

模な噴火となる。そういった対比の中でとらえる必要があると思う。 

  レヴィ・ストロースが「世界には熱い社会と冷たい社会がある」と言ったように、

熱い社会は階級闘争をやるところでエネルギーを作り、冷たい社会は“ハレとケ”

など、お祭りと平時とで社会的なストレスを解消していく。カーニバルは、階級社

会の中でお祭りでしかストレスを解消できない二重三重の社会の底辺にある人た

ちだ。救いのない人たちのエネルギーがある。そういうところまで掘り下げている

のかどうか。スタジオでの話に時間を割くのとは違った掘り下げ方があってよいの

ではないかという気がする。 

 

（ＮＨＫ側） 

  スタジオ部分へのご批判については受け止め、参考にさせ

ていただく。「地球イチバン」は総合テレビで午後８時台に放

送している番組であり、子どもや子どもを持つお母さんたち

に、親子で見ていただきたいと考えている。制作にあたって

出演者の人選や演出についてもそういった視聴者層を想定し

ている。 

  なお、ブラジルのパレードを扱った番組は、「世界一番紀

行」であり、これはスタジオを入れない形で放送している。 

 

○  スタジオでのトークの意図するところは理解できないではない。ただ、現地を訪

れたドキュメンタリーとしてある程度完結しているわけであり、それをもう一度

トークの対象にしているから二重になっている。魅力を引き出すには、それをうま

く構成すれば可能なのではないかと思う。スタジオ部分でマラソンランナーやアス

リートの方がいれば違うトークになったかもしれない。もうひと工夫あるとよかっ

たと思う。 

  ほかの回の放送では、テーマと場所がおおよそ一致するが、今回なぜあの３か所

なのかというところが知りたかった。オリンピック、金メダル、ナンバーワンと来

たときにすそ野がどうかという流れである。ケニアはそれに近いのだろうが、ドイ

ツは金メダルの数か何かですそ野になってきて、バスクは民族の名誉をかけたとい

うところだろう。１４歳の男の子がスペインの代表として重量挙げの選手を目指す

のかは聞きたいところだった。このほかに裏テーマがあると思うのは、オリンピッ

クは個人参加から国別対抗に変わる。ドイツの人たちはあれだけすそ野があり、そ

こからナンバーワンを目指すのはなぜなのか。政治に巻き込まれた市民だと言うが

事実関係は違っている。アメリカ、旧ソビエト、ナンバー３がドイツである。東西

冷戦の代理という競争の背景があるわけで、きれいごとだけではない。難しいテー
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マを扱ったということではないか。 

 

○  ふだんＮＨＫを見ない人がチャンネルを替えながら、偶然この番組に出会ったら、

おそらく他局の番組と思いそのまま見るのではないか。コマーシャルがなくて見や

すいと、ふだん見ている番組より感心することが多いだろうと思う。ＮＨＫを見な

い人たちを取り込むきっかけになるのではないか。ＮＨＫには多くのチャンネルが

あるのでこういう番組があってよいと思う。 

  ＮＨＫが掲げている目標のひとつに、ふだんＮＨＫを見ない視聴者層を取り込む

ということがあったと思う。視聴者が増えたことを数字で確認できる方法はないの

だろうか。テレビのリモコンのボタンかウェブとの連動かはわからないが、どの番

組によってふだん見ない視聴者を取り込めたかということが確認できるような手

法が可能になれば、アプローチの方向性にも説得力が生まれるだろうと感じる。 

 

○  委員の意見はばらつきがあったが、ほとんど同じことを悩みつつ、１億 3,000 万

の国民のどこに焦点を合わせていくのかということを考えさせられた。くだらない

ことはやめたほうがよいとか、こういうものがなければ見る人は減るだろうなどと

いう感じで見た。海外に長く居たことはないが、ＢＢＣのようなまじめな番組ばか

り民放も放送していて、そこからセレクションしていくならよいが、見やすくイー

ジーな番組が多い中でどれぐらいまじめな番組をＮＨＫが追求するのがちょうど

よいのだろうか。番組としてはなかなかおもしろかったが、「トークはむだだ」と

いったご意見も出ていた。自身の年齢や知識などからすれば、くだらないと思うか

もしれないが、ＮＨＫはそのような視聴者だけのためにあるのではない。焦点をど

こに合わせるのかということを感じた。 

 

○  今回は特集だったので通常より放送時間も長く、切り口も違っていた。「地球で

イチバンのツリーハウス ～インドネシア・ニューギニア島～」と「ダイヤモンド

の地球イチバンの街～ベルギー・アントワープ～」を見たときに間延びしていると

ころがあると感じた。今回は、アスリートという切り口で３つの地域の文化に迫っ

ており、後半の楽しい世界の珍しいスポーツもテンポよく見られた。特集でよかっ

た点は通常の放送にも生かしていくとよいのではないか。この番組は単なる紀行番

組ではなく、暮らしの視点が入っているのがよい。紀行だと民放でも人気番組がい

ろいろとあるが、それらと違うオリジナリティーを出していくには、“イチバン”

の切り口が決め手になると思う。現地にあるものをレポートするだけではなく、多

くの人たちが“イチバン”と言われて想像することは何かを考え、関心にこたえて

ほしい。視聴者代表としてリポーター役の人が現地で何を発見してくるかというと

ころでＮＨＫらしさが出せるだろう。期待したい。 
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○  番組の 初に、いきなりケニアで走っている場面を見ると、なぜケニアは長距離

が強いのに短距離が弱いのか、短距離に強いジャマイカはどうなのか、などと思っ

た。途中まで見ていくと、そういった「スポーツ」の番組ではないのだとわかるが、

多少コンセプトが入り交じっている。スタジオでのトークが入るスタイルについて

いろいろ意見があったが、私はこれはこれでよいと思う。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  東日本大震災の報道は健闘していると思う。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」は問題点を浮き彫りにしていた。視聴者から

再放送の要望が多かったのも当然だろう。テーマ設定もよく、担当デスクの力量が

うかがえた。しかも、報告書が出てすぐ翌日の放送で時間的な制約もあっただろう

が、その中でよく作ったと思う。 

 

○  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～海からの緊急報告」を見た。なかなか言いにくい厳しいことをよく取材してお

り、立派な報道姿勢だと感じている。引き続き努力してほしい。 

 

○  年末年始はＮＨＫの実力が出るところで、すぐれた番組が数多く放送された。特

に、東日本大震災関連のテーマは津波も原発も力が入っていてたいへんなものであ

る。事故調査委員会の発表前だったか、何か月も前からしっかりとシミュレー

ションをしていたのがよくわかった。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～海からの緊急報告～」も長期間にわたり追跡

取材をしていることがよくわかり、評価できる番組だ。 

 

○  東日本大震災が起きる１年前に放送されたＮＨＫスペシャル「ＭＥＧＡＱＵＡＫ

Ｅ 巨大地震」を年末年始にもう一度見直した。巨大地震が再び起きる可能性が高

まっているのでぜひ再放送してほしい。 

 

○  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」

は画期的な番組だった。歴代の首相たちが登場しそれぞれに貴重な証言が紹介され

ていた。同日、民放で長時間にわたる報道特別番組が編成されており、東日本大震

災発生の日の出来事を関係者の証言を交えて検証するドキュメンタリーを見た。こ

の種の番組は企画するにしても時期的に後にするものではないかと思っていた。政
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権交代の数少ない効果かと思って見た。この手法が定着しうるものなのか、非常に

貴重なことだと思う。度々放送するものではないかもしれないが、新たなジャンル

の一つとして大事にしてはどうか。 

 

○  １２月２９日(木)の特集 双方向解説 そこが知りたい！「どんな国を目指すの

か」（総合 後 11:00～前 4:00）はＮＨＫの解説委員が多数出ていて、内容のある番

組だった。司会を務める解説委員長も自身の意見を抑え進行に徹していた。ただ、

「双方向」という面ではあまりうまくいっていないと感じた。また、女性解説者が

少ないと思う。新聞社も放送局もどちらかというと男社会になっており、そういう

部分が番組にも現われているのではないかと感じた。新聞の論説は書きことばとし

ての日本語のスタイルがあるが、放送で解説委員が語る話しことばももう少し磨く

必要があると感じる。 

 

（ＮＨＫ側） 

  特集 双方向解説 そこが知りたい！「どんな国を目指す

のか」は、事前に視聴者の皆さまからいただいたご意見や質

問を参考にさせていただくとともに、放送中に意見・質問を

募集し、できるだけその声を生かす形をとり、画面にメッセー

ジを表示しているが、放送中の話の内容と画面下で紹介する

視聴者の声の内容がずれてくるところがあった。双方向の機

能をいかに高めるかは課題だと認識している。 

  解説委員はおよそ３０人おり、そのうち女性は４人である。

今回は第１部に１人、第３部に１人出演している。確かに、

さまざまな分野でさまざまな専門性を持った解説委員が男女

を問わず活躍することが望ましいと考えている。話しことば

についてのご指摘に関しても今後注意していきたい。 

 

○  特集 双方向解説 そこが知りたい！「どんな国を目指すのか」は外交問題を専

門とする解説委員がそろっていたが、中東問題の出川展恒解説委員、岡部徹解説委

員が安定していると思った。第３部「原発、エネルギー、環境」はもの足りない印

象を受けた。今、原発は危ないからということで脱原発、反原発、一方で経済が回

らなくなることもあって減原発、原発維持、ある種の二項対立になっている。この

番組もそれに終始しており、「暮らしを見直すきっかけにしたい」ということで議

論を始めたが、なかなか深まらず、情緒的な議論だと感じた。科学系の解説委員の

方も数人がそれに参与し、これがメインテーマなのかという感じがした。それに対

し、経済担当の嶋津八生解説委員が自然エネルギーは難しいという格好で、ある程
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度たしなめるように当面の原発再稼働、維持の必要性を説き、相応の議論になって

いたと思う。 

  原発の論点はこの２項以外にも多々ある。たとえば中国など新興国はこれから先

も原発の計画を維持しているが、そういう点をどうするのか。原発の輸出は今の日

本の成長戦略の一環である。技術立国の中で軸になっているものであり、アメリカ

などは軍事技術だが、日本は原発の技術が日本の技術を引っ張っている面もある。

原発事故への対応を考えると脱原発にかじを切るにしても収束から廃炉にもって

いくまでには、３０年、４０年かかる先の話で、人材も必要だ。原発のメーカー、

設置が検討されている原子力安全庁、電力会社の技術者、大学の研究機関など、い

ろいろな意味で人材を育てていかなければいけない。仮に４０年先に向けて原発を

どんどん減らしていくことになれば、今年大学受験をするような人たちは原子力工

学の道へ進むのかという問題も出てくる。学生の進路の議論まではＮＨＫに求めな

いが、他に取り上げるべき論点として、核と原子力は裏表であるから安全保障の問

題がある。原発がある種、外交的には潜在的な核抑止力として働いている部分があ

る。日本が今、原発を本当にゼロにするかどうかは中国や北朝鮮が見ている。日本

は核を開発する技術はあるが、政治的にそれを放棄している部分がある。そのあた

りはもう少しさまざまな観点からの議論がほしかった。 

 

○  年末年始に数多くの番組を見たがいずれもよくできていると思った。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)、１月

２日(月)、３日(火)の「福山雅治 ホットスポット 後の楽園」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後

7:00～10:58)、１月２日(月)のさわやか自然百景 新春スペシャル「森の国 日本」

(総合 前 7:20～8:48)、１月１日(日)～３日(火)の「ナノ・レボリューション」(Ｂ

Ｓﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 11:00～前 0:13)、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)をはじめ、おもしろい番

組がたくさんあった。 

 

○  １月２日(月)のＮＨＫスペシャル「エベレスト～世界 高峰を撮る～」は迫力が

あり、人間業とは思えないような圧倒される映像だった。困難を乗り越え、山頂を

めざした取材班のすばらしいドキュメンタリーであり、ＮＨＫの力量が伝わった。 

 

○  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 8:05～

9:43)は、デザイナーの三宅一生さんが東日本大震災で被害を受けた東北地方を訪

れた様子を伝えていた。伝統産業である和紙作りの現場で職人とふれ合う様子など

が紹介され、三宅さんの人となりがよく出ていた。心の和む番組だった。 
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○  年末年始はいろいろな番組があり見たい番組がめじろ押しだった。１２月２９日

(木)、３０日(金)の朝の時間帯に「江～姫たちの戦国」総集編(総合 前 7:20～9:09)

が放送されたのは印象的だった。大河ドラマの「総集編」はこれまで夜に放送され

ていた気がする。「総集編」を見ると年末が来たという気分になった。見当違いな

のかどうかはわからないが、この放送時間は果たしてどうなのだろうかと感じた。 

 

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

やはり“男性対女性”でなければいけないのか、素朴な疑問を持っている。変化を

嫌うのが私たちであり、わざわざ変える必要もないかもしれないが、なぜだろうと

ずっと思っている。たとえば“オーバー４０対アンダー４０”なのか、アトランダ

ムに男性女性ばらばらに分かれるのか。「紅白歌合戦」という番組名を替えてしま

うのは寂しい気もする。ずっと白組が勝っていたが、今回紅組が勝ち、奇妙な感じ

だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  近は白組が続けて勝っていたので“紅組対白組”はそぐ

わないと思われた時期があったかもしれないが、今回は紅組

の勝利だった。ツイッターなどいろいろなところで圧倒的に

紅組が強かった。「紅白歌合戦」は、多くの視聴者の皆さまが

見てくださる機会でもあり、こういう心地よい「二項対立」

もよいのではないか。今後も続けていくことかできればと

思っている。 

 

○  「第６２回ＮＨＫ紅白歌合戦」は紅組が勝つだろうと思って見ていたところ、Ｎ

ＨＫホールは白組一色で違和感を覚えた。しかし、ツイッターでは水樹奈々さんや

椎名林檎さんのところはかなりの数に達しており、テレビは今この瞬間だけではな

く、さまざまなメディアでの接点が出てきたのだと可能性を感じた。子ども向け、

若い人向けなど随所に工夫が凝らされ、全方位にきめ細かい配慮がなされていて皆

が楽しみながら見られたと思う。今後に向けては、その瞬間に皆が一緒になるよう

なイベント的試みも考えてもらえるとよい。日本人は勝ち負けを競うことが好きで

あり、リモコンからの投票は楽しめる。 

 

○  １２月３１日(土)の「０６５５・２３５５ 年越しをご一緒にスペシャル」は幸

せだと思える番組だった。「ゆく年くる年」を見るのもあまり気が進まないし、い

つもお寺の鐘というのも…と思っていたら、「２３５５」があった。それも年越し

バージョンであり、去年と今年がつながっている感覚がありよかった。新しい年に
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なったのだと新鮮に感じられた。 

○  「０６５５・２３５５ 年越しをご一緒にスペシャル」は私も録画して見たが、

手が込んだ内容でたいへんおもしろかった。 

 

○  年末年始、数多くの番組を見たが、いずれもなかなかよかった。 

  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～前 2:00）は３時間に及ぶ番組だった。私は見逃していたが、

ツイッターで若い人たちの間で話題になっていたことを知り、再放送を見た。現代

の若い世代の論客と言われている人たちが総出演しているようで、各人の主張がよ

くわかった。世代間格差の問題は、現代日本の抱える 大の問題だと思うが、とり

わけ後半で集中して議論がなされていったのはよかった。弁の立つ人が日本にも増

えたと感心して見た。ただ、世代間格差の問題を言うのであれば、経済成長の問題

をどうするかという点について多少触れていたものの決着をつけたらどうかとい

う気がした。エコノミストの飯田泰之さんは標準的な経済学の自由主義的な論客で

あり、もう少し語らせて突っ込んでほしかった。若い世代の論者たちは気構えが

あってよい。こういう番組を何度も放送してほしい。 

 

○  １月３日(火)の「書は呼吸する～臨書・筆に偉人の人生を発見する～」（ＢＳﾌﾟ

ﾚﾐｱﾑ 前 7:00～8:59）で、石川九楊さんが大久保利通、良寛などの書いたものを

臨書していた。書には疎いが、臨書とはこういうものかということがよくわかり、

奥深さを感じた。臨書する中で原典を書いた人の心のありようや性格などがわかっ

ていくあたりにも説得力があり興味深かった。 

 

○  文化について、多様な面から広がりを持って伝えることは有意義である。私は書

にかかわっているが、高校生の書道パフォーマンスであっても、石川九楊さんの「書

は呼吸する～臨書・筆に人の人生を発見する～」の番組であっても、１つの文化に

対していろいろな面から取り上げてもらえることは文化にかかわる者としてあり

がたく思う。 

 

○  １月２日(月)の「これが日本の武道！ ＳＡＭＵＲＡＩ ＳＰＩＲＩＴ 一挙放

送」(ＢＳ１ 前 6:00～11:44)は、８種類の日本の武道を取り上げ、ニコラス・ペ

タスさんという総合格闘技のチャンピオンが紹介していた。もともと海外向けに作

られた番組らしく明確な解説でたいへん興味深く見た。「古武道」などとてもおも

しろく、ＢＳ時代劇「塚原卜伝」で関心を持った剣術の流派もあった。 

 

○  １月１３日(金)の「ＮＥＷＳ ＷＥＢ ２４」（総合 前 0:00～0:25）は、ニュー
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スサイトと連動した番組で、通常の「ニュース」に慣れている視聴者としては、淡々

とニュースを紹介していくだけに見えた。「自分のツイッターがテレビ画面に出る

のがうれしい」というような書き込みが出ており、ＮＨＫのニュースサイトは見て

いるがテレビを見ていない視聴者が入ってきていたようだ。新しい視聴者を取り

込んでテレビのわかりやすさが同時進行で共有できる瞬間があるのはよい。こうい

う取り組みを継続することで新しい視聴者層が増えてくるのではないか。 

 

○  １月９日(月)深夜に生放送された「おやすみ日本 眠いいね！」（総合 前 0:50

～3:08）は、宮藤官九郎さんたちが眠くなるまでどうでもよいことを話すという趣

向で、 初に見た瞬間から眠かったので私は寝てしまった。心地よくなるとデータ

放送画面や番組ホームページの「眠いいね」ボタンを押してもらい、目標値に達す

ると番組が終了する仕組みらしい。視聴者から２５万回、「眠いいね」ボタンが押

されたことを翌日、ツイッターで知った。このような斬新な試みも新しいニーズへ

の対応ということだろう。今後に期待したい。 

 

○  「アンジェラ・アキのＳＯＮＧ ＢＯＯＫ ｉｎ Ｅｎｇｌｉｓｈ」（Ｅテレ 後

11:00～11:29）が１月７日(土)から始まった。英語の語学番組ともタイアップした

感じでおもしろい。この時間帯は、佐野元春さんの「佐野元春のザ・ソングライター

ズ」、坂本龍一さんの「スコラ 坂本龍一 音楽の学校」、そして今回のアンジェラ・

アキさんの番組といろいろな工夫があり楽しみながら見ている。 

 

○  「スペシャルドラマ 坂の上の雲」が完結した。第３部の「二○三高地」も、「鉄

血山を覆うて山形改まり」と言うほどに多くの人が亡くなったのはわかるが、数限

りない方々が亡くなっていく戦闘シーンをあれほど見せる必要があるのかと感じ

た。第１部、第２部には日露戦争の世界的背景がよく描かれていた。同時にプロジェ

クトＪＡＰＡＮ「第０次世界大戦～日露戦争・渦巻いた列強の思惑」は、日露戦争

は世界史のフレームワークの中で第０次世界大戦なのだということが明瞭に描か

れていて、感心して見た。おそらく司馬遼太郎氏の原作にもそういう世界史的な背

景が描かれていて、第３部ではそういうバランスになっていたのかもしれない。た

だ、１年後に第３部だけを見ると戦闘シーンに次ぐ戦闘シーンで見ていられない気

がした。戦争の終結に向けて各国がどのような世界史的な策謀がなされたのかも含

め、もう少し世界史的な背景についてバランスを考えて取り上げてもらえるとよ

かった。 

 

○  「スペシャルドラマ 坂の上の雲」について、私も同感である。相当の予算をか

けていることと思うが、それほどの必要があるのかどうか。去年は開戦７０周年で
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１２月にも元兵士たちの証言を集めた番組が放送された。そういった内容に比べる

と、歴史を単純に言うわけではないがあのように描かれると戦争賛美的な印象が出

てしまうと思った。 

 

○  「スペシャルドラマ 坂の上の雲」の第３部について、戦闘場面が多すぎるとい

う声は私も耳にした。私は第１部、第２部を全部見ていたわけではないので、今回

は第１部、第２部のＶＴＲを全部通しで見た後で第３部を見た。通しで見るとそん

なにバランスは悪くなかった気もしているが、確かに１年おいて第３部だけを見る

とそういう印象を受ける可能性もある。 

 

○  「スペシャルドラマ 坂の上の雲」について、もしあれだけのスケールのドラマ

を予算をかけて放送するのならば、日露戦争の事実、社会状況を違う番組で報道し

てバランスを取っておかないと一方的に流れやすいと思う。日露戦争の妙な自信を

背景にたいへん危険な道を日本が歩んでいたにもかかわらず勝敗が決してしまっ

た。それが第２次世界大戦まで続いたのかもしれない。ドラマで描く場合には、や

はりバランスを取っておくべきではないかという気がする。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「坂の上の雲」や「大河ドラマ」に限らず、史実とドラマ

の距離感は難しい問題であり、毎回そこを図りながら取り

組んでいる。「坂の上の雲」は確かに第３部だけを見ると戦争

場面が多く、それしか描かなかったのではないかと見えたか

もしれない。制作陣は１３本全部を考え、その中のバランス

で設計したと思う。ただ、ドラマという手法を使った場合に

なかなかその中で全ては描ききれない。当時の世界情勢の中

でいろいろな解釈があったことはわかっているが、ドラマと

いう手法ですべては描ききれないので、別番組でフォローす

るかたちが可能であるし、そういう必要もあるだろう。ドラ

マのスケールにもよるが、「大河ドラマ」は１年間にわたる放

送で背景もある程度組み込めるが、「坂の上の雲」の１３本の

中で扱うには素材の大きさに比べると狭かったのではないか。

足りない部分は違う番組でフォローし、多様な見方を示して

いくことができる。ほかの番組に譲るところは譲ったほうが

よいだろう。いずれにしても歴史とフィクションは難しい問

題で解決はできないが、チャレンジし続けていかなければな

らない。これは魅力的なチャレンジだと思う。 
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○  ただいまの説明のとおり、ドラマの枠内で描くことと史実を伝えることは別立て

でよいと思う。連動のしかたや放送のタイミングは工夫のしどころかと思う。日露

戦争を扱うドラマがあって、そのタイミングに日露戦争を掘り下げた報道番組なり

検証番組を作ることは、ドラマでできなかったことを補う意味以上に、ドラマで日

露戦争は本当のところどうなのだろうと関心を持った視聴者を引きつけてＮＨＫ

に取り込む積極的な戦略として位置づけ、各部局の連携を取って進めていく可能性

のある取り組みだと感じた。 

 

○  大河ドラマ「平清盛」は忠盛役の中井貴一さんの演技がすばらしかった。清盛も

次はどのような行動を取るのかとはらはらとさせられる。反抗期の子どもと親の関

係は現代にも通じ、感情移入して見られる。これまでになかった時代のドラマであ

り期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

  委員の皆さまから、本日もさまざまなご意見をいただいた。

今後に向けて、担当部局でそれぞれ参考にさせていただく。 

 

○  以前にも述べたが、記者会見の中継について発言したい。１月１３日(金)に内閣改

造が行われ、野田首相の記者会見の模様は午後６時の「ニュース」を拡大し伝えてい

た。質疑がまだ続いていたが途中で打ち切り、スタジオに戻って解説が続いた。見て

いる人は興味があるから見ているわけで、何がポイントかは見ていればわかる。質

疑の続きでひょっとすると何か興味深い発言が聞けるかもしれない。リアルタイムで

そちらを見せることを優先させるほうがニュースの価値はあると思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  記者会見の中継に引き続いてスタジオで解説をつける形に

ついては理由がある。必ずしも政治や経済、社会の専門的な

知識に詳しい方ばかりがご覧になっているわけではなく、さ

まざまな視聴者が見てくださっている。会見のポイントを

速で整理し、多くの方々にわかりやすくお伝えすることはテ

レビメディアの重要な役割だと考える。また、終了時間を確

定し、後に続く番組にスムーズに切り替えていくために若干

の接合部分が必要になってくるという事情もある。そういっ

た意味もあって、会見の中継からスタジオに切り替えて、解

説を加えたまとめ部分を付けている。ご理解をいただければ
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と思う。 

○  こんな番組を作ってほしいという要望について述べたい。今、消費税のことがさ

まざまに取り上げられている。まもなく東日本大震災から１年を迎えるが、震災復

興に向けた税金のことについて知りたい。この国の社会の仕組みに対してはいろい

ろ感じるところもあるが、指針となるようなことを教えてほしい。日本がこれから

どうなればよいのか、将来に向けた展望も見せてもらえればと思う。今後どこに何

に使われるかわからない税金に支払うよりも特定の目的を持ったところにお金を

回したいと考える人がおそらく増えていくと思う。ぜひそういった番組を作ってほ

しい。 

 

○  「平成２４年度国内放送番組編集の基本計画」の冒頭にも書かれているように、

大きな問題が混とんとしていて優先順位をどう考えるのかわからない時代だ。われ

われの研究所でも政策の優先順位のアンケートをとるが、本人のニーズなのか、マ

スコミ報道の影響を受けているものなのかわからないところがある。 大 人 の

ディベートは単なる「言い合い」では成り立たない。ＮＨＫの政治討論もえてして

政党単位だと政党の建前のＰＲになるので、司会者も突っ込んではいるものの本当

の意味のディベートにはなっていないと思う。視聴者が参加する大人数の討論もあ

るが、あれも短いワンフレーズの発言だ。立場の違う人がゆっくりディベートし、

論点の違いについて 後はまとまらなくてもよいから納得できるような、どちらの

立場でも納得しうる材料がきちんと論理的に展開される討論はほとんどないと思

う。こういう時代だからこそ本当の意味でのディベート番組を要望したい。 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２３年１２月ＮＨＫ中央放送番組審議会（議事概要） 

 

１２月のＮＨＫ中央放送番組審議会は、１９日(月)、ＮＨＫ放送センターにおいて、

１２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（案）」の諮問にあたっ

て説明があり、審議の結果、原案を可とする旨、答申することを決定した。 

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  福井 俊彦（前日本銀行総裁） 

   副委員長  田中 里沙（（株）宣伝会議編集室長） 

   委 員      青柳 正規（国立西洋美術館館長） 

         潮田 道夫（毎日新聞社論説委員） 

         岸本 葉子（エッセイスト） 

         駒崎 弘樹（ＮＰＯ法人フローレンス代表理事） 

         紫   舟（書家） 

         田島 恵一（自治労全国一般評議会特別幹事） 

         田中ｳﾙｳﾞｪ京（（株）ＭＪコンテス代表取締役、メンタルトレーナー） 

        冨士 重夫（全国農業協同組合中央会専務理事） 

        細谷 亮太（聖路加国際病院副院長、小児総合医療センター長） 

        若月 壽子（主婦連合会事務局） 

 

 

（主な発言） 

 

＜平成２４年度国内放送番組編集の基本計画（案）について＞ 

 

○  「編集の重点事項」の３項目にある「幅広い視聴者層に親しまれる番組」の中に、

クイズ番組の新設のことが書かれている。クイズ番組をなぜ放送するのかその必然

性がよく理解できない。私は、ＮＨＫが“民放化”しているという印象を強く持っ

ている。民放ときちんとすみ分けをすべきだと思う。日本の放送全体の質、量、あ

るいは多様性をきちんと確保することが重要ではないか。娯楽性は高まっているの

かもしれないが、コンテンツとしての質が低下しているのではないかという危機感

を持つ。 
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○  番組の内容自体ではないが、ＮＨＫの番組周知・広報のパンフレットなど、もう

少し見やすくして活用する工夫があるとよいのではないかと思う。 

  地上デジタル放送への移行によって技術的にはさまざまなことが可能になった

が、リモコンの４色ボタンの活用法が十分ではなく惜しい気がする。多くの国民の

意思を反映できるような効果的な使い方を考えてほしい。 

 

○  「文化」という文字が見当たらない気がする。ＮＨＫでは日本や世界各地の多様

な文化や伝統を幅広く伝えており、多角的に放送している。経済活動などをさまざ

ま伝えていくこととともに人間の営みを豊かにしている「文化」の面は大切であり、

そういうところに着目した記述があるとよいと思う。 

 

○  ＮＨＫの番組に質の高さを求めることは、番組審議会においても中心テーマとし

て重ね重ね議論してきたことである。民放と同じ方法で視聴率を上げることを目指

すべきではないということは議論の中で貫かれてきていると思う。具体的に来年度

の計画にどのような中身、表現で盛り込んでいくかという問題は確かに重要なこと

だと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  東日本大震災以降の新しい日本において公共放送として何

をすべきかということが新年度に向けたわれわれの議論の基

本にあり、それを踏まえたうえで放送の質、“ブランド”の維

持があると考える。 

  「民放化しないでほしい」という声はあちこちで聞かれる。

マスコミ研究の専門家によって、この種の研究・調査が進め

られているが、ＮＨＫが存在することによって放送全体の幅

が広がり、多様性が担保できているといった調査結果になる

と、われわれとしては市場モデルの中で提供できる番組の幅

より大きなものが提供できているということであろう。ＮＨ

Ｋの番組が幅広くなり、その結果、日本の放送全体が広がる

というかたちにしていくことができれば望ましいと思う。 

  ＮＨＫではこれまでさまざまな番組を放送し、それぞれの

ジャンルでその伝統を受け継いできた。たとえばテレビの草創

期、1960 年代に放送された「夢であいましょう」からは「上を

向いて歩こう」などの名曲が生まれ、多くの著名人が育っていっ

た。また、1980 年代の「クイズ面白ゼミナール」は人気番組と

して支持され、民放も含めた後続の番組の流れを作ってきたと
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言える。ＮＨＫが出発点となり日本の番組が豊かになるという

例が過去にはあった。しかし、そういう継承性が細っていると

いう反省があり、試行錯誤しながら新たなクイズ番組を育てて

いきたいと考えている。視聴者参加型の新しい番組を、そして

地域の支援になるような番組を、と検討している。「基本計画」

の文章の中にそういった思いが十分書き尽くされていないかも

しれないが、ご理解をいただきたい。 

  民放との関係は基本的に競争と協調だと考える。足らない

部分をＮＨＫがきちんと補うかたちのものになればよいと考

えている。 

  「文化」については、各波の編集方針の総合テレビの項に「情

報番組や創造的な文化」と入れているほか、ＢＳプレミアムに

も「新たなテレビ文化の創造」という表現を入れている。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「平成２４～２６年度 ＮＨＫ経営計画」の基本は公共放

送の原点に戻り、ＮＨＫらしさを発揮していくということで

ある。視聴者の皆さまに、番組の質など、いろいろな部分に

ついて評価していただくシステムを取り入れる。編成もそう

いう評価を参考に考えていく。各波によって、教育、教養、

報道、娯楽それぞれの種別の番組を調和のとれた形で組み合

わせ、構成している。民放化という批判は、とくに「娯楽」

に関して向けられることが多いのかと思うが、ＮＨＫらしさ

という範ちゅうを出たかたちのものについて言われているこ

とかと思う。ＮＨＫの原点、ＮＨＫらしさに立つことを軸に

取り組んでいきたい。 

  クイズについては、草分けとなった「ジェスチャー」をは

じめ、ＮＨＫではこれまでさまざまな番組を放送してきた。

新たに、視聴者参加型のどのような番組を作っていくことが

できるか、開発を進めているところである。視聴者の皆さま

に評価していただきながら改善を進めていきたい。 

 

○  「民放化しないでほしい」ということは委員の皆さんが共通の感覚として持って

いることだろうと思う。これは古い殻に閉じこもれという意味では決してない。む

しろ新しいチャレンジを歓迎する。放送と通信の融合時代にふさわしい展開は番組

審議会でも議論を続け、ＮＨＫの放送に取り入れていただいていると思うし、「平
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成２４年度国内放送番組編集の基本計画（案）」にもきちんと入れていただいてい

ると思う。将来に向けたチャレンジはＮＨＫが先陣を切ってもらわなければいけな

い。ただ、視聴者の要望はさまざまであり、バランスの取り方は難しいだろう。 

 

○  「民放化しないでほしい」という内外からの要望を、「平成２４年度国内放送番

組編集の基本計画（案）」の書きぶりに反映させることができるとしたら、次のよ

うなことかと思い、提案したい。「３．幅広い視聴者層に親しまれる番組」に「テ

レビ放送は、平成２５年（２０１３年）２月１日に放送開始から６０年を迎えます。

メディアを取り巻く環境が変わっても、幅広い世代に親しまれる番組をお届けする

ことは公共放送の重要な使命です」という一文が入っている。これを「編集の基本

方針」の中に入れてはどうかと思う。私は、この審議会の席に参加し、基本の道筋

は理解できている。当初は若い人向けの番組が民放化しているようで好印象を持っ

ていなかったが、若いうちにＮＨＫを見る習慣をつけないとその人たちが年を重ね

ていってもなかなか見てくれないという統計に基づく予測や、まず接触してもらう

習慣がないと公共放送の使命が果たせないという前提はわかった。使命を果たすた

めの基礎づくりとして若い層の獲得が必要だということについての理解を図り、

「民放化しているのではないか」、「どちらを向いているのか」といった批判に少し

でもこたえ得るためには、「平成２４年度国内放送番組編集の基本計画（案）」のど

こかにそういうことが方針として書かれていることが有効だと思う。 

  以上のことから、「テレビ放送は、平成２５年（２０１３年）２月１日に放送開

始から６０年を迎えます。メディアを取り巻く環境が変わっても、幅広い世代に親

しまれる番組をお届けすることは公共放送の重要な使命です」の一文が下位項目の

中の一部にあるより、「編集の基本方針」に出てくるとよいのではないかと考える。 

 

○  「幅広い世代に親しまれる番組をお届けします」とあるが、個々の番組はそれぞ

れの世代をねらっているのだから「幅広い世代に親しまれる番組構成を…」ではな

いか。番組の総体として広い世代にということではないかと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「番組」は番組の構成や組み合わせなどを含んだ表現とし

てご理解をいただきたい。 

 

（委員長） 

  前回と合わせ、今回も各委員から多くのご意見をいただいた。意見の趣旨を生か

しながら新しい番組編成に取り組んでいただきたいと要望する。各委員の意見をそ

しゃくし、修正の余地がありうると思われれば取り上げていただき、今後の番組編
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成に生かしてもらいたい。そのことを前提に原案を可とする答申をしたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  原案を可とする答申をいただいたので、「平成２４年度国

内放送番組編集の基本計画（案）」を経営委員会に提出する。

経営委員会の議決が得られれば来年度の具体的な番組編成を

決定し、番組の時刻表を含めた編成計画についてあらためて

ご説明したい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １２月３日(土)、４日(日)のＮＨＫスペシャル 太平洋戦争７０年「証言記録 

日本人の戦争」の２回シリーズは衝撃的だった。４日(日)の「太平洋 絶望の戦場」

は、元兵士が戦地で当時どのようにして生き抜いてきたかを赤裸々に証言していた。

これまで家族にも話さなかったつらい出来事を初めて涙ながらに語っている。戦争

はそこまで人間を追い詰めるのかと考えさせられた。このように貴重な証言を歴史

として残し、後世に伝えていくことは重要だ。 

 

○  ＮＨＫスペシャル 太平洋戦争７０年「証言記録 日本人の戦争」とＮＨＫアー

カイブス「シリーズ原子力」は印象に残った。 

  「ＮＨＫアーカイブス シリーズ原子力」(１１月６日(日)～１２月１０日(土)

放送)では、1995 年の地球がどれほど核で汚れたか、汚染の実情を具体的に見せた

ことは衝撃的だった。大人が見ればこれで十分だと感じるが、若い世代の人や子ど

もに向けて、よりわかりやすい解説を加えることができれば望ましいと思う。 

  ＮＨＫスペシャル 太平洋戦争７０年「証言記録 日本人の戦争」は、元兵士た

ちの衝撃的な体験談が語られていて、子どもたちに見せるのはなかなか難しいと感

じた。すべての世代に向けて戦争の悲惨さを伝えていくということであれば、解説

を補うなど違った形で伝えるような配慮もあればよいのではないか。 

 

○  ＮＨＫアーカイブス「シリーズ 原子力」の４回シリーズは、科学ジャーナリス

トの小出五郎さんがコメンテーターとして出ており、ジャーナリズムのありように

ついて、民主主義社会での議論の基盤を提供することの大切さを語っていた。議論

の基盤をどう提供していくのか、その中で具体的な事実をどう提供していくのかが

本当に重要だと思った。シリーズ４回目に放送されたＮＨＫスペシャル「調査報
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告・地球核汚染～広島からの警告」(1995 年放送)は、スリーマイル島事故やチェ

ルノブイリ事故の検証など、今、見ても新鮮であり学ぶところが多い。チェルノブ

イリの事故の時には甲状腺だけではなく、うつや心身症が被災者に広がっていると

いうことも伝えられていた。こういった放送は年月を経ても生かされていくもので

あり、教訓になる。 

 

○  １２月１７日(土)のＮＨＫスペシャル シリーズ日本新生 第３回「激論“増税”

税から考える 日本のかたち」(総合 後 7:30～8:45､9:00～10:13)を見た。長時

間の討論番組を作るのは難しいだろうが今回はよかったと思う。出演者の話をいか

にかみ合わせるか。その選定がこういう番組では も重要だということを感じた。

海外の事例もよくまとめてあった。ただ、私の知る専門家たちの間では必ずしも評

判がよいわけではない。突っ込み不足で焦点を解明していないとの声も聞いた。た

とえば、新聞も同様の内容を扱うと中途半端に終わる。そういった意味では同番組

は健闘していた。政策分野などの問題に関して、 近ではブログやインターネット

のほうが詳しく、テレビ番組を見たり新聞を読んだりするよりもそちらを見たほう

が早いようだ。そのような中、いかに工夫していくかは難しいところだ。 

 

○  世の中に次々と出てくる新しい問題について、その側面をいかに視聴者に見せる

か。テレビその他のメディアもそうだが、賛成派と反対派を並べてみせるのが一見

簡単なようでありながら、これでは結局何も見えないで終わってしまうケースが多

い。インターネットなどは時間や紙面の制約がないが、テレビのように制約がある

場合、問題の本質に触れられぬまま終わってしまう。そのリスクをどうやって防ぐ

か。これは課題だろう。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫスペシャル シリーズ日本新生 第３回「激論“増

税”税から考える 日本のかたち」には放送時間内に１万件

のメール等が寄せられた。リアルタイムで１つの共通の場を

つくり出すことがテレビの役割であり、 大の魅力だと思う。

寄せられた声をどのように継続的に拾い上げ、次へとつなげ

ていくかはこれからの課題であるが、大きな可能性もあると

考えている。 

 

（ＮＨＫ側） 

  視聴者の皆さまがそれぞれどのような見方で番組をご覧に

なっているかということで番組の受け止め方にもかなり差が
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あり、中には、「もの足りない」という印象を持たれる方も出

てくるのだろう。基本は客観的で正確な情報を提供するとい

うことであり、その基本を踏まえて多様な問題提起をしてい

くことが大切だと考える。ご指摘のとおりなかなか難しい課

題だと認識している。 

 

○  ＮＨＫスペシャル シリーズ日本新生 第３回「激論“増税”税から考える 日

本のかたち」では研究者、専門家などと、一般の出演者が出ていた。専門家の方々

はテロップで役職名や名前が表示されるので、名札を付けていなかったと思う。

時々、テロップが出ない場合もあり、あの人は誰だったかと思う瞬間があった。出

演者全員が同じように名札を付ければ、皆が同じ土俵で一緒に考えている雰囲気が

出てよいのではないかと思う。 

 

○  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～」は、分単位、秒単位で、メルトダウンが起きた当時の

状況を詳細に検証していた。こういう調査報道はやはりＮＨＫがすばらしい。今後

の対策に生かされていくとよいと思う。 

 

○  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～」は丁寧に検証を行った番組であり、ＮＨＫの本領が発揮されていたと思

う。日本だけではなく、世界の人々に見てもらいたい番組だ。危機管理における意

思決定がいかに難しいことであり、想定外を想定することが徹底に徹底を重ねても

難しいことであるかを示唆していた。世界中の研究者、リスクマネジメントに関わ

る人たちすべてが共有すべき内容だ。英語字幕を付けてユーストリーム、ユー

チューブに配信してもらえれば、すばらしいアカデミックリソースになるだろう。

著作権などの問題はあるだろうが、日本の教訓を世界で共有し合い、人類の将来に

向けて貢献するところまで活用できればと思う。海外向けの展開をぜひ検討しても

らいたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  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～」は海外への発信を考えてい

る。放送番組の海外への発信にはさまざまな方法があり、国

際放送で英語版の放送をすることによって同時にインター

ネットでライブストリーミング(放送と同時の配信)をする方

法もあれば、海外の放送局が番組を購入し自国で放送すると
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いった展開もある。これから検討していきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  震災関連番組の海外発信についてご報告したい。５月７日

(土)に放送したＮＨＫスペシャル「巨大津波“いのち”をど

う守るのか」は、その後、海外の放送機関へ無償提供し、４

４か国の地域、６０のテレビ局でも放送された。海外からも

高い評価の声が届いている。韓国ＫＢＳでは１０％の高視聴

率だったと聞く。海外への展開は関係セクションが連携し体

制を作るまでは大変だったが、このような実績を生かし、今

後も海外への発信に努めたい。 

 

○  「あさイチ」で、番組に対する個人の厳しい意見が紹介されていたが、制作者サ

イドで共有されるべき情報ではないかと感じた。全国放送で貴重な時間を使って共

有しなくてはいけなかっただろうか。たとえばインターネットの世界で共有するな

ど、テレビの放送とのすみ分けが必要なのではないかと思う。 

 

○  「あさイチ」と「ＮＨＫスペシャル シリーズ日本新生」は「日本の、これから」

の次なるものと考えてよいのだろうか。難しい番組フォーマットに挑戦し、新しい

スタイルを試行錯誤しながら作っていて興味深い。番組がコミュニティの中軸に

なっている仕掛けがあるし、世の中には多様な考え方があることを伝えている。寄

せられた意見の選び方、取り上げるタイミング、スタジオゲストの人選など、さら

に研究して進化させてほしい。 

 

○  ドラマ１０「カレ、夫、男友達」が話題になっている。３回目から見たが、ドメ

スティックバイオレンスのシーンなども言われるほどでもなく、全体の文脈で見る

と許容範囲だと感じた。こういうドラマを作り、放送するということは確信犯的な

意図に基づくものであろうから、内容が許容範囲内である限り是非を言うつもりは

ない。ただ、全体的な編成や番組内容以外のところでもう少し工夫できれば、世間

に受け入れられやすいものにできるのではないかと思うところはある。たとえば、

よる☆ドラ「ビターシュガー」は女性３人が登場するドラマで、似たドラマを近い

時間帯に放送している。もう少し全体のバランスで時期をずらせば“４０代女性偏

重”という批判を受けることなく、さまざまな視聴者層に目配りしているという受

け取られ方をされただろう。番組内容と放送時間帯や時期との連携は改善の余地が

あるかと思った。 

  特にそのドラマを見るつもりでない時に、スポットが目に入り、しかもドメス
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ティックバイオレンスのシーンが突出したようなかたちで流れたりすると印象は

よくないように働く。話題性のある部分で興味を引きつける趣旨はわからないでは

ないが、ＮＨＫの場合そういうところを取り上げなくても世間で評判になる。あえ

てそのような戦略はとらなくてよいのではないか。全体的な戦略というところでも

う少し検討してほしい。 

 

○  番組ＰＲもドラマについてはもう少し工夫の余地があると思う。「大河ドラマ」

の直後に、思春期の子どもと一緒に見ていると少しどきっとするようなドラマのス

ポットが放送された。スポットの編成のしかたや時間帯はもう少し検討してもらえ

るとよい。 

 

○  「スペシャルドラマ 坂の上の雲」の放送が始まった当初、３年かけての放送は

集中力が続かないのではないかと発言したが、私自身は集中力を維持できた。原作

もよいが、やはり映像の力によって集中して見ることができた。放送時期が近づく

とこれまでの放送の総集編が編成されたことなども効果があったと思う。 

  このところの放送はずっと戦闘シーンが続いている。現場の戦闘シーンは迫力が

あるが、日本軍の窮状ぶりや家族、日本国内の状況も挿入し、当時の臨場感を出せ

るとよかったと思う。登場人物は当時のわずかなエリートであり、地域の人々が皆

で世に送り出した。彼らは後に出世しポストが上り所得が増えても、世の中に還元

し貢献してきた。現代人の場合、競争社会に勝ったのだから当たり前であり、還元

しないというような自分勝手なところがあるが、当時は違っていた。そういう時代

の人物像が描かれていた。戦闘シーンだけではなく日本の当時の実相も入るとなお

よかったと思う。 

 

○  今年、 もよかったと思うのは「宇宙の渚」だ。テレビ放送のダイナミズムや奥

行き、時間の共有という点でテレビの力を体感できた。ＢＳでは午後５時から、総

合テレビでは午後７時からの放送だったが、それぞれの内容の違いを紹介するなど、

番組の見方の案内があればありがたかったと思う。 

 

○  「祝女」について、周囲の２０代・３０代の人に聞くと、「ＮＨＫにはこれまで

接点がなかったが、『祝女』はおもしろいと口コミで教えてもらって見始めた」と

言っていた。そういった視聴者層に届く番組が今年も出たという印象だ。 

 

○  １１月２６日(土)～１２月１７日(土)に放送された「スコラ 坂本龍一 音楽の

学校」のシリーズはロックの歴史を取り上げていた。今回のシリーズは特にワーク

ショップがよかった。アマチュアバンドの演奏では各グループの違いもわかりおも
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しろかった。 

 

○  ＢＳ１の「ドキュメンタリーＷＡＶＥ」は、 近よい内容が続いている。１２月

９日(金)の「自由化を迎え撃て～韓国 農村改革のゆくえ～」は、小さい農家を強

い農家に育て、農村全体を強化しようという韓国政府の取り組みの様子がよくわ

かった。ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）の話も参考になった。 

  １２月１６日(金)の「中国 アフリカタウン～巨大市場をめぐる攻防～」には驚

いた。中国の広州市にあるアフリカタウンは有名かもしれないがよく知らなかった。

そこに１０万人ものアフリカ系住民が暮らし、鉱物資源などの取引をしながらたく

ましく生きている。ドル安元高のせいで行き詰まっている状況や中国政府の追い立

て政策の問題など 新の情報が取り上げられていた。 

  １１月４日(金)の「沸点～中国ブロガー ネットの中の攻防～」は、ネット上で

の規制強化と、規制をかいくぐって活動するブロガーとの攻防がよくとらえられて

いた。「ＮＨＫスペシャル」は重量級だが、「ドキュメンタリーＷＡＶＥ」も充実し

ている。 

 

○  １１月１３日(日)の「２０１１ＮＨＫ杯フィギュア エキシビション」（BS1 後

3:00～6:00）は長時間にわたる放送であり、その中で各選手へのインタビューが行

われていた。ＮＨＫにありがちな“予定調和”のスタイルになっていないのはよい

が、ややくだけて見える感じもした。あれだけ勢ぞろいした選手たちに順次インタ

ビューをするのならば、もう少し効果的な見せ方があってもよかったのではないか。

フィギュアスケートに興味のない人も偶然チャンネルを合わせているかもしれな

い。スケート自体には興味がなくてもスポーツに興味がある人ならば聞きたい内容

もあるだろう。スポーツに興味のない人にも「どのようにして緊張をコントロール

しているのか」といった話は興味を持ってもらえるかもしれない。いろいろな答え

が返ってくる可能性のある質問をうまく投げかけ、ＮＨＫだからこそできる多様な

価値観を引き出して見せてもらえるとありがたい。 

 

○  「大相撲」は大好きでよく見る。たぶん場所によって決まった力士に注目するの

は当然だと思うが、今場所は琴奨菊関、稀勢の里関がよくテーマに挙がっていたと

思う。「大相撲」は仕切りの場面が興味深い。ただ、映像の切り替えのタイミング

もあるのか、見たいと思った瞬間にうまく見られないケースあり残念だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  スポーツ中継について示唆に富んだご意見をいただいた。

できるだけ多くの人に喜んで見ていただけるよう、ご意見を
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参考にしながらこれからも努力していきたい。 

 

○  アメリカンフットボールが好きで中継をよく見ている。これはすばらしいスポー

ツではあるがドメスティックでローカルな競技だと思う。一方、ラグビーのワール

ドカップをＮＨＫでは中継していないようだ。日本における競技人口で言えば、ア

メリカンフットボールよりもラグビーのほうが多いと思う。バランスがとれている

のだろうか気になる。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫのスポーツでは約４０の競技を放送しており、多様

な視聴者の期待、関心にこたえられるよう全体のバランスは

十分検討している。ラグビーについては大学ラグビーなどを

放送しており、極端に少ないということはないと思う。ラグ

ビーのワールドカップは放送権の関係上、実施していない。 

 

○  「新日本風土記」はこれまで、軽井沢、鎌倉など、毎回、各地域を取り上げてい

たが、１１月２５日(金)の「コメの旅 イネの道」、１２月９日(金)の「雪の夜」、

１２月１６日(金)の「ふぐ」など、テーマの設定が変わっていた。「雪の夜」は各

地に残るさまざまな風習や文化を美しい映像でとらえていた。 

 

○  １２月１７日(土)の１００年インタビュー「作家・塩野七生」では、塩野さんが

「日本の政治家に足らないのはハッタリだ」ととうとうと述べていて、興味深く聞

いた。聞き手の渡邉あゆみアナウンサーがとても上手に話を引き出していた。 

 

○  今年、美術番組で特に印象的だったのは「若冲ミラクルワールド」だ。案内役に

起用されていた嵐の大野智さんは絵が上手で、たぐいまれな才能を持った方だ。美

術番組は若い人たちにとって敷居が高いところもあるだろうが、見ていて一石二鳥

の情報が得られた。嵐が好きで見た人も、若冲が好きで見た人も、それぞれによい

出会いがあったのではないか。見る者を動かし、変えるような番組の実現をＮＨＫ

には期待する。 

 

○  ラジオ番組では１１月２３日(水)の番組編成がとてもよかった。「日韓“交わるこ

とば”“ひらける未来”～放送の舞台裏からＫ－ＰＯＰまで～」は、国際交流の中で

のことばの大切さが取り上げられていた。国内だけではなく、海外との鏡を合わせな

がら検証していくことは有意義だと思う。 
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○  シンガポールを訪れて帰ってきたところだが、日本はこの先、アジアには勝てな

いのではないかと強く感じた。日本は技術力があり、アジアは日本の技術をまねし

ていると考えがちだが、実際は日本製よりもアジア製の商品のほうがオリジナリ

ティがあり、技術も勝っていたりする。このままだと日本は悲惨な状況になるので

はないか。若い人たちに向けて危機意識を持ってもらう番組があるとよい。 

 

○  世界の人たちが関心を寄せてくれていたこれまでとは違い、これからは自分たち

の力で勝っていかなければいけない時代に明らかに変わると思う。これは日本の産

業をはじめ、さまざまな領域に関して言えることだと思う。美術番組は、日本の人

たちが見てよくわかるというところから美術の世界基準というところに乗せてい

かなければいけないのではないか。世界のアートマーケットで勝とうと思えば、そ

こに日本の思想性や歴史的な背景を語る必要がある。未来を見据えて世界で勝てる

人材を育てるための知識を、たとえば西洋と日本の美意識の違いなどの情報を組み

込んでもらえるとよいと思う。 

 

○  ＮＨＫの美術番組はかなりよいと思うが、これからもう少し価値観を加えた番組

ができるか、もう一歩踏み出せるかどうかは問題だと思う。ヨーロッパには仏・独

の公共放送が共同で実施する「ＡＲＴＥ」という衛星チャンネルがあり、レベルの

高い番組が放送されている。そういう国際的なレベルからするともう一歩踏み出さ

なければいけないと思う。財政難でも「ＲＡＩ」が第５チャンネルを作った。これ

はオペラ、クラシック、美術などのチャンネルだ。世界の流れはかなり専門的な方

向に向かっている。 

 

○  ＮＨＫの番組の中でバックグラウンドミュージックにクラシックが使われてい

るが、昔に比べると含蓄がなくなってきている。専門家として対応できる人材が

だんだんいなくなってきたのではないか。音楽だけではなくほかの分野でも生き字

引のような人が減ってきているのではないかと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  美術や音楽などの分野で専門知識を持った名物ディレク

ター、プロデューサーが少なくなってきているのではないか

というご指摘があった。確かに昔のような、その道の専門家

という人材が減ってきているということはあるかもしれない。

人材育成の重要性は十分に認識しており、これからもっと真

剣に考えていかなければならない課題であると考えている。 
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○  全国の消費者大会があり、東日本大震災の被災地の関係者から報告があった。原

発事故のあった福島県はまだ復興のスタートにもついていないと話していた。一般

的にマスコミでも被災地に関わる話題がだんだん少なくなってきたので、「もう解

決したのではないか」というように一部では思われたりしている。ＮＨＫはいろい

ろな情報を伝えており、視聴者がその気になれば情報が得られる。ただ、意識的に

見ようとしなければそうはならない。ＮＨＫのホームページにも多くの情報が掲載

されているが、通常の「ニュース」に出てくる内容とはやはり違うのではないか。

日々、福島の出来事を取り上げてほしいとまでは言わないが、そういった意識を

持って扱ってもらえればありがたい。 

 

○  今年は東日本大震災があり多くの人々の命が奪われた。一瞬にして地面が動き、

数万人の命が奪われる。日本の神話や八百万の神などが生まれたこともわからなく

もない。受け継がれてきた日本の昔話の中にある自然、生きものに対する畏敬の念

や、おぞましさ、恐ろしさといったものを今の時代にあらためて「昔ばなし」とい

うかたちで伝えてはどうかと思う。ＮＨＫで、「日本昔ばなし」の番組をぜひ作っ

てほしい。 

 

○  タイの水害、トルコの地震など世界中でさまざまな災害が起きている。駐日大使

館が行っている義援金の呼びかけについて、ＮＨＫの放送で知らせることができな

いか検討してほしいと前回の審議会で要望したが、この件についてお聞きしたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  海外で大規模な災害が発生した際に、ＮＨＫが“災害たすけ

あい”を実施し、放送を通じて周知と呼びかけを行う際には、

これまでひとつの原則に従ってきた。それは被災国の赤十字社

から、日本赤十字社に支援要請があり、さらに日赤からＮＨＫ

に協力要請があった場合、日赤と連携し、義援金の募集を実施

するというものである。 

 

○  ＮＨＫが募金を集めてほしいと言っているわけではなく、共同募金会や日本赤十字

の場合と同様に、駐日大使館などが募金を集めるときにそのことについて報道するこ

とはできないのかということだ。被災している国が援助を求める手続きをするのは被

災後かなりたった後のこととなる。そのために国際緊急援助が存在し、被災国の意思

の有無にかかわらず、がれきの下に埋もれている方々、水害を受けている方々に緊急

人道的に行動を起こすのが国際緊急援助だと思う。日本赤十字の要請を待って何もな

ければ、報道しないということが果たして公益と言えるだろうかと思う。 
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（ＮＨＫ側） 

  駐日タイ大使館や駐日トルコ大使館など、被災国の駐日大使

館などが行う義援金呼びかけについてこれまでは扱っていない。

ニュース・報道番組で、そうした呼びかけを取り上げるかどう

かについては、報道機関としてニュース性などをその都度、総

合的に勘案し、判断することになる。ＮＨＫがあらかじめ、放

送枠を定めて義援金の呼びかけを行ったり、義援金を「お預か

り」したりするときには、主体となる団体または機関から、要

請を受けたうえで行うことを基本にしている。その連携相手と

なる主体も、慎重かつ抑制的に選定してきた結果、共同募金会

と日本赤十字社に絞ってきたという経緯がある。 

  ことし秋のトルコの地震では、トルコ赤新月社から支援要請

がなく、日本赤十字社は義援金の募集を行っていない。このた

め、トルコの被災者のための“災害たすけあい”は行わなかっ

た。ただし、日本赤十字社は１０月２７日、昨年度の「ＮＨＫ

海外たすけあい」を活用し、資金 2,000 万円と毛布などの救援

物資を送ると発表している。また、今年度の「ＮＨＫ海外たす

けあい」についても、タイの洪水被災者、トルコの地震被災者

の救援にも活用する方針だと聞いている。 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２３年１１月ＮＨＫ中央放送番組審議会（議事概要） 

 

１１月のＮＨＫ中央放送番組審議会は、２１日(月)、ＮＨＫ放送センターにおいて、

１４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実績、種別ごとの放送時間について説明

があった。 

続いて、平成２４年度国内放送番組編集の基本計画(案)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  福井 俊彦（前日本銀行総裁） 

   副委員長  田中 里沙（（株）宣伝会議編集室長） 

   委 員      青柳 正規（国立西洋美術館館長） 

         潮田 道夫（毎日新聞社論説委員） 

         大軒 由敬（朝日新聞社論説主幹） 

         小田  尚（読売新聞東京本社取締役論説委員長） 

         岸本 葉子（エッセイスト） 

         駒崎 弘樹（ＮＰＯ法人フローレンス代表理事） 

         平  朝彦（独立行政法人海洋研究開発機構理事） 

         田島 恵一（自治労全国一般評議会特別幹事） 

         田中ｳﾙｳﾞｪ京（（株）ＭＪコンテス代表取締役、メンタルトレーナー） 

        冨士 重夫（全国農業協同組合中央会専務理事） 

        細谷 亮太（聖路加国際病院副院長、小児総合医療センター長） 

        若月 壽子（主婦連合会事務局） 

 

 

（主な発言） 

 

＜平成２４年度国内放送番組編集の基本計画(案)について＞ 

 

○  編集の重点事項の８項目に、「オリンピックロンドン大会およびパラリンピック

放送の実施」が挙げられており、たいへん期待している。オリンピックのみならず、

パラリンピックの選手も競技力向上に励み、身体の限界に挑戦している。オリン

ピックとは違う応援のしかたをしてほしくはない。一人一人の能力が違い、一人一
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人のすばらしさがわかるのがパラリンピックだと思う。勝ち負けにこだわっていな

いのではない。勝ち負けにこだわるからこそ“勝つこと”だけが重要なのではない。

どれだけ努力したか、それまでの経過が如実に見える。選手たちが身体の限界に挑

戦する姿に迫ってほしい。そうすることでパラリンピックに対する見方が変わって

くるのではないかと思う。 

 

○  基本的にすばらしい内容だと思う。編集の重点事項に「重点事項の実施にあたっ

ては、創造的で活力に満ちた取材・制作体制を構築します」と書かれている。ＮＨ

Ｋの職員は優秀だと思う。人材の育成だけではなく今ある人材をいかに生かしてい

くか、職員の活力を生かすかが大切である。「平成２４～２６年度 ＮＨＫ経営計

画」の４つの重点目標の中にも「活力ある職場づくりをすすめます」というかたち

で示されている。今ある経営資源と言ってもよいと思うが、職員のやる気を生かす

ことを強調してほしい。 

 

○  具体的な問題に即して「編集の基本方針」について尋ねたい。１１月１１日(金)、

ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）に向けた野田首相の記者会見があったが

中継は行われなかった。当初１０日(木)に想定されていたが１日延び、会見は午後

８時からとなった。同時間の２０１１ＮＨＫ杯フィギュア「女子シングル・ショー

トプログラム」は浅田真央選手の復活が注目されていたこともあり、記者会見の生

中継についてはずいぶん検討されたことと思う。「ニュース速報」の段階でＮＨＫ

は記者会見の勘どころをきちんと報じてはいる。しかし、国論を二分している問題

について首相が会見し、国際的な会議に出ようとしているときに、中継しないとい

う判断は理解できなかった。ＮＨＫは受信料で支えられている。こういうときにリ

アルタイムで、少し大げさに言えば歴史に関わっていく気持を持っていないとまず

いのではないか。「平成２４～２６年度 ＮＨＫ経営計画」で「公共放送の原点に

立つ」と書いているのは適切だ。「編集の基本方針」においてどのような書きぶり

がよいかは別として、「公共放送の原点」ということをよく考えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  １１月１１日(金)の総理記者会見の件についてご意見が

あった。記者会見は生中継で伝えたいと考え、もちろん準備

は進めていた。当初予定から１日延び、当日朝の発表段階で

は夜９時からの予定だったものが８時に早まった。７時から

の「ＮＨＫニュース７」では、政府・民主三役会議、党内の慎

重意見に配慮し、直ちに交渉に参加すると表明するのではなく、

ＴＰＰ交渉参加に向けて、関係国との協議に入るという方針を
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決め、８時から野田首相が会見して表明すると、一連の経緯や

方向性などはおおむねお伝えしている。９時からの「ニュー

スウオッチ９」では、会見の模様を紹介するとともに、各党

の反応や街の声など反響も含めて詳しくお伝えすることがで

きると総合的に判断した。ご指摘の趣旨はわれわれも十分に

認識している。公共放送の原点を見失うことのないよう今後

も留意していく。 

 

○  例えばサブチャンネルで放送するといったことは考えられなかったのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  総合テレビのマルチ編成は画質の問題などもあり、スポー

ツ中継の延伸時などのケースに限定的に実施している。視聴

者の方々からのさまざまなご意見を踏まえながら、検討する

必要があるかと考えている。 

 

○  ＢＳ１の性格について思うところを述べたい。国際情報というキーワードがあり、

「ワールドＷａｖｅ」などの番組が放送されている。総合テレビも国際情報に関わ

るニュースは伝えている。ＢＳ１がスポーツに重点を置き、放送している点では違

うが、「独自性をより際立たせる」と書かれているものの、国際情報やスポーツ中

継をすることが、本当に独自性が際立つということになるのだろうか。ＢＳ１が新

しい放送の文化を育てていくことになるのか。違う分野を同じような手法でやって

いるからＢＳ１と総合テレビが違うのであり、総合テレビとＢＳ１において際立っ

た方針、際立った技術などで差をつけようとしているのか。差異化はできるのかど

うか。そのようなところを聞きたい。 

 

○  「平成２４～２６年度 ＮＨＫ経営計画」から「番組編集の基本計画」に連動が

見える書きぶりがあるとよいと思う。編集の重点事項の３項目に「幅広い視聴者層

に親しまれる番組」とあるが、「聴取者層の拡大を図ります」と締めくくられてい

る。「経営計画」には「未来を切り開くため」「創造・未来」という言葉も入ってい

る。未来を切り開くためのサービスはワンセグや、３－Ｓｃｒｅｅｎｓなど技術的

なことだけではなく、「未来への希望」などを日々の主張から得ることができるの

が視聴者の期待というところもある。視聴者の潜在能力、可能性を刺激するような

番組が日常の中からも発信されることが期待される。視聴者に対応してマーケ

ティング戦略で迎合していくという意味ではないと思う。そういう内容が表面に出

てくることが望ましい。 
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○  編集の重点事項の７項目に「放送と通信の融合時代にふさわしい新たなサービス

の展開」とあり、「『ＮＨＫオンデマンド』の魅力を高め、利用者の拡大を目指し

ます」と書かれている。どのような取り組みが考えられているのか聞きたい。 

 

○  全体的にはとてもよいと思う。ただ、今の時代状況の認識として、世界的に日本

もますます生存競争が厳しくなる中でいかに闘っていくかというところがベー

シックトーンではないかと思う。「国民の生命と財産を守る」など、ディフェンシ

ブになりすぎていないか。例えば若い人向けの番組についてもいかに新しい切り口

を開拓していこうとしているか、前向きでエネルギッシュなポイントにもっと絞っ

てよいのではないかと思う。 

 

○  「平成２４～２６年度 ＮＨＫ経営計画」の中で数値化のことが出てくるのかと

思うが、進捗状況の評価のしかたとして具体的にどのようなことを考えているのか

聞きたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  総括的なことについてご説明させていただきたい。この度、

「平成２４～２６年度 ＮＨＫ経営計画」の検討にあたり基

本としたのは「公共放送の原点に立ち返る」ということだ。

「平成２１～２３年度 ＮＨＫ経営計画」では経営２目標で、

「ＮＨＫへの接触者率」と「受信料の支払率」の向上をめざ

し数値目標を掲げた。前回の経緯も踏まえ、皆が持つ価値観、

方向を一致させておく必要がある。ＮＨＫの場合、企業の理

念にあたるものは放送法の中に書かれている。それを土台と

してその原点に立つ。一体的に皆がそう考えればそちらの方

向にベクトルが向く。とはいっても観念的なものだけでは実

際にフォローができない部分もある。評価についてはそれを

数値化しようということだ。視聴者の皆さまのＮＨＫに対す

る期待度をどう実現するか、いくつかの切り口がある。視聴

者の皆さまの期待度に対するＮＨＫの実現度で達成度を評価

する。１年目はどのぐらいの数値になるかはやってみないと

わからないが、出た数値でこれが足りないということであれ

ばその差を縮める努力をしていく。個別なものとしては質的

指標である。いくつかの指標を設けて評価していく。視聴者

の皆さまからの評価、中央放送番組審議会のご意見などを踏

まえて質的なものを担保していく。「経営計画」の４つの重点
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目標はそれぞれの期待度に対する実現度に加え、質的指標、

接触者率、視聴率、支払率、収納率、ＶＦＭ（コストに見合

う成果）などで評価する。 

  また、ご指摘のあった“やる気”の問題は非常に大事なこ

とだと思う。自分たちの能力を最大限に発揮したいという意

欲は皆が持っている。能力を引き出すと同時に、それを評価

していただくことが大事だ。視聴者の皆さまの評価もそうだ

が、積極的に外に見えるかたちにしたほうがよいと思う。そ

ういう意味で「経営計画」の４つの重点目標の中に「改革・

活力」という項目を掲げている。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「国内放送番組編集の基本計画」（案）について、「ディ

フェンシブになりすぎではないか」、「もっと前向きに」、「潜

在能力を喚起するような…」などのご指摘があった。文章か

ら読み取っていただくのは難しいかもしれないが、我々もご

指摘のような趣旨の議論は重ねており、日本全体が置かれて

いる状況が厳しいときに、きちんと未来へ希望をつないでい

くような、プロアクティブな番組の出し方を心がけていこう

という認識を持っている。十分に書き込まれているかどうか

ということについてはいろいろご判断があろうかと思うが、

ご理解いただきたいと思う。 

  ＢＳ１は“国際情報とスポーツ”とわかりやすく説明して

はいるが、国際情報はもちろん総合テレビでも扱っている。

ただし、地上波とＢＳ、それぞれをごらんいただいている視

聴者に向けた番組のお届けのしかたがあり、差異化の方法が

あってよいのではないかと考える。視聴者の皆さまからもさ

まざまなご意見ご要望をいただいている。例えば時代劇もＢ

Ｓ向け、総合テレビ向けのものが存在するだろう。ジャンル

で分けるというよりも、ジャンルの中で作り方を変えていく

ことができないか検討している。ＢＳは来年４月以降、新規

参入があり、１０月からは大競争時代と言われている。スマー

トテレビの出現も言われている。ＩＰ、ネットベースの映像

と放送の競争がある。ＢＳ、総合テレビをどのように位置づ

け、特性を際立たせていくかということは重要な議論だと思

う。２、３年のレンジでそういう議論も進めているところで
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ある。 

ＮＨＫオンデマンドについては、過去の番組でよいものがあ

るだけではなく、実際にはよい番組が日々、見過ごされたまま、

通りすぎてしまっているケースが多々あるのではないかと思

う。視聴者の皆さまに気付いていただく仕組みができないか。

認知度を上げるための周知や広報の強化に努めるとともに、さ

まざまな端末との連携によって利用者の拡大を図りたいと考え

ている。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「前向きに」というご意見が出た。「経営計画」においても

「３か年の基本方針」で「豊かで安心できる社会の実現と新

しい時代の文化の創造に貢献します」と書いており、「４つの

重点目標」の「２．『信頼』」で「世界に通用する質の高い番

組や、日本、そして地域の発展につながる放送・サービスを

充実させます」、「３．『創造・未来』」は主に技術に関わるこ

とが書いてあるが、この「未来」という項目はそういう意味

を込めて入れたものだ。「経営計画」の実施にあたってもご指

摘のような趣旨は十分に踏まえて取り組んでいきたい。 

 

○  「編集の基本方針」について意見と提案を述べたい。先ほど指摘があったが、「編

集の基本方針」の前半に示されている現状認識がペシミズムに偏りすぎているから

後半もトーンが引きずられているように感じた。そこで提案したい。最初の段落で

国内外の現状の認識が語られている。その次の段落に次のようなことを加えたい。

「大きく不安定化させています」の次に、例えば、「日本で助け合って前に進もう

とする力や世界各国からの多大なる支援は、…を再認識させました」、「大いに励み

になるものでした」など、日本が助け合って前に進んでいく力や世界からの多大な

る支援は書き込んでよいと思う。そうするとペシミズムに偏っているような現状認

識が少し改善されると思う。 

  第２段に「もう一度、喜びと希望に満ちた日本を再生しよう、率先してその一翼

を担おう」と書かれている。残すかどうかは別にして、「…あらゆる地域、あらゆ

る世代の活力と潜在力により注目し、これから始まる３か年の経営計画で決意を示

した」というような表現を加えると、後半の「編集の重点事項」で出てくる地域の

力や復興支援など、さまざまな世代への接触を目指すこととつながり、全体的に前

向きなトーンが出てくるのではないか。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

（ＮＨＫ側） 

  前回の審議会で、「『白熱教室ＪＡＰＡＮ』で取り上げる大

学はどのようにして選ばれているのか」というご質問があっ

た。この件について説明したい。昨年、マイケル・サンデル

教授の「ハーバード白熱教室」を放送し好評をいただいた。

番組の監修をお願いした日本の大学の先生から、日本でも学

生との活発なやりとりをしながら議論を深める講義に取り

組んでいる先生たちのグループがいることを知らされ、取材

を始めた。ほかにも日本の有名大学で同じようなかたちで人

気を集めている講座があることがわかり、いろいろと調べて

７つの大学を選定した。必ずしも期待したとおりではなかっ

たものもあり、ご満足いただけなかったことは残念に思う。

“白熱教室”と言えるような講義は、教授と学生双方が相応

のレベルにないと成立しない。また、テーマによっては最初

に説明をしっかりしないと進められないケースもあり、結果

的に解説が多くなってしまうこともあるなど、なかなか難し

いというのが制作現場の声だ。そういう授業を見事にやって

のけるマイケル・サンデル教授の偉大さを、あらためて認識

させられたということでもある。 

 

○  「白熱教室」というタイトルなのに内容があまりにも違うのではないかと感じた

ので、前回質問した。いま説明された内容は理解した。今後に期待し、続けて見た

いと思う。 

 

○  東日本大震災の巨大津波とその惨禍をどのようにＮＨＫが伝えたか、この間の関

連番組を見て、全体を通じての感想と提言を述べたい。 

  今回の巨大津波については、ハンディビデオ、デジタルカメラ、携帯電話などの

普及により実に多数の映像が撮影されていたという特徴がある。2004 年のスマト

ラ島沖地震をはるかに上回る多数の映像があった。 

  津波発生直後、早い段階で津波の特徴が海底ケーブルで認識されたことにより、

研究者がインバージョンの経過を出し、特異な地球科学の根本を揺さぶるような

５０メートルの移動という仮説が出てきた。その仮説とともに、ＮＨＫのみならず

多くの機関による調査や現地取材が行われているが、被災者がさまざまな出来事を

証言してくれたことにも日本人の民度の高さ、国民性が表れていた。そういったこ
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とにより非常に充実した番組が作られたと思う。歴史的大災害をしっかりと伝える

番組が次々と作られたことを高く評価したい。 

  多くの番組の結論として導かれているのは、巨大津波、想定外の津波はハードで

は防げないということだ。防災教育を徹底し、基本的にはまず逃げるという意識を

啓発することが大事だとほとんどの番組で結論づけているが、本当にそうだろうか。

２４年度からの経営計画の中で、いかなる災害にも対応できる放送施設を整備する

ことが挙げられている。震災に強いだけではなく、情報の伝達、流通、共有に関し

てのハード面からの見直しが必要ではないか。国と国民をつなぐメディアはＮＨＫ

しかない。国、自治体、ＮＨＫ、インターネットが一体となった情報伝達を行わな

くてはいけない。 

  高齢者や要介護者を助けるために多くの人がしゅん巡して巻き込まれて亡く

なっていった。ハード面でのサポートとして、避難ビークルなどの弱者移動システ

ムの整備が必須だ。情報と避難のインフラの整備は大切だと思う。そういうものが

あってこそ防災教育が根幹をなし、ソフト面での進展を促す。大震災の中でＮＨＫ

の情報伝達がどういう役割を果たしたのか、また、果たし得なかったのか、十分に

検証してほしい。そして、国の防災システムの整備に役立つような番組を作ってほ

しい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  貴重なご指摘をいただいた。われわれの問題意識とかなり

共通している部分もある。津波が到達する前、沖合でそうい

う情報をもう少しキャッチできなかったか。たとえばＧＰＳ

波浪計が全国に十数か所あるのでそういうデータも含め、事

前の、水際よりもさらに前の伝え方をどうするべきかという

課題がある。避難の呼びかけについてももっと改善しようと、

災害報道のあり方を検討している最中である。貴重なご指摘

をぜひ生かしていきたい。 

 

○  「編集の基本計画」にも関連するが、東日本大震災、原発関連で、取り上げるこ

とが難しいテーマとして放射能の汚染の問題がある。目に見えないものであるから、

映像で取り上げにくいところもある。福島の女子学生が将来子どもを産めない体に

なっているのではないかと心配しているというような話も耳にした。そういう風評

被害が色濃く残っている。ニュースでは農産物などの出荷停止が大きく扱われる。

放射能の教育がこれまできちんとされてこなかったこともあり論理で説得できな

い部分もあるだろうと思う。ＮＨＫでは今後、どういうところを意識してこの問題

をとらえていくのか聞きたい。 
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（ＮＨＫ側） 

  基本的な姿勢としては、事実関係をきちんと伝えるという

こと。それができれば風評被害は起こらないと思う。情報が

片寄らないように注意し、前向きに、どのように支援してい

くことができるのか考えて取り組んでいきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  正確な情報を多角的に伝えることがまず基本である。「十

分に伝え切っていないのではないか」、「何か隠しているので

はないか」と思われることが風評被害を呼び起こすのだと思

う。 

  先日、私は仙台に行ってきた。ＮＨＫはさまざまな検証番

組、報道に力を入れているが、自らの力で復興しようと奮闘

する人々の姿を取り上げた１１月６日(日)のＮＨＫスペシャ

ル「孤立集落 どっこい生きる」（総合 後 9:00～9:58）な

どの番組が好評だった。一方、東北の魅力を全国に発信する

「きらり！東北の秋」キャンペーンの取り組みについて、震

災から半年を経た東北の実態にマッチしてきているという声

もいただいた。さまざまな検証番組を軸にしながら、引き続

き東北の力になるような報道に努めたい。 

 

○  東日本大震災の復興に関する番組で、ＮＨＫスペシャル「孤立集落 どっこい生

きる」はすばらしかった。漁協の復興、漁船の改修、道路の整備など、ボランティ

アや寄付の支援を得て、被災した地域の人たちが自らの力で着々と進めており、現

場の努力やコミュニティーの力が伝わってきた。「貧乏になるのも一緒、金持ちに

なるのも一緒」の言葉どおり、集落全体で復興に向けて力強く歩むのはよいことだ

が、一方、政府は何をやっているのかと思った。本来はボランティアや寄付に頼る

のではなく、復興予算を組んだものが執行されてしかるべきだ。しかし、実態とし

て大半の予算の執行は進んでいない。東日本大震災の復興がなぜ進まないのか、政

治家は現場の実態を知っているのかといったことも含めて報道してほしい。これか

らの力点はそこにあると思う。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「孤立集落 どっこい生きる」は行政の支援が行き届かない中

で、ボランティアや支援の力を借りながら、復興計画に挑む集落の取り組みについ

て伝えていた。政治の貧困の中、互いに助け合う漁村の人たちのたくましさを映し

出していて、勇気を与えてくれる番組だった。 
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○  １１月３日(木)に「復興は笑顔から～震災から立ちあがったフラガールの半年

～」（ﾗｼﾞｵ第１ 後 6:05～6:50）は、震災直後の沈んだ様子から、地方を回って元

気をもらい、被災者に元気を与えていくまで、フラガールたちの半年の変化がよく

伝わってきた。映像がなければドキュメンタリーとして成立しないように思うが、

音声だけで構成されており、ラジオのドキュメンタリーとして再発見のある番組

だったと感じる。 

 

○  「大洗町はなぜ『避難せよ』と呼びかけたのか～東日本大震災で防災行政無線放

送に使われた呼びかけ表現の事例報告～」というリポートが『放送研究と調査』９

月号（ＮＨＫ放送文化研究所）に掲載されていて興味深かった。大津波警報が出さ

れた茨城県大洗町では４メートルを超える津波に襲われながら、津波による死者は

１人もなかった。行政上の「避難勧告」、「避難指示」ではなく、「避難命令」とい

う表現による無線放送の呼びかけを大洗町が独自に行ったことが生きたとのこと

だ。このような対処の事例は広く放送でも紹介し、今後の参考にしてもらいたいと

思う。 

 

○  東日本大震災の際に世界中から多くの寄付が寄せられたことは記憶に新しく、日

本への信頼と好意に胸を打たれた。 

  昨今、タイの水害、トルコの地震など世界中でさまざまな災害が起きている。「水

害があった」、「地震があった」ということを報道するだけではなく、たとえば駐日

大使館が行っている義援金の呼びかけを伝えることで貢献していくことがあって

よいのではないかと思う。 

 

○  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」－第二部 市民討論－（総合 後 9:00～10:28）を見た。スタジオに

は主婦や生産者、消費者団体の方たちが並んでいて、それぞれに名前と年齢が書い

てあったが、一方で官僚や専門家の出演者たちは年齢が書かれていなかった。この

違いは何なのかと感じた。 

 

○  １１月２０日(日)のＮＨＫスペシャル「アレルギーを治せ！」は世界のアレル

ギー治療の最前線が伝えられていて興味深く見た。悩んでいる方にとっては貴重な

番組だったと思う。「あさイチ」のコンビの井ノ原快彦さんと有働由美子アナウン

サーが司会を務め、ＡＫＢ４８の指原莉乃さんが高い位置からときどき質問をする

という形で進行していた。演出の意図がよくわからず、医療の最前線の深刻な話で

あるはずなのに、全体から受ける軽い印象は何なのだろうかと感じた。 
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（ＮＨＫ側） 

  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」の第二部は市民討論の形を取っている。主婦や

生産者など市民側の席に座り、ご発言いただく方たちは年齢

を入れているが、専門家、政府の責任ある立場の方などは入

れていない。「年齢」とは関係なく、それぞれの役職の立場で

ご出演いただいているという位置づけである。 

  ＮＨＫスペシャル「アレルギーを治せ！」は、もともと「あ

さイチ」で同テーマを取り上げたところ大きな反響があり、

今回の放送に至った経緯がある。難しいテーマであり、発症

のメカニズムや治療について通常の手法で説明するととっつ

きにくくなる。とはいえ、身近な問題でもあるので、親しみ

を持って見ていただくことを考えた。ＡＫＢ４８の指原さん

は視聴者の素朴な疑問を有働アナウンサーと井ノ原さんにぶ

つけるという役割を担っていただいた。演出の意図したとこ

ろが十分に伝わらなかったかもしれないが、今回の放送は、

日ごろ「ＮＨＫスペシャル」をほとんど見ない視聴者層にも

見られており、特に４０代の女性が大変よく見てくださった

という結果が出ている。一方で、ただいまのご指摘のような

不評の声も寄せられている。 

 

○  連続テレビ小説「カーネーション」は、泣いたり笑ったり、ハラハラドキドキの

連続で、毎回感動するドラマの仕立てになっている。躍動感があっておもしろい。

ヒロインを取り巻く登場人物たちが皆、個性豊かで特徴的だ。それぞれが生き生き

と描かれていて、とてもすばらしいドラマだと思う。これからも期待している。 

 

○  ＥＴＶ特集「イスラム激動の１０年」は３回シリーズで放送されたが、特に、１

１月１３日(日)の「第２回 アメリカ同時多発テロ 問い続けた“イスラム”」が

印象に残った。イスラム教徒というだけで犯罪者扱いされ、社会から疎外されるよ

うな状況下で、自らのアイデンティティーについて問いかけ、理解を求める発信を

行ってきた若いイスラム教徒たちの声が紹介されていた。宗教と社会の問題につい

て深く考えさせられる有意義なシリーズだった。 

 

○  １１月２０日(日)のＥＴＶ特集 イスラム激動の１０年 第３回「ドイツ移民社

会“多文化主義”の敗北」はドイツにおける移民の受け入れや、宗教の問題を扱っ

ていた。イスラム移民の受け入れをめぐり模索するドイツの現状が詳しく紹介され、
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さまざまな問題が浮き彫りにされていた。日本では考え難いことだが、例えば単身

赴任が他国では倫理的に大きな問題ととらえられているといった話も新鮮だった。

このように、宗教と私たち日本人の関係を考えさせるような問題を提起することも

またＮＨＫの重要な役割なのではないかと感じた。 

 

○  ＢＳ時代劇「塚原卜伝」の放送が終了した。戦いの場面での血の扱われ方、残酷

さについて、行き届いた配慮がなされていた。我々が子どものころに楽しんでいた

“チャンバラ”のだいご味を表現しながら、血を流す場面も上手に扱っていたと思

う。制作者のセンスを評価したい。 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２３年１０月ＮＨＫ中央放送番組審議会（議事概要） 

 

１０月のＮＨＫ中央放送番組審議会は、１７日（月）、ＮＨＫ放送センターにおいて、

１３人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「地球テレビ エル・ムンド」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  福井 俊彦（前日本銀行総裁） 

   副委員長  田中 里沙（（株）宣伝会議編集室長） 

   委 員      家本賢太郎（（株）クララオンライン代表取締役社長） 

         潮田 道夫（毎日新聞社論説委員） 

         大軒 由敬（朝日新聞社論説主幹） 

         小田  尚（読売新聞東京本社取締役論説委員長） 

         岸本 葉子（エッセイスト） 

         紫   舟（書家） 

         田島 恵一（自治労全国一般評議会特別幹事） 

         田中ｳﾙｳﾞｪ京（（株）ＭＪコンテス代表取締役、メンタルトレーナー） 

        冨士 重夫（全国農業協同組合中央会専務理事） 

        細谷 亮太（聖路加国際病院副院長、小児総合医療センター長） 

        若月 壽子（主婦連合会事務局） 

 

 

（主な発言） 

 

＜「地球テレビ エル・ムンド」（ＢＳ１ ９月２７日(火)放送）について＞ 

 

○  この番組は今回初めて見た。以前から見ていた周囲の４０代の女性からは、「夜

１１時ではなく１０時からの放送だったら見やすくてよいのに」という話を聞いて

いた。私は基本的に好感を持ったが気になった点を述べたい。まず、言葉について

である。メインの男性司会者とともに日替わりで進行を担う海外出身の女性ナビ

ゲーターが、英語と日本語の単語を混在させて話している。意図的にしているのか

どうかはわからない。インターナショナルな雰囲気はするが、そのあたりのバラン

スがどうだろうかと感じた。また、くだけすぎている印象を受ける箇所があった。
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硬くまじめすぎるのもつまらないが、出演者どうしの仲の良い感じが、視聴者から

は置いてきぼりにされるような感覚につながることもあるのではないか。そのあた

りのバランスは大事かと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  英語を意図的に使っている部分は確かにある。ディスク

ジョッキーのイメージを意識して取り入れているところはあ

るが、度が過ぎるとわかりにくくなるので留意したい。ご指

摘のように、出演者どうしの打ち解けた雰囲気については、

視聴者のさまざまな受け止め方があると思うので配慮するよ

うにしたい。 

 

○  国際情報チャンネルとしての認知を広めることや、ＮＨＫのチャンネルに接して

もらえない視聴者に接してもらうというミッションは理解できる。ただ、番組紹介

の資料にあるような「グローバル化が叫ばれる時代」という認識についてはすでに

どんどんグローバル化しており、事実の後追いではないかという気がした。その表

現手段が、たとえば日本人離れをした風ぼうを持つ司会者であったり、日本語の発

音がユニークな出演者であったり、日本語と英語の混合であったり、といった打ち

出し方は古いのではないか。 

  ターゲットとされている４０代のビジネスパーソンについて、この番組の内容に

親近感を持つ人がどれぐらいいるのだろうかと感じる。確かに４０代はほかの世代

に比べて少しバブル時代の価値観を引きずっていると思う。一方、企業でいえば入

社時は比較的就職活動のときに売り手市場だった人が、企業に入って成果主義に変

わったり、不況になったりと、働く環境が激変している。そうした４０代をめぐる

社会状況を思うと、番組で取り上げられているような内容に親しみを持てるかどう

か疑問に思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ご指摘のとおり、いわゆるバブルを経験した世代を主な

ターゲットにしているので、それに向けて「ラグジュアリー」

と表現しているが、当時の栄華がしのばれるような企画を比

較的取り上げている。それが響いているかどうかまだ明確に

はわからない。今回、「ＵＳＡ＆ＥＵＲＯリポート」のコー

ナーではイギリス・リバプールでの“ビートル・ウイーク”

を取り上げている。４０代には心に響くテーマだと思う。そ

ういうテーマを積極的に入れていこうとしている。どこかノ
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スタルジックな部分は番組の特徴の一つと考えており、試行

錯誤しているところだ。 

 

○  初めて見た。司会のアンディ（アンドレア・ポンピリオ）さんと成澤由浩シェフ

の旅のリポートがあったが、成澤シェフがふだんはどういう仕事をしている人なの

か紹介があったほうがよいと思った。よいリポートだったが、右上に小窓を付けて

話している音声を拾っていた場面では、ナレーションもあり、終わってから感想も

述べているので、小窓の部分での音声は邪魔ではないかと感じた。 

  「エル・ムンド トーク」のコーナーは今回、照明デザイナーの石井リーサ明理

さんがゲストだった。こういう形でいろいろな人物を紹介するのはよいが、質問の

振り方など、メイン司会のアンディさんと女性ナビゲーターの役割はもう少し工夫

したほうがよいと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  画面の中に小窓を出していると、音が重なり聞き取りにく

くなることがある。音声レベルの問題もあると思うが気をつ

けたい。また、ゲストを迎えてのトークのコーナーも効果的

な進行のしかたを検討したい。 

 

○  ３０代の視点から発言したい。番組が目指そうとしている新しい感覚は感じ取っ

た。雑誌を読んでいるような感覚だ。バブルの 後を少しだけ経験した人たちが好

きそうな、紙質がよく、きれいな写真が載っている雑誌をテレビで見ているような

感覚だった。ゲストのトークのコーナーに関しては踏み込みがやや浅い気がして、

表面的な部分しか感じられなかった。ＮＨＫらしい周到な取材と、聞き手となる人

も一緒になっていろいろと調べ、人となりを語れるような深さがあったほうがよい。

４０代以上の人は西洋に対する思いが強いと思うが、私たち３０代以下の世代はそ

ういった憧れがあまりないと思う。そういう視聴者を取り込むということでなけれ

ばよいが、違うのであれば、また別の要素も必要になってくるかと感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  トークが表面的という部分はもちろんそれをよしとしてい

るわけではない。取材をいかに深めていくかということが基

本であり、さらに深掘りしながら印象に残る内容にしていか

なければならないと考える。ターゲットの年代についてご指

摘があった。今の若い人たちは内向き志向と言われるが、そ

ういうターゲットが必要ないということではない。なるべく
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若い人も興味を持ってもらえるように、とくにこの時間帯は

若い人のほうがより見やすい時間帯でもあり、より強いメッ

セージを出していけるよう心がけたい。 

 

○  月曜から金曜の夜１１時という時間帯の放送で、リラックスして見られるという

趣旨はよくわかる。グローバル化が進み、多くの人が海外を訪れている時代だ。ま

してや４０代でビジネスパーソンならばいろいろなことを見聞きしているだろう。

取り上げる分野や中身についてどういう切り口から伝えていくのか、もう少し鮮明

にしたほうがよいと思う。たとえばビートルズを取り上げたコーナーがあったが、

ビートル・ウィークの紹介を通してどういう視点からビートルズをもう１回見つめ

直すのかという部分だ。照明デザイナーをゲストに迎えたコーナーも、文化施設や

近代的建物などの夜間照明の意義やそれぞれの違いという切り口から話を深めて

いくと内容も変わってくるのではないかと思った。神の繊維といわれるビキューナ

を取り上げたコーナーはコンセプトがしっかりしていてわかりやすく、なるほどと

感じさせた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  毎日、放送している番組なので、この日は何が印象に残った

かというと比較的漫然としているところがあるかもしれない。

中でも「ビキューナ」は特徴が出ていたということかと思う。

内容は多岐にわたっているが内容を決めた先をいかに深めてい

くか、テーマを立てていくか、切り口を鮮やかにしていくかと

いう点の課題はご指摘のとおりである。留意したい。 

 

○  導入部分は少しだるい感じがしたが、話題としてはなかなか興味深い内容を盛り

込んでいて、 後まで気分よく見てしまう。そういう意味では不思議な番組だと

思った。かつて民放で夜１１時台に放送していた人気番組のように、イメージがク

リアな番組を目指してはいないのだろうか。違う方向を目指しているのだろうか。

「エル・ムンド」と言うとみんなが「あの番組」と言われるようになることを目指

すとなれば、メインの男性司会者と曜日ごとの女性ナビゲーターも個性そのものが

より問われるだろう。夜の時間帯であり、のんびりと進めるのはよいが番組の運び

のスピード感が欠けているのではないかという印象はある。また、スタジオで生演

奏するミュージシャンの選定も、豪奢な感じとアマチュアな感じが混在していて、

おしゃれな雰囲気が徹底していない気がする。 

 

○  こういう番組もあってよいだろうという感じはした。ほかの委員が発言されたよ
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うに、切り口やコンセプトといったものにあまりとらわれず作られているよさがあ

るのではないか。基本的に“脱力系”の番組だと思う。特に有名な人が出ているわ

けでもない。それぞれ少しずつファンがついてくればその曜日を見るという形で自

分の感性に合った人が出てくるときに見るような番組になっていくのかと思った。

ただ、６０代になった私自身は見ないだろう。４０代のビジネスパーソンが対象だ

とすれば、彼らはこの時間、ニュースを見たいのではないか。自分の４０代の部下

にはニュースをフォローしてもらいたいと感じる。 

 

○  ４月から「ニュースウオッチ９」を見た日はこの番組を見ていた。ニュースを見

た後にくつろいだ気分でいたい時や、特に聴きたい音楽もないような時にそのまま

見る感じだ。いわゆる無国籍な雰囲気で、インターナショナルなイメージのある男

性司会者と女性ナビゲーターで進められているが、いずれかがインターナショナル

でもう１人が日本的というタイプの組み合わせならば、また違った印象の番組にな

るのではないか。見ていて決して邪魔にはならない番組であると思う。 

 

○  ターゲットに当たる世代としては、地に足も着いているし、嫌みのない番組であ

ると好意的に見ている。我々の世代は、根拠のない自信に裏打ちされて生きており、

明日は必ずよいことがあると信じている世代とも言われるが、そういう人たちには

ぴったりだろう。スタジオセットの雰囲気も嫌みのないステータス感を出している

のは司会のアンディさんの人柄だと思う。肩の力が抜けていて、 先端のことに何

でも触れておきたいというインタラクティブ性が功を奏している。１つ１つのコー

ナーの中身はしっかり作り込まれていて、少し下の世代のエココンシャスな話題や

ソーシャル的な話題も紹介しつつ、押しつけがましさはない。「自分たちを応援し

て」という気持ちが強い世代なので、１つぐらいこういう番組を皆さんに見守って

もらい、続けてもらえると嬉しい。４０代という切り口で今後も全面展開していく

のであれば、少し違う切り口を加えないといけないのではないか。クリエイティビ

ティも都会の洗練さだけではなく、暮らしに役立つ、地域の人も巻き込めるような

提示のしかたが求められるだろう。３０代の人たちに受け継いでいく感じであれば

また違ったアプローチが必要になると思う。 

 

○  私はターゲットより下の世代だが、頭の中ではターゲットの感覚を意識して見た。

先ほど意見が出ていたように、海外との接点についてや、都市部の感覚とそれ以外

のところの感覚はたぶんあると思うので、そのギャップをどう埋めるのかというこ

とは考えたほうがよいと感じた。夜１１時ぐらいだとビジネスマンは他局のニュー

スを見ていると思う。４０分なり５０分なり、その時間軸の中にいてもらうという

意味を生放送以外のところで何か出せないと難しいのではないか。４０代だけでは
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なく前後のビジネスマンも含め、決まった時間にテレビを見るという生活スタイル

がどんどん変化しつつある。４０分、５０分を何に使うかという選択肢がテレビ以

外にも増えてきている中、ビジネスパーソンへのターゲッティングということで言

えば、プラスアルファがもう少しあるべきではないかと感じる。 

 

○  毎日、仕事から帰ってくるとＮＨＫの番組にチャンネルを合わせる習慣になって

おり、時折この番組に出会っている。ＮＨＫの番組を確認したときに、すでに始まっ

て経過してしまった１０分ぐらいはどうだったのだろうと想像しながら 後まで

見る番組と、見るのを止めてしまう番組とに大別される。この番組はいずれにも属

さず、なんとなく 後まで見てしまい、特段悪い感じはしなかった。何日かとびと

びに見ていて、しかも断片的に見ていて、１週間たってみるとあるつながりがある。

ある特定の曜日がどうだったかと言われるとはっきりしない。１つの番組編成が頭

の中でできてしまっているような、そういう柔軟性に富むおもしろい番組だ。定義

的、コンセプトに当てはめて見るとかえってしんどくなってしまう番組だと思って

見ている。 

 

（ＮＨＫ側） 

  子どもの頃に親に隠れて見ていたような、かつての民放の深

夜番組を多少意識しているところはある。カクテルバーのセッ

トがあったり、女性が華やかに出てきたりする大人の世界への

漠然とした憧れはあった。ただ、果たして今の４０代をつかめ

るかどうかはまったく別問題だと思っている。アマチュアとプ

ロが混在しているというご指摘があったが、プロフェッショナ

ルなバンドに定期的に出てもらえるかというと難しい面がある。

週替わりで魅力的なバンドを登場させたいと考えるが、その点

は課題の一つだ。“脱力系の番組”というご意見については、あ

る意味で褒め言葉でもあると感じた。理屈っぽいものを並べれ

ば並べるほどＮＨＫらしいと言われるところがあるがそこは打

破したいという思いがあった。とはいえ心に引っかかる番組と

しての特徴は出していきたい。本日のさまざまなご意見を参考

にして今後も努力していきたい。 

 

 

＜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．
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０１ グリコ・森永事件」も新しいニュースを引き出している感じがした。ドラマ

との組み合わせも新しい手法でおもしろいと思った。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「未解決事件 Ｆｉｌｅ．０１ グリコ・森永事件」を見て新

しい事実がこれほど出てくるのかと感じるとともに、まだ出てくるものがあるので

はないかと感じた。今のうちに生の声をどれだけ残せるかが重要だ。 

 

○  ７月３１日(日)のＮＨＫスペシャル「幻の霧 摩周湖 神秘の夏」で“滝霧”を

取り上げていた。ＮＨＫでないと作れない番組だと思う。感心して見た。 

 

○  ９月２５日(日)のＮＨＫスペシャル「クニ子おばばと不思議の森」は、宮崎県椎

葉村の焼き畑農業の営みを描いていて、いまだにこのような方法が残っているのか

と驚いた。“クニ子おばば”は超然としているわけではなく、普通のおばあさんで

あるが、匠の職人というか熟練工のような感覚を持っている。雨が降る日や雲の読

み方など職人のような感覚だ。焼き畑というと環境を壊しているような感じがする

が、まさに森を再生させ、若返らせるために３０年周期で区画を切り運営していく。

毎年焼く場所を変えて少しずつ畑を作り、４年収穫したら森に返すという形で自然

と共生している。映像もすばらしかった。このあとも引き続き「ＮＨＫスペシャル」

で取り上げるのだろうか。また、このような情報はどういうところから入ってくる

のか聞きたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫスペシャル「クニ子おばばと不思議の森」は単発の

番組である。椎葉クニ子さんは地元で有名な方で、かつて宮

崎局で番組を作ったこともある。新たに発掘してきて初めて

取り上げたというわけではない。近年だんだん焼き畑農業を

される方が少なくなっているが、現在も続けておられる唯一

の方ということで今回取り上げた。 

 

○  近の「ＮＨＫスペシャル」は好調だと思う。１０月２日(日)の「巨大津波 そ

の時ひとはどう動いたか」は仙台局制作とのことだが、制作現場の人たちが震災報

道を通じて成長しているのだろうと感じた。新聞社も同様で、大災害の修羅場をく

ぐってきてよい記事を書くようになっている。そういうことの現れかと思う。綿密

な取材、調査を重ね、ＣＧも駆使し、津波発生時の人々の動きを検証していたが、

心理作用が被害の拡大に影響していたという分析は新鮮だった。今後の防災対策に

活用できるすばらしいテキストになると思う。 
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○  ＮＨＫスペシャル「巨大津波 その時ひとはどう動いたか」はすばらしかった。

宮城県名取市閖上地区は人口 5,600 人のうち 700 人が犠牲になったとのことだが、

地震発生から津波が到達するまで１時間以上あったのになぜこれほどの犠牲者が

出たのか。綿密なデータを積み上げて分析していた。ＣＧを使い、ここまでの形に

するにはたいへんな労力を費やしたことだろう。「愛他行動」、「正常性バイアス」

などの専門的な解説が出てきたが、知っているかいないかで、災害時の対応が大き

く違ってくると痛感した。これほど貴重な番組は今後の防災対策に大いに役立てて

ほしいと切に思う。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「巨大津波 その時ひとはどう動いたか」は委員の間でも評価

が高く、私も同感である。影響力が強い力作なだけに気になった点を述べたい。調

査結果を番組として構成していく際に、作業仮説なり伝えたいメッセージに対し、

作り手がどれだけ評価的な態度を保てるかが重要だと思う。主としてある災害心理

学の専門家の１人の学説に基づいているが、複数の専門家の説が取り上げられたほ

うがよかったと思う。「地震発生から津波到達まで１時間以上あったのになぜ…」

という疑問から出発し、「なぜ逃げられなかったのか」という狭いところでの答え

の見つけ方になっていたのではないか。番組の落としどころはハード面での復興を

急ぐ自治体と、なぜ逃げられなかったのかという疑問が拭えない住民の対立軸が出

ていた。いかなるハードを築いても深層心理学的な要因が残る以上、常に起こる問

題であり、自治体の復興計画そのものにまとめるより、国民全体の防災教育につな

げる形のほうがよりよいのではないかと感じた。 

 

○  東日本大震災のフォローアップのドキュメンタリーや原発の問題など、海外も含

めて継続的な報道がなされているのはよいことだと思う。原発問題については、放

射能汚染に関して深刻に考えることと、騒ぐこととの違いを踏まえ、抑えた報道で

ある。１０月１７日(月)のあさイチ「食卓と放射性物質」も抑制的に取り上げてい

た。これだけ汚染が進むと低線量の被ばくを受けることは避けえない。安易に再稼

働ということとは別の話なのだろう。ともすると反対する側は騒げばよいというよ

うな流れにもなるところであるが慎重に扱っていると思う。 

 

○  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」は感

心した。自分自身がこれまで何も知らなかったとあらためて思った。 

 

○  １０月３日(月)から始まった連続テレビ小説「カーネーション」はよく出来てい

ると思う。オープニング映像で伝えたいことが表現されていて、椎名林檎さんの主

題曲もマッチしている。カメラワークや映像の撮り方も、１つのシーンを長く効果
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的に見せることで俳優たちの演技力が一層際だっている。朝の慌ただしい時間を気

持ちよい時間の流れに変えていると感じる。主人公の子ども時代を演じた子役の二

宮星さんも、大人になってからの尾野真千子さんもすばらしい演技力だ。これまで

は新人が「一生懸命」という言葉で乗り切るような感じがあったが、今回のように

主人公の演技力が光るとこんなにも違うのかと思う。 

 

○  ＮＨＫに求めることとして、次なる「おしん」のような番組をぜひ作ってほしい。

韓国のドラマが人気だが、国家としてコンテンツ戦略が成功し、Ｋポップやアイド

ルなど産業とうまく連動している。日本も文化的な背景や思想性を語り、世界で勝

負できるような番組を作ってほしい。たとえばアニメを伝えるのであれば、そこに

歴史的背景、文化背景、思想をきちんと語れるような番組を望みたい。 

 

○  大河ドラマ「江～姫たちの戦国～」は本当にこんなことがあるかと突っ込みたく

なる部分も多いが、だんだん違和感がなくなってきた。従来さまざまなドラマで描

かれてきた春日局の人物像は、献身的に家光を育て、その結果絶大な権力を誇った

というものであるが、「江～姫たちの戦国～」では違うサイドから描かれている。

新たな発見がありおもしろい。 

 

○  １０月１日(土)、８日(土)、１５日(土)の土曜ドラマスペシャル「神様の女房」

(総合 後 9:00～10:13)はとても気持ちのよいドラマだった。ドラマ１０「ラスト

マネー～愛の値段～」は保険業界に切り込む社会性というところがテーマになって

いると思う。男性が見ても女性が見てもそれぞれ生活に密着した視点があり楽しめ

る。このところ大人の雰囲気のドラマが多く、ＮＨＫのドラマらしいスタイルが確

立してきていると感じる。 

 

○  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）は、ＳＭＡＰの北京公演を追っていた。とても感動し、直

後からプロのスポーツ選手へのメンタルトレーニングにも応用しているところが

ある。番組ではＳＭＡＰが国民的ヒーローになってから、メンバーたちが悩んでき

たさまざまなことを引き出しており、本音が語られていたと思う。木村拓哉さんは

「“キムタク”という人間が一人歩きをしていて偶像化されている人物と本当の自

分がどんどん離れていく感があった」と語っていた。スポーツ選手だとセルフアイ

デンティティという面で も悩む部分だ。中居正広さんの「エンターテインメント

に何ができるのかと悩んだ」という話もあり、東日本大震災後、スポーツに何が出

来るのだろうかと悩むスポーツ選手たちに重なると感じた。後半で香取慎吾さんが、

「いつも明るく元気なＳＭＡＰでいることは本当の自分たちでないかもしれない
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が、一瞬でもつらく苦しい人たちが笑顔になれれば、その一瞬の笑顔のために自分

たちがあるのかもしれない」と語っていて、見終わった後に勇気を与えられる内容

になっていた。風当たりは強いかもしれないが、それでも前線に出ていき、プロ

フェッショナルな仕事をしなければならない人たちに向けてのメッセージとして、

さまざまなキーワードが示されていた。たいへん勉強になった。 

 

○  １０月１０日(月)の「執念～小澤征爾 ７６歳の闘い～」（総合 後 10:00～

10:48）は、病気と闘いながら復帰にかける小澤征爾さんの姿を追っていた。この

夏、予定していたオペラの舞台では、体調が悪化し、急きょ降板しなければならな

くなったことが伝えられていた。命を削るようにして舞台に挑む小澤さんの執念が

伝わってきて、深い感銘を受けた。 

 

○  １０月１１日(火)の「響け！笑顔のスウィング～気仙沼 小中学生ジャズバンド

～」(総合 後 10:55～11:21)は仙台放送局制作とのことだが、作り手の力強さが

伝わってきた。被災した人たちの心が音楽によって救われるという内容に、思わず

涙を誘われた。被災地では今、記録に残し、撮っておかないと将来残らない素材が

多々あると思う。貴重な記録としてぜひ数多く残していってほしい。 

 

○  １０月１２日（水）のクローズアップ現代「世界を変えた男 スティーブ・ジョ

ブズの素顔」を見た。スティーブ・ジョブズ氏の死去についてはアメリカでの取り

上げ方はもちろん大きかったが、各国の関連番組の中ではＮＨＫのこの番組が中身

の質や周りの人のコメントも含めてとてもよかった。 

 

○  １０月７日(金)の「ニュースウオッチ９」は、アメリカで起きているデモの背景

について伝えていた。貧困を抜け出すために軍隊に入っている若者の実態を取り上

げ、今のアメリカの問題点を浮き彫りにしていた。表面的なデモのニュースだけで

はなく、貧困の背景を深く掘り下げた報道は中身が濃く、参考になった。 

 

○  ＮＨＫは国論が割れているテーマはなかなか扱いにくいのだろうが、１０月１４

日(金)の時論公論「ＴＰＰと農業」の解説は非常によかった。両説をうまく取り上

げていて、考えさせる内容になっていた。 

 

○  「ＮＨＫ全国学校音楽コンクール」で毎年合唱のコンクールを見るのがとても好き

だ。私が住んでいる学区の小学校が 近強いので地元意識もある。小学生、中学生、

高校生がコンクールを目指し、実力を競いあう中で地域や学校の結束も強くなる。番

組が１つの舞台となり学校生活とかかわっていくことは重要だとあらためて感じる。 
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○  「ワンダー×ワンダー」、「追跡！Ａ ｔｏ Ｚ」などは 近開発された番組の中で

はよいフォーマットの番組だと思う。ＮＨＫの番組は自分が何歳ぐらいの頃にこの

番組を見たという形で記憶しているものが多い。その時その時に消費されるのでは

なく、自分とのかかわりで印象に残るものも多い。そういう意味では、長い期間大

切に放送し、番組の“ブランド”を大事に扱っていくことがネット展開やこれから

のコンテンツ時代に生きてくることにもつながる。そういう見られ方ができるとよ

いと思う。 

 

○  私が見た９月放送の「白熱教室ＪＡＰＡＮ」は、大学の１年生、２年生が主体の

授業だったので、議論の深みがあまり出てこない気がした。先生のプレゼンテー

ションはよくても学生とのやりとり、ディスカッションのレベルが高まらなければ

番組として白熱しない。先生の名前だけではなかなか難しい。 

 

○  「白熱教室ＪＡＰＡＮ」は日本の大学の先生たちが出てくるが、 近見た内容で

は先生がプレゼンをしているような授業だった。円滑に流れ、時々学生に問いかけ

てはいるが議論として深まっていくわけでもないし、これはどうなのかと思った。

いろいろな大学が出てくるようだが、どのようにして取り上げる大学を決めている

のか知りたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「白熱教室ＪＡＰＡＮ」で大学をどのように選んでいるか

ということは確認し、あらためてお伝えしたい。 

 

○  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～」はたいへんすばらしかった。現代美術家の杉本博司さんが「曾

根崎心中」のオリジナル版復活に挑む過程を追っており、原点にさかのぼり古典によ

り近づけていることと人形遣いがもともとの一人遣いに戻っていることに感心した。

古典に新しい光を当てながら原点にかえっているすばらしさがあった。日ごろ、文楽

の劇場に足を運ぶと、古典をきちんと勉強したうえで熱心に見に来ている若い人が多

いことに気づく。こういう題材は若い視聴者にも興味を持たれるだろうと思う。 

 

○  １０月３日(月)～５日(水)の「長江 天と地の大紀行」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 7:30～

8:59）は、長江の上流域、中流域、下流域への旅を通して中国の今を見つめる三回

シリーズだった。俳優の阿部力さんが旅人役としてチベットの奥地から上海までた

どった旅がとてもよかった。３日連続で１時間半の番組は視聴者にとってはつらい。

よい内容なので１週間単位で放送するなどしたほうがよかったのではないかと感
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じた。上流部の少数民族の暮らしぶりは本当に貧しかった。貧困にあえぐ人たちが

暮らす村の少女は進学をめざして勉学に励むが、厳しい現実が立ちはだかっていた。

今の中国の格差社会の現実やゆがみを映し出していたと思う。 

 

○  いかにもＮＨＫらしい番組というのは 近避けられている気がするが、決して悪

くないと思う。８月３１日(水)のＢＳ歴史館「復興のカギは民にあり～幕末・安政

の大地震に立ち向かった男」は落ち着いた作りでよかった。紀州の寒村で安政に大

地震のときに復興のために力を尽くした濱口梧陵という人物について取り上げて

いた。村の復興に私財を投げ打つような格好で献身した有名な人物らしいが、これ

まで知らなかった。地方の素封家とはどういうものかがよくわかった。インテリで

あり、かつ自身のコミュニティに対する責任感を強く持っているこのような歴史上

の人物のことを知り、とても参考になった。 

  「新日本風土記」はコンスタントによい番組が放送されていると思う。昔の「新日

本紀行」を再放送で見ると日本は貧しかったのだとしみじみとした思いがする。「新

日本風土記」を５０年後に見たらどうだろうと思うと、今という時代を的確に表して

いるという気がする。１０月１４日(金)の「軽井沢」は、軽井沢の成り立ちや、この

地で昔から農業をしている人々、旧軽井沢で古い別荘を持っている人たちなどを取り

上げていた。丁寧な作りでナレーションもとてもよい。こういうところにＮＨＫの力、

ＮＨＫらしい味が出ていると思う。このような番組を今後も作ってほしい。 

 

○  ＢＳ時代劇「塚原卜伝」が始まった。名前だけは知っているがあとは何も知らな

い人物だ。逆に何を言われてもそうなのかと思ってしまう。おもしろく楽しみに見

ている。剣豪なので立ち会いが多いが、空を飛ぶシーンなどあまりあざとくやって

ほしくない。 

 

○  日韓共同制作ドラマ「赤と黒」や、ＢＳ時代劇「テンペスト」、ＢＳ時代劇「塚

原卜伝」など、ＢＳで見るべき番組がたくさん出てきた。１０月１５日(土)のハイ

ビジョン特集「早すぎたひと 世紀の伊達（だて）男 加藤和彦」もおしゃれな演

出のスタイルだった。以前はぐっと入り込む「ハイビジョン特集」が多かったが、

見せ方としてＢＳプレミアムは雰囲気もビジュアル的にも楽しめるスタイルで提

案されている。それにぴったりな番組の雰囲気が出てきたと楽しみに見ている。Ｂ

Ｓの２波化は今のところ成功していると思う。 

 

○  ラジオがインターネットで聞けるようになり、台風１５号関連のニュースもイン

ターネットで聞いた。これはたいへんよいことだと思う。これから若い人たちにも

広がっていくと期待している。 
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  ラジオ第１の新番組「かれんスタイル」は、桐島かれんさんと雑誌編集長の松浦

弥太郎さんが番組を進行しているが、ゲストへのインタビューがまだ慣れていない

印象だ。ラジオ番組は音声だけが勝負である。ＮＨＫのアナウンサーでないインタ

ビュアーの場合、 初のうちは一つ一つ指導していくことも必要ではないかと思う。 

 

○  番組を録画したときに、時報やニュース速報などのスーパーも入るのかどうか聞き

たい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  オンエアの録画は、時報も速報スーパーもそのまま録画さ

れることになる。データ放送や字幕スーパーの表示などに新

しいデジタル技術が活用できるが、今のところすべての受信

機で活用できるというところまで環境がまだ整っていない。

将来的には、録画時にスーパーが映らないようにすることも

実現する可能性がある。現在、研究開発中である。 

 

○  ７月１８日(月)の「大科学実験スペシャル やってみなくちゃわからない！」

（総合 後 7:30～8:43）は科学実験の番組だが、費用をかけすぎなのではないか

と感じた。振り子を振ると周期が同じで長くなれば周期が長くなるのは振り子時計

を知っている人には当然のことだ。長くすれば 大速度が速くなる。短いと周期は

速いがスピードは遅い。時速 100ｋｍになるには何ｍであるかという答えを出すた

め、東京ドームを借り切って、大クレーンを２台運んで鉄の球を太いピアノ線でぶ

ら下げ、スピードガンで計測していた。科学の実験にこのようなことが必要かと感

じた。ほかの方法で科学のおもしろさを伝えることはできるのではないか。費用対

効果は常に考えなければいけないと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  学校教育の科学実験は小さな用具でしか行えない場合が多

い。もっと違った形で科学実験を行い、その楽しさや奥深さ

を伝える方法がないかと考え、このような番組を提案した。

科学をダイナミックに遊び心でやってみようという発想だ。

この番組は海外の放送局との国際共同制作番組だ。アラブ地

域向けの教育テレビチャンネルであるアル・ジャジーラ子ど

もチャンネルと制作費用を分担している。そういうスキーム

がないとＮＨＫだけではなかなか難しい。互いの制作力や技

術力を生かした内容で、国際的にも受け入れられ、高い評価



14 

を受けている。なお、今回ごらんいただいたのは特集で、こ

れまでの放送を再構成したものだ。 

 

○  日本にいる外交官、ビジネスマン、ジャーナリストの要望として聞いたことを述

べたい。毎日、それを見れば１日の日本の動きがわかり、次の情報のフォローにな

る番組が欲しいとのことだ。海外へ向けた日本のニュースの発信という意味でそう

いう番組が求められていることを伝えておきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  海外への発信の強化や報道についてもう少し新しいスタイ

ルのものを出していけないかは常に検討している。４月以降

の番組編成をどのようにしていくかという議論の 中であり、

いろいろな声を参考にしながら検討していきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  公共放送としての品質の維持、信頼の確保を重視していく

ことを踏まえ、経営計画に関する議論を進めている。放送番

組の費用対効果についてご意見が出ていたが、効率的、効果

的な経営という観点からも、国際共同制作という形でそれぞ

れの特性を生かした質の高い放送を視聴者にお届けしていく

ことは意味があると考えている。 

また、仙台局制作の番組や災害時の行動を検証した番組に

ついてもさまざまなご意見をいただいた。東日本大震災の困

難をくぐり抜け、いろいろな経験を通して職員ひとりひとり

が成長していることは確かだと思う。「明日へ－支えあおう

－」という全局的なプロジェクトの取り組みも進めており、

支援体制なども含めて力を入れている。そういう中でよい放

送が出てきているということだと思う。ＮＨＫの重要な使命

として引き続き力を尽くしていきたい。 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２３年９月ＮＨＫ中央放送番組審議会（議事概要） 

 

９月のＮＨＫ中央放送番組審議会は、１２日(月)、ＮＨＫ放送センターにおいて、

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」および「平成２４年度

の番組改定」について説明があった後、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、１０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  福井 俊彦（前日本銀行総裁） 

   副委員長  田中 里沙（（株）宣伝会議編集室長） 

   委 員      潮田 道夫（毎日新聞社論説委員） 

         大軒 由敬（朝日新聞社論説主幹） 

         岸本 葉子（エッセイスト） 

         駒崎 弘樹（ＮＰＯ法人フローレンス代表理事） 

         紫   舟（書家） 

         平  朝彦（独立行政法人海洋研究開発機構理事） 

         田島 恵一（自治労全国一般評議会特別幹事） 

        冨士 重夫（全国農業協同組合中央会専務理事） 

        若月 壽子（主婦連合会事務局） 

 

 

（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＞ 

 

○  平成２４年度の番組改定について、「各波の方針」において、ラジオ第１とＦＭ

の「波のコンセプト」に、「緊急時、ラジオ第１は“安心ラジオ”、ＦＭは“地域情

報波”」と位置づけることが明記されている。東日本大震災の際のラジオの役割を

受け止めたものであり非常によいと思う。 

  今後、電力事情が変わっていく中で放送時間の短縮などは検討されているのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  放送時間についてはまだ十分に議論できていないので、現
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時点で明確なことをお伝えする状況にない。従来、災害時な

ど緊急報道対応の必要性から深夜の時間帯の放送をむしろ実

施するべきだという議論があった。そのような中、ここ数年

は２４時間放送が緊急報道の観点からは望ましいが深夜の時

間帯にすべての波で放送を出し続ける必要はないのではない

かという見地から、環境に配慮した施策の一環としてテレビ

の放送時間終了繰り上げを実施するなど短縮してきた経緯は

ある。この度、ラジオは緊急時の安心ラジオ、地域情報波と

して活用するなど、東日本大震災を踏まえて災害時の放送波

の使い方について調整していこうと考えている。緊急時に速

やかに対応できる波を確保する方針だが、エネルギー事情を

念頭に置いて進めていかなければならないと認識している。 

 

○  ＢＳ１は国際情報番組の充実をコンセプトに掲げていて、たいへんよいと思う。

「ワールドＷａｖｅトゥナイト」を見ている視聴者層はどういう人たちととらえて

いるのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「ワールドＷａｖｅトゥナイト」は国際経済、国際政治、

社会の最前線で仕事をしている３０～５０代の働き盛りの方

たちに見てもらうことを目指して作っている。実際にごらん

いただいている視聴者層の全貌はなかなかつかめていないが、

まだ十分に届いていないと考えている。 

 

○  「ワールドＷａｖｅトゥナイト」のように、リアルタイムの国際情報を、演出に

工夫も加えながら伝えていくことはチャレンジングであり、今後も力を入れて取り

組んでほしい。期待している。 

 

○  「平成２３年度の振り返り」によれば、総合テレビについて午前中は成功してい

るが、夜間は比較的成果が上がっていないようだ。音声はインターネットの連動が

成功しているのかと思う。総合テレビはなぜ夜間の時間帯がうまくいっていないの

か、何らかの理由はあるのだろうか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  朝については、平成２２年度にスタートした「あさイチ」の

定着や最近の「連続テレビ小説」の好調など、安定してきている。 



3 

  夜間の時間帯がまったく成功していないというわけではな

い。平日は１９時台、２１時台のニュースが堅調である。今

年３月１１日の東日本大震災以降は２１時台のニュースが視

聴者層の広がりを持って、３０代ぐらいを含めてよく見られ

るようになった。２０時台もおおむね順調に推移している。

ただ、土曜夜間はさらに世代の幅を広げることが課題になっ

ている。ターゲットに届いていない部分に関しては重点的に

対応していこうと考えている。 

 

○  「４０代」がひとつのキーワードのようだが、特にこの年代の女性は何かと忙し

くてテレビを見ていられないと思う。ＮＨＫだけでなく、民放も４０代はなかなか

見られない傾向があるのだろうか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ４０代のテレビ視聴が全体に落ち込んでいるということで

はないと思う。民放では夜間の番組は、４０代の主婦が例え

ば１０代の子どもと一緒に視聴しているといった傾向も見ら

れるようだ。そういった視聴者層になかなかＮＨＫを見ても

らえないことを深刻に受け止め、試行錯誤している。４０代

は子どものころからずっとテレビになじんできた世代なので、

一方で目が肥えているのかもしれない。あるいは番組を選択

する年代かもしれない。この年代の関心をうまくとらえるこ

とができれば、その上の世代、下の世代も連動する傾向はあ

るかと思う。 

 

○  ２０代～４０代といった年代の視聴者がなかなか獲得できないのが悩みのよう

であるが、われわれ年配の視聴者としては、若者向けはいいからもう少し落ち着い

た番組を見せてほしいという声も多いと思う。若い世代の視聴者を獲得しようと、

ＮＨＫらしくない演出の番組が増えているように感じるが、高齢者向けの落ち着い

た番組も大切にしてほしい。両方の世代を狙うことによってあぶ蜂取らずにならな

いように気をつけてほしい。 

 

○  ＢＳ１では「ワールドＷａｖｅ」は新しい試みだと思って見ている。また、私が

見る時間帯によるのか、「スノーボード」や「Ｘゲーム」などあまり認知度が高い

とは思えない海外のスポーツ放送が目につく気がする。本日の説明を受けて、若年

層を獲得するために放送しているというところが理解できた。新聞の業界も同じ悩
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みを抱えているが、若年層を獲得していくのはたいへん難しい課題だと感じる。 

 

（ＮＨＫ側） 

  新しい試みに挑戦することの難しさは確かにあるが、ＮＨ

Ｋのよさ、ＮＨＫらしさを保ちながら努力していきたい。海

外の放送機関の方たちとも話をする機会があるが、若い人の

テレビ離れというのは共通の悩みのようである。 

 

（ＮＨＫ側） 

  新しいこと、奇抜なことを、というよりも、ＮＨＫらしさ

を保ちながらよい番組を作れば視聴者に関心を持って見てい

ただけると思う。例えば、昨日９月１１日(日)のＮＨＫスペ

シャル「巨大津波 知られざる脅威」(総合 後 9:00～9:53)

は男女とも３０代に非常によく見られているという結果が出

ており、あらためてそのように実感しているところだ。 

 

○  平日夜の時間帯に、ニュースを中心とした番組、解説や、ニュースをめぐるトー

クなどの番組が４０代、５０代に意外と見られている気がする。そういうニーズが

あるのかと思う。週末には「週刊 ニュース深読み」や「サキどり↑」など、ニュー

スをストレートに伝えるだけではなく、解説やニュースをめぐる議論などを盛り

込んだ番組があるが、平日の２２～２３時台にこうした番組を放送すれば、４０～

５０代のビジネスマンに受け入れられるのではないかと感じる。総合テレビの改定

ポイントの平日２２～２４時台のところに「現在の編成体系にとらわれない新

ゾーンの構築」とあるので、ぜひ検討してほしい。 

 

○  若年層のテレビ離れはテレビ局にとっては深刻かもしれないが、若者がテレビば

かりを見ているような状況は社会的にはよいことではない。常に若年層にもテレビ

を見てもらわなければならないという姿勢は必要ないのではないかと感じる。 

 

（ＮＨＫ側） 

  若年層のテレビ離れを心配する必要はないのではないかと

いうご意見をいただいた。いまの若者を取り巻くメディア環境

の中で、彼らの興味・関心はいろいろな方向に向かい、テレビ

にはなかなか親しんでもらえないという状況になりかねない。

よいテレビ番組に触れ、きちんと見る習慣をつけていただくた

めに、ＮＨＫとしては努力しなければならないと考える。 
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○  若者のテレビ離れについて３０代の立場から意見を述べる。インターネットとの

融合をＮＨＫにはぜひ推し進めてもらいたい。若年層を中心に、決まった時間に決

まった番組を見るようなライフスタイルが薄れているので、インターネットで検索

し、興味のあるものを見ていく“能動的”な視聴者を想定し、そうしたサービスが

提供できるプラットフォームを作ってほしい。ＮＨＫのコンテンツをインターネッ

トで視聴しやすい環境を作れば、ケータイやパソコンを介して、若い世代にもリー

チしていくことが可能になると思う。また、こうした施策の検討にあたっては、Ｎ

ＨＫだけで考えるのではなく、２０代～４０代のＩＴ関係の人などのアイデアも取

り入れてほしい。 

  ＮＨＫにはオンエアで見ることができなくても見てみたいと思わせてくれる番

組が多くある。ＮＨＫオンデマンドには予算や制度上の制約も多いと思うが、これ

らをクリアして、コンテンツを増やしてほしい。 

  「いないいないばあっ！」「おかあさんといっしょ」などＥテレの幼児向け番組

を１歳の娘と一緒に見ている。東日本大震災以降、被災地にうたのおにいさんとお

ねえさんが行って、子どもたちを元気づけて一緒に歌ったり踊ったりしていたが、

子どもたちの嬉しそうな顔を見て感動した。ＮＨＫはすばらしいコンテンツがある

ので、インターネットの活用によって若年層の接触をもっと増やすことができるだ

ろうと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  接触者率、リーチの拡大を経営目標に掲げ、われわれは取

り組んでいる。今年６月に実施した「全国接触者率調査」の

結果によると、放送外リーチが前年から大きく伸びた。いろ

いろな制約はあるが、若年層へのアプローチはこれからイン

ターネットの拡大をいかにして行っていくか、インターネッ

トを通してコンテンツを広げていくかが１つのポイントでは

ないかと考えている。平成２４年度改定も、テレビにおいて

どのような連動、連携が可能であるか、真剣に考えていきた

い。 

 

○  ＮＨＫオンデマンドのコンテンツを増やす場合には、法律上の問題や予算上の問

題などいろいろあるのかと思うが、どのような制約があるのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫオンデマンドについては、予算をかければ多くの番

組をコンテンツに乗せることは可能になるが、有料のサービ
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スなので、たくさん配信しても利用者が少なければコスト的

に経費ばかりかかって収入が伴わないということも結果とし

て出てくる。こういったバランスが悩ましいところだ。ご要

望は確かによくわかる。ＮＨＫオンデマンドで人気のある番

組とテレビで放送した番組の視聴率とでは違った傾向も出て

いる。よりきめ細かくニーズに対応できれば理想的であるが、

現行の枠組みの中で最大限努力しているところだ。 

  また、制度的な面もある。ＮＨＫオンデマンドのこのスタ

イルだけが今のところ放送法で定められているサービスの形

態であり、ここをさらに乗り越えて自由に展開するには現段

階では環境整備が進んでいない。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫオンデマンドに関しては権利処理にも手間とコスト

を要する。権利処理作業の効率化、省力化も課題であり、な

かなか難しいところである。 

 

○  いろいろな制約があることはわかるが、乗り越えていかなければ時代から取り残

されてしまう部分があると思う。ぜひ一歩を踏み出してほしい。期待している。 

 

○  「総合診療医 ドクターＧ」や「ケータイ小説ドラマ」などは、短い期間で放送

が終わり、時期を置いてまた再開するということを繰り返している。いろいろ模索

をしているのであろうとは思うが、長い目で番組を育てて視聴者がついてくるまで

我慢をするところもあってもよいのではないか。一つ一つ見ると非常によい番組が

あり、それぞれに工夫がある。そういった芽を現場の中で生かして大事に見守って

もらえるとありがたい。 

  また、番組の評価については、ツイッターなどで高評価を得ている番組も多くあ

るようなので、インターネット上での番組の評価も大切にしてもらいたい。 

 

○  ＢＳプレミアムで、ＢＳ時代劇「テンペスト」と日韓共同制作ドラマ「赤と黒」

を楽しみながら見ている。これらの番組は４０代女性の接触者率を高めているので

はないか。この世代が見たいのは、ＢＳプレミアムにあるような日常を忘れさせて

くれるようなエンターテインメント番組や、暮らしや仕事にすぐに役立つ番組だと

思う。 

  ２０時台の番組は、自分磨きになるような、広い意味での“ファッション性”と

いったものが加味されればもっと楽しく見られると思う。 
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＜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 後 7:45～8:43）は、ドキュメンタリー、ドラマ、対談

などが組み合わされていて、制作現場の人たちがそれぞれの分野で映像の可能性を

模索し新しい見せ方に挑戦していることが伝わってきた。テレビの力を再認識させ

る意欲的な番組だった。 

 

○  ８月１４日(日)のＮＨＫスペシャル「圓の戦争」(総合 後 9:00～9:58)は、日本

が大陸に侵攻していく中で朝鮮銀行の果たした役割、大陸の中の傀儡（かいらい）

政権に作らせた発券銀行の役割、日本の戦費の日銀による国債引き受けをまとめて

肩代わりさせていく過程を当時の極秘資料や関係者の証言を使って伝えておりよ

くわかった。細かいエピソードも含め興味深く見た。今、安易に国債を日銀が市中

から買ったらどうか、直接引き受けたらどうだといった議論があるが、このような

歴史的な経緯を考えると一度踏み出すと相当に問題が出てくると感じた。たいへん

参考になる番組だった。 

 

○  ８月２８日(日)のＮＨＫスペシャル「日本人イヌイット 北極圏に生きる」(総

合 後 9:00～9:58)は日本人がイヌイットの世界で生き、３世代にわたり、氷原で

アザラシなどを捕って生活している日常が紹介されていた。イヌイットについて漠

然とは知っていたが、捕らえたばかりの血のしたたるようなアザラシの肉を少年が

おいしそうに食べるシーンには驚き、映像のだいご味を感じた。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「日本人イヌイット 北極圏に生きる」には驚いた。親から子

へ、そして孫へと狩猟の技術を伝承していく様子がリアルに描かれていて、自然と

ともに生きる姿は感動的だった。少年が、動物の血で口を真っ赤にしながら肉を食

べるシーンには言葉を失い、まさに映像の迫力を感じた。 

 

○  ８月、９月は、戦争関連の番組や、広島、長崎の原爆に関する番組、東日本大震

災関連の番組など優れたものが多かった。戦争体験者や被爆者の声を集めることは大

切であり、ねばり強く取り組んでほしい。Ｅテレの「さかのぼり日本史」で放送され

た「とめられなかった戦争」の４回シリーズ(5/3～24 放送)や、８月１５日(月)のＮ

ＨＫスペシャル 日本人はなぜ戦争へと向かったのか 戦中編「果てしなき戦線拡大

の悲劇」(総合 後 10:00～10:58)は、上層部の決断力のなさがどんどん戦線を広げて

いった経緯について、複雑な時代背景をたどりながらわかりやすく解説していた。た

いへん勉強になった。 
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○  ８月、９月はとても重い２か月だった。例年どおり戦争関連の番組があり、８月

１２日には“日航機墜落事故から２６年”、さらに、９月１１日は“アメリカ同時

多発テロから１０年”、“東日本大震災から半年”に関わる放送があった。見るべき

番組だと思うことと、実際にその番組を見るという行動との間には隔たりがある。

先ほど意見が出ていた「見るとぐったりしてしまう」という気持ちがよくわかる。

「ＮＨＫスペシャル」のエネルギー関連の番組や、９月５日(月)～９日(金)の「明

日へ！再起への記録」（総合 後 10:00～10:48 ほか）など大震災の復興関連の番組

も見なければと思いつつ実際には見られなかった。決まった時間にテレビの前にい

て、重要なテーマを受け止めて見るのはたいへんなことだとあらためて実感した。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「巨大津波 知られざる脅威」はたいへん興味を持って見た。

震災直後は津波の映像が頻繁に放送されたが、最近は少なくなっていた。半年たっ

たこのタイミングで、あれは何だったのだか、もう一度見たいという気持ちが私の

中に起きていた。 

  この２か月間の視聴行動をもし普遍化するならば、見るべき重要なテーマを含ん

だ番組を、実際に見るという行動につなげるには、既視感を抱かせない工夫が求め

られるということではないか。被災地の復興を応援する関連番組も大事だと思いな

がら、かなりの本数があった。その度に見てしまうとだんだん関心が薄れてしまう。

視聴者の関心を保ち続けるためには、情報量や番組の編成のしかたにこれまで以上

に工夫が必要になってくると思う。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「巨大津波 知られざる脅威」は、もし自分が同じ状況に遭遇

したらどう行動すればよいか考えさせられ、“気づき”を与えてくれた。働き盛り

の世代の人、家族を守る立場にある人、社会の中でイニシアチブをとる立場にいる

人などは注目してこの番組を見るだろうと感じた。 

 

○  ８月の番組は、戦争と平和に関する番組、東日本大震災の関連番組、原発関連番

組などすばらしいものが多く、全体としてバランスよく編成されていたと思う。 

 

○  戦争、原発に関わる番組がこの２か月の間、いろいろな時間帯に多様なアプロー

チで放送されていた。見たいものが多すぎてリアルタイムでは見られない状況だっ

た。戦争に関する映像は貴重なアーカイブだと思う。現代史は高校の授業でも第二

次世界大戦のあたりまでで、以降は時間の都合で切られてしまい、きちんと学ぶ場

がないことが多い。貴重なアーカイブが教育現場でいつでも活用できるとすばらし

いと思う。 
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○  今年度後半、来年度とさまざまな番組が放送されるようだが、皆すべては見られ

ないだろう。バラエティの類いのほうが見やすいかもしれないなどと感じる。視聴

者にとっては、疲れているうえにいろいろ考えさせられるのはたまらないという面

はある。８月、９月のこの２か月もよい番組が数多く放送されたが、考えさせられ、

ぐったりと疲れてしまうものが多かった。 

 

○  ７月２２日(金)のヒューマンドキュメンタリー「ある少女の選択～１８歳“いの

ち”のメール～」(総合 後 10:00～10:48)は、延命治療を断り１８歳で命を断念す

る選択をした少女が生前にのこした言葉やメールのやりとり、家族とのつながりを

伝えていた。よくあそこまで肉薄したと驚嘆した。 

 

○  ７月２６日(火)～８月３０日(火)のドラマ１０「胡桃の部屋」は向田邦子さんの

原作によるもので、ストーリー自体にもちろん興味はあったが、映像、音楽など、

新しい表現への挑戦が感じられた。たいへん好感を持って見た。 

 

○  ８月３日(水)のファミリーヒストリー「浅野忠信 ～祖父はなぜアメリカに帰っ

たのか 初めて知る真実～」(総合 後 10:00～10:48)は番組の切り口が新鮮で、

最初から最後まで引き込まれるようにして見入った。 

 

○  ８月９日(金)の「ふたり コクリコ坂・父と子の３００日戦争～宮崎駿×宮崎吾

朗～」(総合 後 7:30～8:43)を見た。今の中高生たちを見ていると、親が自分のこ

とをわかってくれないと感じていたり、美しい家族愛にあこがれていたりする。

どんな家庭でも、皆がもがき苦しみながら生きている。家族だからわかりあえるの

ではなく、わかりあえないことをわかりあうことに意味があるのだとこの番組は教

えてくれた。父と息子の関係以外にもさまざまなシチュエーションで、同様のテー

マを取り上げていってほしい。 

 

○  ８月２０日(土)の「仁淀川 知られざる青の世界」（総合 後 5:15～5:58）は、

高知県を流れる仁淀川をとらえた奇跡のような映像だった。写真家の高橋宣之さん

を道案内に、仁淀川の春夏秋冬、川と人々の暮らしとの関わりが紹介されており、

その映像の美しさはまばたきするのも惜しいほどであった。 

 

○  ８月８日(月)～１１日(木)のＢＳ世界のドキュメンタリー シリーズ「エネルギー

革命」は、アメリカの石油業者、石油資本家たちがピークオイルを強く認識し、危機

感を持って動いていることが新鮮であり、日本と違う面があると思った。戦略的に考

え、なおかつ石油をふんだんに使う。そのあたりのいきさつがわかった。核融合の話
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についても新鮮な知見が得られた。 

 

○  ８月２７日(土)のＳＡＭＵＲＡＩ ＳＰＩＲＩＴ「空手」（ＢＳ１ 後 10:00～

10:44）は沖縄の空手について取り上げていたが、参考になる言葉がたくさんあり、

今日の社会が抱える問題へのヒントになると感じた。危険で過酷な稽古を通して平常

心を養うこと、相手に対しての強さを求めるのではなく、いかに自分に対して我慢強

くいられるかということの大切さが語られていた。沖縄の空手は本土の空手と違って

いる。「使わない」ことを前提とする専守防衛が沖縄の空手の姿だという。鍛練を重

ね、何ごとにも動じない、我慢する心を養うことができれば、争いを避けられ、平和、

調和につながるということがよくわかった。今の若い人に、戦争と平和について伝え

るのにもこういう方法がよいのではないか。とても感動した番組である。 

 

○  ＢＳプレミアムの「もういちど、日本」は、「新日本風土記」と連動した内容で、

美しい日本の風景だけでなく、祭りや暮らしなどをじっくり見せてくれた。物や自

然を見る目、美的感覚、価値観など、日本人のアイデンティティの源流を自覚する

ことができた。 

 

○  ７月２３日(土)のハイビジョン特集「ガルボの恋文～坂東玉三郎 ストックホル

ム幻想～」は、玉三郎さんがグレタ・ガルボに興味を持っているという話は以前か

ら知っていたが、いろいろな話が聞けて興味深かった。彼が歩いているだけでも映

像になり印象的だった。 

 

○  ９月１０日(土)のハイビジョン特集「アメリカ・家族のいる風景」は、ピューリッ

ツァー賞を受賞した日系人の報道写真家、タロー・ヤマサキさんの視点を通して、

移民としてアメリカに渡ったさまざまな家族の、アメリカ同時多発テロ以後の姿を

描いた秀逸なドキュメンタリーだった。彼の父親が世界貿易センタービルの設計者

ミノル・ヤマサキさんだったとは知らなかった。新しい発見もあり心にしみる映像

であった。 

 

○  ８月６日(土)の「ヒバクシャからの手紙」（７日(日)総合・ﾗｼﾞｵ第 1 前0:00～2:00）

はテレビ・ラジオの両方で放送されていたが、私はラジオで聴いた。出演していた姜

尚中さんの優しい語り口は深夜の時間帯に合っていて、非常によかった。 

 

○  ラジオで非常によいドキュメンタリーがあった。８月１０日(水)の「遠いふるさ

と～フクシマの家族・２０１１～」(ﾗｼﾞｵ第 1  後 8:05～8:55)という福島局制作の

番組だ。３月１２日に避難指示を受け、福島県大熊町から避難したある家族の苦労
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の日々を追っていた。４０代の夫婦、障害のある長女、高校生の長男、中学生の次

男など７人の家族が原発を逃れ、慣れない土地で周囲の人に助けられながら、どの

ように暮らしてきたか、被災者の悩みを丁寧に拾い上げていた。こういう形で、ラ

ジオでイメージを膨らませることはすばらしいと思った。映像にはないドキュメン

タリーのよさがあった。 

 

○  「キッチンが走る！」は、キッチンを載せた車を走らせて各地を移動し、プロの

料理人が地元の食材で腕をふるうという内容だ。地元の人たちの素顔がよく出てい

て、食材のすばらしさ、人と人とのふれあいが伝わってくる。地元の風景と人々の

顔、食べる喜びが自然に映し出されているところが好ましい。最後に、食材に関わっ

た人たちが食卓を囲み、一緒に食事するシーンは本当にすばらしいと思う。 

  また、「食べてニッコリ ふるさと給食」も各地の給食を取材し、子どもたちが

地元の食材を使った給食を楽しんで食べている様子が紹介される。とても好きな番

組だ。 

  食のテーマは大切である。今、食の安全についていろいろ言われているが、食を

基本に人々の自然な笑顔を伝えていくことはテレビだからこそできるのだと思う。

今後も期待している。 

 

○  野田佳彦総理大臣就任後、記者会見の中継の際、最後まで放送されず、途中で記

者のまとめに移ったことがあった。記者会見自体はその後も続いていたと思う。新

総理の会見で、これまでとは違うのではないかという期待感もあり、国民は関心を

持っていたのではないかと思う。あの場合は最後まで中継してほしかった。いろい

ろ都合もあると思うが、多少無理してでも続けて見せてほしかった。 

 

○  総理記者会見の中継について以前にも発言したことがある。途中で打ち切るのは

判断があってのことだろうが、現場からスタジオに戻して、記者がアナウンサーと

対談する形でポイントを解説する部分は、私は必要ないと思っている。実際にまだ

続いている記者会見の質疑とその解説のどちらを優先するかといえば会見の質疑

の方に違いないと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  記者会見の中継については、終了時間によってあとに続く

番組の予定などもあり、ある程度の時点で決めなければなら

ない事情はある。それ以前に何回か総理大臣の話を伝えてい

たこともあり、今回は質疑の切れ目のタイミングで切り上げ、

残りの時間で要点をまとめ記者の解説を付けることとする判
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断を行った。ご意見は承っておく。 

 

○  ８月の国会中継は、大臣席に空席が目立ち、このような状況で実施する必要があ

るのかと思うような委員会の中継が目についた。こういう状態でテレビ中継をする

と議員の質が落ちるのではないかと感じた。国会は、要所をとらえ中継しなくては

いけないだろうが、連日、夏の高校野球大会の中継もある時期なので気になった。

国会中継の基準はあるのだろうか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  国会中継については、たとえば本会議での施政方針演説など

「政府演説」とそれに対する「代表質問」、衆参両院の「予算委

員会質疑」のうち各会派の第１巡第１質問者の質疑とその関連

質問を放送するなど、一応の基準を設けている。「党首討論」

や「予算委員会集中審議」、「特別委員会」の総理大臣出席の質

疑などはそのつど判断している。特に年ごとに大きく変動す

ることではない。この夏に中継が多かったのは、東日本大震

災の関連で、総理が出席しての集中審議が多く開催されたこ

とがある。ご指摘のようなご意見もあるが、一方で国会の審

議をぜひテレビで放送してほしいという要望もある。バラン

スを考えながら実施している。 

 

○  各委員からそれぞれの世代の声となるような的確な意見が出された。「ＮＨＫら

しい」とは何かというのは難しいし、「ＮＨＫらしくない」と決めつけることもな

かなか難しい。多くの委員から出た「８月の番組は総じてよかった」という意見は、

「ＮＨＫらしいところがたくさんあった」と解釈してよいのではないか。少なくと

も番組の質としてそのように理解してよいだろうと思う。自信を持ってさらに発展

させていってほしい。同時に、決まった時間にきちんと座ってテレビを見るという

見方が今日ではだんだん難しくなってきており、それにどう応えていくかは新しい

メディアのあり方として重要な課題である。 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２３年７月ＮＨＫ中央放送番組審議会（議事概要） 

 

７月のＮＨＫ中央放送番組審議会は、１１日(月)、ＮＨＫ放送センターにおいて、９人

の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、スクール Ｌｉｖｅ Ｓｈｏｗ ｆｏｒ ＴＥＥＮＳ「高校吹奏楽選手権

ｉｎ大阪（１）、（２）」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、８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  福井 俊彦（前日本銀行総裁） 

   副委員長  田中 里沙（（株）宣伝会議編集室長） 

   委 員      潮田 道夫（毎日新聞社論説委員） 

         大軒 由敬（朝日新聞社論説主幹） 

         小田  尚（読売新聞東京本社取締役論説委員長） 

         岸本 葉子（エッセイスト） 

         紫   舟（書家） 

         田島 恵一（自治労全国一般評議会特別幹事） 

        若月 壽子（主婦連合会事務局） 

 

 

（主な発言） 

 

＜スクール Ｌｉｖｅ Ｓｈｏｗ ｆｏｒ ＴＥＥＮＳ「高校吹奏楽選手権ｉｎ大阪(１)、(２)」 

Ｅテレ(教育)４月１５・２２日(金)放送）について＞ 

 

○  ３つの高校の吹奏楽部が出ていたが、どのような経緯で選ばれたのか聞きたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  大阪の吹奏楽連盟に加盟している吹奏楽部を対象に募集を

行い、番組の趣旨にご賛同いただいた吹奏楽部の顧問の先生

からご応募いただいた。取材を重ね、 終的に３校に出ても

らうことになった。ほかの学校の生徒たちは会場の客席に来

てもらい、全員で演奏する場面で一緒に参加していただいた。 
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○  出演した３校は、応募のあった中でも演奏が上手なところという理由で選ばれた

のか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  それぞれの高校が具体的にどういう活動をしているのかと

いったことなども含め、いろいろと取材させていただいた。

演奏の技術という視点だけで選考したわけではない。 

 

○  近の吹奏楽はたいへんそうだ。いろいろなパフォーマンスがあり、単に楽器を

演奏していればよいだけではないということがよくわかった。さまざまな表現方法

が見られたが彼らが自ら考えたものなのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  すべて生徒たちが考えている。完成したスタイルを番組用

にアレンジする高校もあった。基本的には出場した生徒たち

の自主性に任せ、それを取材するかたちをとっている。 

 

○  今回は大阪の会場だったが、この番組の公開収録はこれからも大阪で行われるのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  大阪だけでなく全国各地の会場で実施する。１年に１０か

所ほどの公開収録を予定している。 

 

○  とても楽しく見た。若い人に親しまれる番組作りについて、ＮＨＫらしいものは

何かということが、この審議会でもこれまで話題になってきたが、その問いに対す

る一つの答えが提示されたのではないかと思う。随所に工夫がなされていて、タイ

トルバックや出演者の選定、クイズ形式を取り入れた構成など、従来、教育テレビ

にあまり親しんでこなかった人にも親しめる内容になっていた。今の“Ｅテレらし

さ”が出ていたように思う。時間が長く感じられるかと思ったが、退屈しなかった。

近のティーンズはなかなか居場所が見つけにくい時代だが、体育会系でもアイド

ル系でもないティーンズの輝ける場所はまだある気がした。今回は音楽だが、たと

えば理系の世界などいろいろな分野に広げて多くのティーンズが輝けるチャンス

があればよいと思う。全国の高専のロボコンは以前から好きな番組だが、たとえば

そういうところとも連携して、いろいろな中高生たちに出てきてほしい。 

 

○  とても楽しかった。 近のＥテレはおもしろい番組が多い。たとえば、「テスト
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の花道」も高校生たちが登場し、試験問題を解くコツなどが取り上げられていて、

大人にも参考になる。こういう形で参加を通じてＥテレを若い人向けに広げていく

のはよいことだ。 

 

○  大阪での収録だから“コテコテ”という言葉が出てきたのかもしれないが、意味

がよくわからなかった。これから各地で収録が行われるようなので、方言や特徴的

な言葉も出てくるだろう。ローカル色の豊かさを出すのはよいが、全国の視聴者が

見ているという前提で必要な解説はあったほうがよいのではないかと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  終ラウンドのテーマとして出題された“コテコテ”はど

ういう意味かと問われると答えにくい部分は確かにあり、も

う少しわかりやすく扱えばよかったという反省はある。全国

向けという点は留意したい。ただ、出演した高校生たちはぴん

と来て、すぐに何をしたらよいかアイデアが思い浮かんだよ

うだった。 

 

○   “神”と言われるその道の一流の音楽家が登場するならば、彼らのアドバイス

の部分をもう少しじっくりと見せてほしかった。 

  ３校の吹奏楽部が３つのラウンドで競い、 後のパフォーマンスショーが 終判

断だというのは配点のしかたでわかったが、評価基準についてほとんど説明がな

かった。専門家たちがもう少し時間を取ってアドバイスしたほうがよかったのでは

ないか。サバンナの司会で、アニメーションなども交えてにぎやかに進められてい

るが、導入部は落ち着いた感じのほうがよい気がした。 

 

（ＮＨＫ側） 

  アニメーションは、コーナーごとに挟む短いクラッチの部

分のことかと思う。中学生・高校生をターゲットにするとイン

パクトのある編集、ＶＴＲ作りを考えがちだ。キャッチーな

部分も必要だという思いもあり、なかなか難しいところだ。

総合的に考えていきたい。 

  ステージの部分は盛り上がるが、ＶＴＲ部分がなかなかう

まくいかなかったことは認識している。一流の音楽家と高校

生が交流し、指導を受けることは毎回続けていきたいと思っ

ている。ロケの日程なども調整し効果的に進められるよう努

力していきたい。 
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○  テレビでは、スポーツのほうが絵になり、ドラマにもなるという面があるかもし

れないが、このように文化系の活動に取り組む若者たちに光を当てた番組はたい

へんよいと思う。私自身、学生時代にブラスバンド部の経験があるのでこの番組は

楽しめた。当時を思うと隔世の感がした。当時はマーチングなどもなく、運動会の

ときに行進する程度だった。今はパフォーマンスが入ってきて、ジャズやビッグ・

バンドを目指すなど、まったく違う。関西は当時から吹奏楽の中心地で、層が厚い。

とても楽しめるよい番組だったと思う。 

 

○  “コテコテ”の話が出たが、司会のサバンナも関西のお笑いコンビで、関西色が

強い。毎回同様の調子だと好ましく思わない人もいるのではないか。パフォーマン

スが適している題材ならよいが、文化系では適さないものもあるだろう。無理に盛

り上げようとするよりも、それぞれに合わせて作るとよいと感じた。 

 

○  私も楽しく見た。この番組では主に音楽系の部活動をしているところが取り上げ

られるということか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  今回は吹奏楽だが、合唱やバンド、ストリートダンスなど

も取り上げる。 

 

○  この年代の若者たちの学校での様子はよく知らないが、こういう番組があるとそ

の一端がうかがえる。参加している若者たちはとても生き生きとしていて、皆で協

力し、パフォーマンスを仕上げていく過程は一種のドラマのようだ。実際に教育効

果もあり、重要なことだろう。そういう意味で、ＮＨＫが紹介していくのは結構な

ことだと思う。お笑いの芸人さんがライブショーの形で盛り上げるのもよいのでは

ないか。自分が同世代だったころは鼓笛隊のようなものができたが、楽器もろくな

ものがなかった。 近の生徒たちは立派なコスチュームを着ていて、親たちもたい

へんだろうと感じた。学校の課外活動をいろいろなかたちで紹介していくことはと

てもよいと思う。 

 

○  “神”と呼ばれる２人のミュージシャンは有名な方かもしれないが、私はよく知

らなかった。とても対照的な２人だった。トランペットの演奏者は髪を金色に染め

ていてミュージシャンらしい印象だった。ユーフォニウムの演奏者は航空自衛隊の

音楽隊の方で制服姿だった。そういう立場でもソリストになれることを知り驚いた。

意図して対比的な演奏者を選んだのだろうか。 
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（ＮＨＫ側） 

  ２人の音楽家は結果的にこのような形になった。外囿祥一

郎さんはユーフォニウムという、吹奏楽でしかほとんど扱わ

れない楽器の世界的なプレーヤーである。吹奏楽部の生徒た

ちにとっては神のごとき存在の方だ。ただ、一般的には楽器

自体の知名度があまりないので、ご存じでない方もいらっ

しゃるかと思う。 

  トランペット奏者のエリック・ミヤシロさんはハワイ出身

の日系三世で、２０年ほど前に来日された。ビッグ・バンド

でリードトランペットを演奏し活躍してきた方で、世界的に

もトップクラスのトランペット・プレーヤーである。 

 

○  好感を持って見た。この年代の若者たちががんばっている姿は皆、美しく、輝い

ている。参加型の番組は中高生にとって励みになるだろうと思った。よかったがあ

えて気になった点を２つ挙げる。１点はカメラワーク、もう１点は司会の力だ。カ

メラワークについては、手振れ感と臨場感とは違うと思う。演奏している子どもた

ちがとてもよく動く中、カメラも動くと、どんどん速いスピードで切り替わり、見

づらくなる。もう少し違った見せ方が合うのではないかと思った。 

  司会の２人は、カンニングペーパーを読み上げていたのがわかった。とくに表現

する人たちを扱うこのような番組では、皆が自身の表現をしようと努力している中、

言葉を扱う人が自分の言葉を発していないのは残念だ。司会にももっと努力を強い

てよいのではないか。この審議会の場でもよく「ＮＨＫらしさ」という言葉が出て

くるが、私の感じるＮＨＫらしさは司会の力だ。かつての「クイズ面白ゼミナール」

の鈴木健二さんの司会がイコールＮＨＫというイメージが私にはある。 

 

（ＮＨＫ側） 

  カメラワークについて、フィックスのカメラだとどうして

も落ち着いてしまうのではないかという思いが作り手にある

のかもしれない。勢いが欲しいときは手持ちのカメラでグイ

グイと撮る映像に走りがちだ。据え置きのカメラできちんと

とらえるような努力をしたほうがよかったかと思う。 

  司会者は覚えるべきことが多く、学校の名前など固有名詞も

たくさん出てくるので、プレッシャーはあると思う。必要 小

限のカンニングペーパーは出しているが、テレビを見ている人

には視線でわかってしまうことはご指摘のとおりだ。なにぶん

初回ということもあり気になったのは事実だ。カンニングペー
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パーを減らすなど努力は今後も続け、改善していきたい。 

 

○  １０代の人たちがテレビを見ない、新聞を読まないとよく言われる。新聞も、読

者を得たいという気持ちがあるので、若い人にとにかくテレビを見てもらうという

制作側からの立場で見てしまう。そのねらいに見合っているのかどうかはわからな

いが、おそらくどういう高校生を選ぶのかということとは別に、番組を制作してい

る人たちのねらいは人気漫才コンビを使ったり、カリスマの演奏者を登場させて交

流の機会を作ったりするなど、かなり考えたと思う。制作側のプロ意識が透けて見

えているところはあるが、高校生の予期しない動き、反応がうまく消してくれてい

た。視聴率をとりたいというねらいがあまり見えなかったのは高校生のおかげかと

思った。 

 

○  番組の視聴率は出ているのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  出ている。「視聴率をねらいにいっている」と言っていただ

いたがそういうわけではない。若い世代にもっと見てもらい

たいと考えているが、視聴率だけをねらっているのではない。

ご指摘のように意図が透けて見えるような演出はこの世代は

とても敏感なので気をつけなければいけないところがあると

思う。いろいろなチャンネルを選んで見ていただいている中、

そもそもＮＨＫがその選択肢に入っているのかどうかという

基本的な問題があり、１０代に見てもらうのはなかなかたい

へんだと日々感じているところだ。 

 

○  コーナーの切り替えが早く、急にクイズに替わっていた感じがした。 近の若い

人は同じテーマで長く見続けることが難しいのでこういう作りになっているのだ

ろうかと思った。 

 

○  番組に出ている若者たちは、いわゆるゲームばかりに夢中になっている若者たち

と違い、ずいぶん元気がよく、特別なのだろうかという印象も持った。 

 

○  楽しく見た。公開収録の番組にはポイントが２つあると思う。１つは参加者やか

かわった人たちと信頼関係ができ、より親密になれるよう目指すことで、もう１つ

は初めて知る人、初めて見た人に違和感を覚えさせず仲間に入ってもらう雰囲気を

つくることである。この番組は両方満たされていて、かつエンターテインメント性



7 

も高く、楽しく見られた。イントロのアニメーションはスピード感があり、また、

随所に出てくるイラストレーションなども高校生には受けるのではないかと思っ

た。力を合わせて何かを成し遂げたという成功体験が今の若者たちに減っている気

がするので、健全なかたちでエネルギーを発散することはポイントになると感じる。 

 

○  指揮者の川瀬賢太郎さんやプロの演奏者など、大人の出演者も高校生の目線にあ

わせて会話をしていた。格調高く、かつ親しみがあった。高校生に触発され、自分

たちも忘れていた才能が開いたという感があり、高校生も音楽の道のプロを尊敬す

るという気持ちが出ていて、互いの交流が画面から伝わってきた。 

 

○  小学生向けの「ｆｏｒ ＫＩＤＳ」の回も見てみたいと思った。この番組はだい

だい２本シリーズで組まれているようなので続けて見てもらう工夫ができると思

う。番組以外のところでもイラストを活用した試みなど、視聴者との接点を作り、

番組につなげるきっかけができれば口コミでも広がっていくのではないか。 

 

○  ３校は結果としてバランスがよい学校が選ばれていた。 後にテロップが出たので

いろいろエントリーがあったことに気づいたが、３校が選ばれた経緯について、途中

に司会のアナウンスでもよいので少しふれてもらえればわかりやすかったと思う。 

  大きな楽器を回してみせるパフォーマンスの山場のシーンがあったが、同じ映像

の繰り返しが多かったように思う。決めのシーンがなかなか撮れなかったのかもし

れないが、もう少し工夫があるとより完成度の高い番組になったと思う。 

 

○  終的に優勝校が決定した理由がはっきりしなかった。厳密には吹奏楽の大会で

はないのでよいとも思うが、なぜかという感じは少し残った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  優勝校は審査員の判定によるもので、演出サイドの意図は

反映されていない。どの学校に決定するかずいぶん迷ったと

各審査員から聞いた。番組でもコメントされていたとおり、

音楽をきちんと演奏しながら輝く笑顔を見せてくれたことが

決定のポイントのようだ。演奏の技術だけではないことをご

理解のうえ判定していただいた意味で、番組の演出意図と重

なったと思う。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

○  ７月９日(土)のＮＨＫスペシャル シリーズ 原発危機 第３回「徹底討論 どう

する原発」を見たが、どの程度まで話を進めるかという点でテレビの討論は非常に難

しいと思う。視聴者の理解の度合いはさまざまであり、どのあたりのレベルにあわせ

るか非常に悩むだろう。結局、 大多数と思われるあたりを想定しての討議となり、

結論的な話を目指すのだろう。番組は「第一部」「第二部」があるので、かなり詳し

いところまで取り上げるのだろうと思っていたが、それでも足りないのは不思議だと

いう気がした。結局どうすればよいのかは、そもそもわかるはずのないものなのかも

しれない。番組の中でもきちんとしたデータが政府あるいは東京電力から公表されて

いないから判断のしようがないというかたちで示唆されてはいた。しかし出演してい

る方はそれぞれの分野の専門家であり、説得のすべを持っている方たちだ。そういう

部分を引き出さないのは少し残念な気がした。とりわけ原発をやめた場合には経済的

に複雑な問題がいろいろあり、これは皆が知りたいと思っているところだ。何もかも

一からではなく、本当に知りたい点に集中して討論してほしかった。 

 

○  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」を見

ていたら、以前取り上げていたものと同じテーマで、原発についての議論をしていた。

前回見たときよりずっと落ち着いた感じでよくなっていたと感じた。ＮＨＫスペシャ

ル シリーズ 原発危機 第３回「徹底討論 どうする原発」にも通じるが、自説を

主張し相手側のことを否定するだけでは聞いているほうがイライラするのではない

かと思う。番組自体が悪いのではなく、テレビはそういうところがそのまま見えてし

まう。かみ合った議論を作ることの難しさを感じた。改善するならば、データなども

かなり詰めて、制作者側から積極的に示していかないと、よくわからないままに終

わってしまうということになりがちだ。今後とも取り組まなければならない課題だろ

う。単に議論を対立させるのではなく、理解を深めることを目指しているのはよくわ

かる。国民的な議論を深めていくため、さらなる努力をお願いしたい。 

 

○  「日曜討論」の島田敏男解説委員の司会は、出演者たちの発言を遮るものは遮っ

て率直に進めていてよいと思う。７月１０日(日)の「どうする原発再稼働問題 エ

ネルギー政策を問う」を見たが、原発の問題では政党間の対立点があまりなくなっ

てきたとさえ思った。政策がまだ決まっていないので人によって言うことが違って

くるのだろう。日曜の朝の討論はあのような形で定着している気がして、よいと

思った。 

 

○  「日曜討論」の司会の島田解説委員は、野党の多い中、各人の発言を限られた時間
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内でうまく裁いている。「日曜討論」は、 近、ニュースを結構引き出していると思う。 

 

○  ７月１０日(日)は、「三陸沖で地震 東北沿岸に津波注意報」関連のニュースが

「日曜討論」のあとに続いた。難しいと思うのは、津波は注意報が出ても到達しな

いことがあり、来ないと思っていると来る。たいへんだと騒いで空振りがあまり続

くとまた来ないのではないかと思ってしまう。予定していた番組を休止したり差し

替えたりするのもたいへんだろう。高さ１０ｃｍの津波が来たか来ないかというこ

とを、１時間も報道し続けるのは長いと感じる。状況に応じて適切なところで切り

上げる判断をすることも考えていかないといけないだろう。 

 

○  松本復興担当大臣の辞任にかかわる報道ではテレビ、ラジオの生の威力を感じた。

話し方や態度にあらわれる威圧的な感じは、活字ではなく、映像があるからあれだ

け批判が吹き上がったのだと思う。 

 

○  ６月２日(木)、菅首相が民主党代議士会で、「一定のめどがついたら若い世代に

バトンタッチしたい」と述べた。直後にＮＨＫは「菅首相 退陣の意向を表明 震

災・原発対応にメドの段階で」とニュース速報で伝えた。「バトンタッチする」と

いうのは普通に聞けば辞任表明だが、今ごろになって菅首相は一度も辞めると言っ

たことはないなどと国会答弁でも言い出している。民主党の人たちは辞めることを

信じ、不信任案の決議案に反対票を入れたのであり、そういう意味であろう。菅首

相の言葉を受けて、ニュース速報を流したのはよかったと思う。煙に巻こうとする

政治家の言葉の意味をきちんと示していくことはこれからも必要だと思う。 

 

○  総合テレビ・午後２時台の「震災に負けない お元気ですか 日本列島」を好感を

持って見ている。このように、被災地に寄り添うかたちの息の長い報道が支援につな

がると感じる。番組表上で見たいと思うのはやはり「ＮＨＫスペシャル」など話題性

のある番組だ。現代のさまざまな問題に鋭く切り込むような番組に関心を奪われがち

であるが、それとは違ったかたちでの取り上げ方を今後もぜひ継続してほしい。 

 

○  原子力の問題について各委員から貴重な意見が出た。私もいろいろと番組を見て

いるが、たとえば原子力発電所の推進を必要とする立場と、一足飛びに再生可能エ

ネルギーに行くべきだという立場の議論を対峙(じ)させると、 後はわけがわから

なくなってしまう。特にコスト論は、原子力発電所は事故が起きたときのコストま

で入れると、計算の根拠が常識とは違ってきている。原子力発電所の場合は今のよ

うな環境のもとでは人間だれ１人けがをしないという前提で考えたくなる。単純な

計算でコストは無限大に上がってしまう。無限大に上がる原子力発電所のコストと、
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これから開発する再生可能エネルギーのコストが下がる方向との対比では意味の

ない議論になりかねない。コスト比較の議論には幅があることを念頭に置いてもら

う工夫が必要になると思う。事故がゼロということは本質的にありえない。可能性

の低い事故も起こりうるという前提に立ち、政府が進めている開発あるいは電力供給

事業の仕事を民間部門に行わせる場合、事前に政府がとるべき責任の範囲は明確であ

る必要がある。事故が起きたあと政府は逃げてしまうということであればコストの計

算が難しいだけでなく、将来コストを計算に入れながらファイナンスをつけることが

できず、電力会社の社債の問題も事前に取引ができないことになってしまう。このあ

たりは明らかにしていく流れが必要だと思う。原子力発電所に関する議論は今と同じ

構図で進められるのか、もう少し工夫の余地があるのか、今の段階で気づくことがあ

れば聞きたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  原発や日本のエネルギーの今後をテーマとする討論番組は

これからも続けていかなければならないと考えている。当初、

“反原発”対“原発推進”という、議論のかみ合わない“空

中戦”が続いてきた。議論を重ねる中で、共通の土俵となる

べきデータすら存在していないことも明らかになってきた。

一方である程度の現実論として原発がこれから新規に立地す

ることは考えにくいし、原発への依存は減らしていかなけれ

ばならない中で代替エネルギーをどうするのかという点でい

えば、ほとんどの人が、ある種、共通認識の中で議論ができ

る状況になりつつあると思う。互いの共通理解の中で議論が

できる番組を作っていきたい。そのために、われわれはそう

いった土俵を作り、その中で議論してもらえる場を作りたい

と考える。国民の認識も深まってきているので、可能になる

のではないかと思う。 

 

○  ６月２３日(木)・３０日(木)の爆笑問題のニッポンの教養「“塀の中”の真実」

は杉良太郎さんがゲストの２回シリーズで、彼が５２年間続けている刑務所の慰問

について紹介していた。高齢の受刑者が増えており、ここにも社会の縮図が見られ

ることを伝えていた。社会そのものがその人たちが住めない社会になっているから

だと杉さんは語っていた。刑務所の単なる紹介にとどまらぬ、有意義な内容だった。 

 

○  ６月２７日(月)のドキュメント２０ｍｉｎ．「“カワイイ”をめぐる冒険～ヤブ

さんと１万５千の動物画～」は動物の細密画を描く画家・藪内正幸さんを取り上げ
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ていた。今、動物の絵はキャラクター的なものが幅を利かせ、リアルな動物絵が消

えつつある。リアルさの中にあるかわいさを見つけようという変わった番組だった。

藪内さんの絵をなんとかして皆に紹介したいという制作者の思いが伝わってくる

ようだった。 初から 後まで飽きずに見た。 

 

○  「あしたをつかめ 平成若者仕事図鑑」はすがすがしい番組だと以前に述べたが、

「仕事ハッケン伝」もなかなかおもしろい。芸能人たちが、単にリポーターとして

ではなく、社員以上に怒られたりしながら本気になって働き、仕事の厳しさを体感

していく様子が紹介されている。これまでにありそうでなかったコンセプトで、そ

の描き方に注目している。 

 

○  「ディープピープル」は達人３人の話に対する期待が大きく、自分の中のハード

ルを高くして見てきたので、中にはやや期待はずれの回もあったが、６月２０日

(月)の「時代劇をいろどる殺陣（たて）」は、舞台裏や演技の工夫など興味深い話

が聞けた。あらためてよい番組だと感じる内容だった。 

 

○  ＡＫＢ４８の篠田麻里子さんが出演する「麻里子さまのおりこうさま！」は一般

常識として知っておくべき言葉を毎回取り上げ、視聴者から寄せられた解説が紹介

される。わかりやすく、楽しく、画面が生き生きする雰囲気がある。こういう短い

番組もよいタイミングで目に入ってくる。新しい試みとしてよいと思う。 

 

○  大河ドラマ「江～姫たちの戦国～」で京極龍子役の女優・鈴木砂羽さんがストーリー

を紹介するミニ番組「龍子の部屋」は井戸端会議風でおもしろい。「大河ドラマ」の

出演者が現代の言葉で語りかけ親近感を抱かせてくれて、ドラマを楽しむ演出として

効果的だ。こういうアプローチのしかたで視聴者との接点を増やしていくのはよいこ

とではないか。 

 

○  大河ドラマは、緒形拳さん主演の「太閤記」以来、しばらくぶりで今回の「江～

姫たちの戦国～」を見ている。「江～姫たちの戦国～」についてはいろいろ論評さ

れているようだが、私なりに楽しんで見ている。とくに、番組 後に史跡を紹介す

る「江紀行」は森田美由紀アナウンサーのナレーションがとてもよい。 

 

○  「こころの時代～宗教・人生～」は宗教の教義について語られていて、それはそれ

なりによいと思っていたが、 近は変わってきた。６月２６日(日)の「坐禅は生涯の

“主食”」は、ドイツから訪日し、現在は住職をしているネルケ無方さんの個人史が

語られていた。少年時代に禅と出会い、いかにして禅の専門道場の住職になったかと
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いう内容で、禅宗の教義ということではなく人間に着目した作りになっていた。５月

２９日(日)の「少年は荒野をめざした」は、ロシア人の母親と日本人の父親の間に生

まれ、旧満州でコサックとして育てられた古賀正一さんの話だった。１０歳ぐらいで

旧満州から引き揚げ、その間、苦労を重ね、サンボの世界チャンピオンとなりロシ

アの英雄の勲章まで受章した方だ。過酷な体験談だった。宗教の教義を紹介するこ

とがオーソドックスなのだろうが、 近は人間にスポットライトが当てられている。

とりわけこの回には驚いた。 

 

○  「ＥＴＶ特集」は毎回いろいろなテーマが取り上げられ、興味深い。７月３日(日)

の「大江健三郎 大石又七 核をめぐる対話」は、今だからこそ取り上げられた内

容だったと思う。７月１０日(日)の「この世の息～歌人夫婦・４０年の相聞歌～」

は昨年亡くなった歌人の河野裕子さんが夫と交わした“相聞歌”を通して夫婦の姿

を描いていた。歌人であることは、今日私たちの生活からは遠い感じがする。ただ、

百万語を尽くしても言い足りないことが、三十一文字に託し伝えうることがわかる

ような気がして感慨深かった。 

 

○  教育テレビがＥテレという呼称に変わり、４月から番組編成はどのようになるの

か注目していたが、とてもおもしろくなった。従来、私が中学生の頃も大人になっ

てからも、再放送かと思うぐらい同じようなテイストが続いていた。徐々に変化し

てきてこの４月から強いインパクトを受けているということかもしれない。Ｅテレ

全体が時代に合ってきたと思う。今後どこの視聴者層を獲得するかを考えるとき、

民放を見ている人はＥテレに行くのではないか。私も気がつけばＥテレを見ている

ということがある。タイトルのおもしろさ、オープニング映像の新しさが先行して

いて、番組自体の内容がフィットしていないものがいくつかあるようだが、今後

フィットしていくだろうと思う。 

 

○  「基礎英語２」で登場人物として出てくる中学生の女の子の声がアニメキャラク

ターのような声だ。男の子の声は違和感がないのだが、聞くたびに気になる。 

 

○  ラジオで 近必ず録音して聞いているのが、月曜夜１１時からのＦＭの番組「きたや

まおさむのレクチャー＆ミュージック」だ。６月２０日(月)は震災と日本人について語っ

ていた。人間は表と裏があり、気丈なことを言っていても、裏ではパニックが起きてい

たり、怒りの感情があったりする。それらをフォローするのが精神科医の役割であり、

そういう部分を発散させる場を作っておかなければいけないという話だった。きたやま

さんはトークが上手でとてもわかりやすい。ラジオ番組の優れた点はこういうところに

ある。いろいろな問題を深く掘り下げることができるメディアだと思う。 
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○  去年に続き、今年、テレビでも放送されていたが、民放のコンクール受賞番組をダ

イジェストで取り上げた７月２日(土)、３日(日)の「ザ・ベストラジオ２０１１」（ﾗ

ｼﾞｵ第１ 後 4:05～4: 55）はよかった。とりわけ北海道放送の「インターが聴こえな

い～白鳥事件６０年目の真実」は、戦後の混乱期に札幌で起きたいわゆる白鳥事件の

その後を追跡した優れた番組だった。この事件は名前だけは知っていたが中身はよく

知らなかった。当時、事件の犯行に関わったとされ、中国に亡命した人物などを追い、

関係者への取材を通して、過去の事件ではなく現在にまで続いている事件として、犯

罪捜査の証拠主義、実証主義の問題について問いかけていた。ＮＨＫが全国放送でこ

ういう番組を紹介することは有益だ。ＮＨＫと民放の垣根が低くなってきているあ

らわれでもあり、よい試みだと思う。 

  

○  テレビのニュース速報の話が出たが、７月３日(日)、兵庫県明石市で子ども３人が

ため池に落ちて心肺停止になるというニュースがあった。ラジオの場合には速報を伝え

るとその間は音声が途切れてしまう。確かに、地震や電車の運転見合わせ・運転再開な

ど、不特定多数の人たちが一刻も早く知らなければいけないことは速報で伝える必要が

あると思う。ため池の事故もたいへんなことではあるが、近畿地方向けに伝えるという

ことでよいのではないかと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「ザ・ベストラジオ２０１１」はかつてニッポン放送のア

ナウンサー、社長として活躍された亀渕昭信さんと、ＮＨＫ

の山田敦子アナウンサーが紹介役になり、ギャラクシー賞、

放送文化基金賞のラジオ部門の受賞番組をえりすぐって放送

した。ただいま発言のあった番組のほか、山形放送の「飲む

か、生きるか～断酒会につながって」、青森放送の高橋竹山生

誕１００年番組「故郷の空に」などを紹介した。ラジオも若

い人になかなか聴いてもらえないという民放と共通の悩みが

ある。民放と定期的に話し合いを持ち一緒に取り組もうとい

う気運が盛り上がっている。互いに連携して取り組んでいき

たいと考えている。 

  ニュース速報について、ラジオもテレビと同時に、基準に

もとづいてお伝えすることとしているが、ご指摘のように音

声波の特性もあり、検討すべき点は検討していきたい。 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２３年６月ＮＨＫ中央放送番組審議会（議事概要） 

 

６月のＮＨＫ中央放送番組審議会は、２０日(月)、ＮＨＫ放送センターにおいて、

１３人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、平成２３年度国内放送番組の「番組の種別」、「種別ごとの放送時間

(計画値)」について説明があった。 
次に、「週刊 ニュース深読み」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、７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  福井 俊彦（前日本銀行総裁） 

   副委員長  田中 里沙（（株）宣伝会議編集室長） 

   委 員      家本賢太郎（（株）クララオンライン代表取締役社長） 

         潮田 道夫（毎日新聞社論説委員） 

         大軒 由敬（朝日新聞社論説主幹） 

         岸本 葉子（エッセイスト） 

         駒崎 弘樹（ＮＰＯ法人フローレンス代表理事） 

         紫   舟（書家） 

         平  朝彦（独立行政法人海洋研究開発機構理事） 

         田島 恵一（自治労全国一般評議会特別幹事） 

        冨士 重夫（全国農業協同組合中央会専務理事） 

        細谷 亮太（聖路加国際病院副院長、小児総合医療センター長） 

        若月 壽子（主婦連合会事務局） 

 

 

（主な発言） 

 

＜平成２３年度国内放送番組の「番組の種別」、「種別ごとの放送時間(計画値)」について＞ 
 

○  「国内放送番組の種別の基準」に基づく平成２３年度の放送番組の種別について

説明があったが、個々の番組で、教養、娯楽など複数の種別にまたがる場合の配分

のしかたについて聞きたい。 
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（ＮＨＫ側） 

  ひとつの番組が複数の要素をあわせ持つ場合の分類は、番

組ごとに違う。たとえば総合テレビの「あさイチ」は、教養

が２分の１、教育が４分の１、報道が４分の１である。比率

は半端な数字ではなく、「２分の１と２分の１」、「２分の１

と４分の１と４分の１」、「３分の１と３分の２」などといっ

た数字で案分していく。 

 

 

＜週刊 ニュース深読み「原発から脱却？共存？どうする私たちのエネルギー」 
（総合 ５月２１日(土)放送）について＞ 

 

○  意見の違う人たちが議論を闘わせる番組は見ていて苦しくなってしまう。そのよ

うな表現をしなくても見ている人にうまく伝わるように教えてほしいという気持

ちになる。こういう番組の進行はなかなか難しいだろうが、小野文惠アナウンサー

の仕切りはよかったと思う。いろいろな局面で小野アナウンサーが間に入り、「そ

こがわからないからもう少し突っ込んで…」などと話す時、本当にわかっていない

ようにも思われたが、番組が進むにつれ、視聴者にわかりやすく伝えるために議論

のペースを変えるテクニックをうまく使っているのだと感じるようになった。ゲス

トの桂文珍さんも視聴者の視点に沿った流れに向かわせようと進行の面で協力し

ていたと思う。そういう場面が随所に見られ、ほっとした。 

  前半の“週刊ニュース”パートに関しては、井上二郎アナウンサーと小野アナウン

サーとのコンビネーションの力がもっと発揮されるとよいと感じた。 

 

○  「ニュース 深読み」の形で放送されていたとき、２月ごろに見ていてとてもよ

いと感じた。番組全体としては評価している。 

  今回の放送は、前半の“週刊ニュース”パートは後半の“深読み”との関係がよ

くわからなかった。通常のニュースとどう違うのだろうという感じがした。 

  小野アナウンサーは好感が持てる。こういう番組に適していると思う。ただ、こ

の回に限っていえば、討論に参加する出演者が多く、皆が十分に発言できていない

と思った。脱原発の工程表的なものを示し、先々までどういうステップでそれが可

能なのかということを明らかにし、それに対して議論するのであればよいと思う。

その部分がうまく組み立てきれていない気がした。アナウンサーの仕切りの問題な

のか、あるいは 初の企画段階での、番組の進め方のコンテの問題なのかはわから

ないが、残念だった。よい番組なので、これからも力を入れて充実した内容にして

ほしい。 
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○  深読みと言う場合に、普通のニュースとどのように違いをつけるのかは重要なポ

イントだと思う。前半に、東京電力福島第一原子力発電所の映像を中心とした話題

が出てきた。情報としては相当のものがあったと思うが、深読みとするのならば原

発全体の見取り図のようなものがあり、原発被害の全体像がわかるようなプレゼン

テーションをしてほしい。全体像を見せることが深読みであり、ＮＨＫが努力すべ

きところだと思う。その点でやや迫力に欠けた。 

  後半のエネルギー問題をめぐる討論は、いろいろな論客が出てそれぞれの視点か

ら発言していたが、中心軸を据え、その周りで議論を展開させる必要があると思う。

プレゼンテーションをもとに専門家が討論していく進め方が望ましいのではない

か。自然エネルギー対原子力で論戦してもあまり生産的ではない気がする。討論の

スタイルはもう少し工夫がほしい。 

 

○  前半のニュースについて、後半の議論につながるようにしたほうがよいのではな

いかという意見が出た。後半部分について、再生可能なエネルギー実現までには将

来にわたる長い時間軸であり、その間のプロセスが難しい。コストも変化する。そ

れに対し、ある時期まで原発が要るのか、要らないのか。原発自体も事故を考える

とコストの状況が変わっていて、立体的な議論の重ね合わせのほうがよりわかりや

すくなったのではないかという趣旨の発言かと思う。対立軸を据えたために一人一

人の論客の発言内容がもの足りなくなったのではないかという意見だったと思う。

この点についてどうか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  脱原発かそれとも共存かという議論の部分に関して、いろ

いろとご意見をいただいた。当初のねらいとしては、環境エ

ネルギー政策研究所の飯田哲也さんの話を受け、自然エネル

ギー実現の可能性や私たちの暮らしがどう変わっていくのか

といったところを伝えようとした。実際の議論では 初から

すべてを設計しきっているわけではなく、ある程度、生放送

の中で現場の流れに任せていく部分がある。ねらいどおりに

進まなかったところもあり、ご指摘のように起点をもう少し

きちんと設計する必要はあったかと思う。視聴者がさまざま

な対立点をどのように組み立てなおし、自分なりに考えてい

けばよいのかという芽出しのところはかろうじてできたので

はないかと考えている。番組設計の際にどこまで想定し、作

り込んで議論を整理していくかはなかなか難しい。試行錯誤

を重ねながら改善していきたい。 
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（ＮＨＫ側） 

  原発の映像についてはもっと違った視点で見せるべきでは

なかったかというご指摘があった。前半の“週刊ニュース”

パートは、東京電力が工程表の見直しを出したことがこの週

の 大のニュースバリューだと考えて構成した。 近では同

じ映像を多用するようになったのであまり目新しくなくなっ

た。この番組は土曜日のオンエアだが、映像は火曜日の夜に

公表され、実態としては水曜日に多数報道された。原発の現

場は厳しいと言うが、初めてそれが納得できる動画が出てき

た。そういう意味では冒頭でお見せする価値があると判断し

た。工夫したつもりではあるが、伝わらなかった点は真摯に

受け止め、さらに努力していきたい。井上アナウンサーと小

野アナウンサーとの掛け合いについても検討課題として考え

ていきたい。 

 

○  基本的にたいへんよい番組だと思うが、３つの点で少しずつずれているのではな

いかと感じた。１点は「深読み」というタイトル、２点目は、対象とする視聴者層、

３点目は“深読み”パートでの進行と構成だ。それぞれにねらいがあり、よく努力

されているが、ずれているという印象を持った。「深読み」というともう少し専門

的、巨視的な解説を期待するが、どちらかというと家族みんなで考えようというよ

うな打ち出し方のほうが合っているのではないかと思う。 

  後半の“深読み”パートで複数の専門家による多角的な視点を提供するというね

らいはわかりつつも、それが土曜の朝家族そろって見ることに合っているか疑問に

思った。これから楽しい週末が始まるという時に安心して見ていられる方法として

は、今回でいえば自然エネルギーの立場の出演者を１人に絞り、違う意見の第２、

第３の出演者はアナウンサーなり別のゲストからの質問というかたちで視点を提

供するスタイルはどうか。公平性の観点から、次の回はまた違う人に出てもらうと

いうように、順番に１人の考えを聞き、一度に大勢を呼ぶのではないかたちで多角

的な視点を提供してはどうか。今回は特に論点が多く、ホットな話題であるので詰

め込みすぎで散漫な印象になるのはある程度しかたがないかと思うが、視聴者層や

時間帯に合った工夫はもう少しできるのではないかと思った。 

 

○  前半は従来の「ＮＨＫ週刊ニュース」の延長線上というかたちで自然に見た。後

半の部分は、専門的な内容を一般の視聴者の目線で、切り返していてすばらしいと

感じた。 

  中心テーマがなかったのではないかという意見があったが、 初に、自然エネル
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ギーの問題を提起し、設置場所、コスト、安定性が課題ということでテーマを設定

していた。生放送でもあり、そのとおりに進まないのだろうと思って見ていた。そ

れはゲストが多すぎるからではないか。ただ、ロバート・キャンベルさんと桂文珍

さんはそれぞれよい役割を果たしていた。先ほど発言があったように、今回は自然

エネルギー、再生エネルギーが中心だったが、また別の形で続けて取り上げていく

とよいと思う。この番組は今回初めて見たがおもしろかった。ただ時間が足りず、

欲求不満が少し残ってしまったという印象はある。 

 

○  今年１月の「ニュース 深読み」開始当初には、これで深読みなのだろうかとい

う感じで見ていた。今回は、仲間と熱く議論した自分の大学生時代を思い出しなが

ら見た。出演者や進行役の方たちのやりとりを見ていて、こういう同級生がいたな

と感じた。議論がどんどん盛り上がり、 後に時間が足りなくなり、慌ただしく終

わっていたが、今の原発問題が抱えるどうしようもない状況が伝わってきた。原発

と自然エネルギーのテーマをめぐる論争は今まさに混とんとしており、そういう実

情を伝えていて、問題提起になっていたと思う。 

  私は番組のＤＶＤを夜１２時頃に見たので実際の放送時間とは違う時間帯に見

たことになるが、たとえば夜じっくりと見るとおもしろいと感じた。 

 

○  討論によって論点が浮かび上がり、学びになった。次もぜひ討論スタイルで、こ

のテーマを取り上げてほしい。同テーマで放送する場合にどのようにすればよりよ

くなるかという観点から考えた。まず、代替エネルギーとして自然エネルギーが可

能かどうかというところが論点だったが、一方で時間軸的に今すぐ可能なのか、２

０年、３０年のスパンなのかといった掘り下げがもう少しできるとよい。代替エネ

ルギー、自然エネルギーは難しいのではという立場の論拠として、電気代が上がる

と企業のコスト競争力がなくなり日本から出ていってしまうのではないか、日本の

景気を冷やし、被災地の復興の阻害要因になってしまうのではないかという経済的

な観点からの反対意見もあるだろう。そういうものを超克し、脱原発をいかに図っ

ていくか。賛成、反対の短絡的な議論ではなく、両者の意見が止揚していくように

なるとよい。討論形式自体は学びも多く、ぜひ続けてほしい。経済性の観点も踏ま

えた内容になると深みが増すと思う。 

 

○  週末にニュースを深く掘り下げるよい企画だが、もう少し工夫する必要があるか

と思う。前半のニュース部分で、原発関連のニュース、政府の工程表のニュースを

出していたが、深読みの議論をするのであればできるだけ関連のあるニュースに絞

るほうがよいのではないか。直接、原発とは関連がないということであればそうい

うところは少し削って、もう少し論争の時間を多く取る必要があるのではないかと
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思った。 

  討論部分は争点が明確にならなかったのではないかと思う。対立点になっていな

いと思う。食料や電力は人間が暮らしていくうえで欠くことができないものだ。い

かに安全、安心で一定の水準のコストで確保していくかという問題なので、工程表

というか、スパンの問題である。当面、自然エネルギーにはいろいろな問題があり、

今原発をやめるわけにはいかない。どのようにして原発の安全性を確保しながら自

然エネルギーへ展開していくか。問題をどう克服していくのかがテーマだというこ

とであれば、そういう論争のしかたをする必要があり、出演者もそういう人選にす

べきではなかったかと思う。 初に基本的な問題点の説明をしたうえで、それに関

連する映像を入れ、その後に論争をするような方法もあるかと思った。重要なテー

マなので、引き続き別のかたちで取り上げてほしい。 

 

○  全体的によくできていると思った。後半の“深読み”パートの部分は第一線の専

門家たちによる討論スタイルだったが、ほぼ同年代の人ばかりで、過去の知識の情

報収集にはなるが、“深読み”というならば、未来への兆しや新しい時代をつくる

きっかけがもう少し見えてくるとよいと思った。出演する専門家の中に、まったく

違う切り口で意見が述べられる人、まったく新しい発想ができる人が加われば、少

し若い世代の視聴者も関心を持つのではないか。その発想で世界が驚いたり、政治

が動いたり、何かが生まれるのではないかというような化学反応が期待できる人が

参加すればより興味を持って見られるだろうと思った。 

 

○  小野アナウンサーは、いわゆるキャスターと言われるほかの人たちと衣装のイ

メージが違っていたのが印象的で、これが戦略なのかと思って見ていた。親近感が

あり、番組の進め方もうまく好印象だった。 

  ゲストについては、今回、桂文珍さんの発言がよいところを突いていたと思う。

「自説を主張するのはもっともだが、自説のリスクも言ってくれるとこちらも信用

する」と述べていて、そのとおりだと思った。だれかがその発言を受けて続けるか

と思ったが、その流れにはならず残念だった。そういう部分が反映されてくるとよ

かったのではないか。 

 

○  たいへん難しく重いテーマだったので、考えれば考えるほど食い足りない感じが

した。番組のコンセプトからすれば、「家族で深読み」というイメージなのだろう

が、そうだとすれば、その範ちゅうを超えない程度でコンパクトにまとめることが

必要になる。その点ではコンセプトがずれていたのかと思う。 後に小野アナウン

サーが「今日は自然エネルギーの可能性について議論する回だったので…」という

ようなことを言っていた気がする。「原発と共存できるか」というところとテーマ
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が２つになってしまったのではないか。先ほど意見が出ていたように、違う回にま

た別の立場の論者が登場するというスタイルもあるかと思う。小野アナウンサーは

この番組でもたいへん好ましく感じた。 
 

○  タイトルに「深読み」とあるので、突っ込みどころがいろいろ出てくると思う。

“多角的な視点”が番組の視点であり、視聴者も期待するところだろう。話題のテー

マを楽しみながら掘り下げたいという気持ちと、掘り下げのプロセスの中でこんな

ものの見方があるということを提示してくれるのが、土曜日の朝に視聴者が期待す

るところかと思う。「ＮＨＫ週刊ニュース」が放送されていたころからずっとこの

時間帯は見ている。各論をきちんと詰めてくれるし、１週間の主要なニュースがま

とめて見られる。後半の「深読み」パートは、これまでも北朝鮮の問題やタイガー

マスク、主婦の年金問題などが取り上げられてきて参考になった。６月１１日(土)
の「津波からどう逃げる？ １００年後にも伝えたい防災意識」も日常の行動や心

構えなど学ぶところがあった。こういう視点ならば朝の空気感に合うと思う。土曜

の朝なので、もやもやしたまま結論が出ずに終わるとそこからの行動が取りにくく

なってしまう。時間内で落ちのつく範囲のテーマを設定して議論するか、もしくは

解決の方向性が見え、すっきりした気分で１週間をまとめた後、ものの見方がわか

り納得できると視聴者の期待も満たされるのではないか。複数の専門家が新たな視

点を提示してくれるところはよいと思う。朝ならではの“深読み”を提案してほし

い。期待している。 

 

○  桂文珍さんはよい役割を果たしていて、議論を円滑にしていたと思う。惜しかっ

たのは、自分の主張をポジティブにばかり言わないで、自分の言っていることのデ

メリット、コスト、リスクについてもそれぞれ言ってほしいと発言したのに続かな

かったことだ。実際にそのように議論を回していくことは難しいかもしれないがあ

の部分が続けばよかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  小野アナウンサーの仕切りについて好意的なご意見をいた

だきありがたく思う。視聴者の目線に立った伝え方を、自然

に、過不足なく、番組の進行に反映させながら番組を作って

いきたいと気をつけている。 

  土曜日の朝の放送であるが、取り上げるテーマがあまり制約

されるようにはしたくないと考える。ただ、家族で一緒に見て

いただくことができ、政治、経済や原発という硬いテーマもあ

るが見ていておもしろいと思っていただければテーマをあまり
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絞らなくてよいのかと思う。その点は工夫していきたい。 

  意見の対立が見ていてつらくなる部分もあるだろうし、時

間帯にあまりそぐわないという印象を持つ方もいるだろう。

番組全体の空気が週末の朝にうまく合致し、重いテーマでも

楽しく見られるように知恵を絞っていきたい。 

  原発のテーマは１回で扱うには確かに時間が足りない。エ

ネルギーの問題は国のかたちそのものと大きくかかわってい

く。なぜ日本が原発を選択したかといった歴史的経緯など、

いろいろなところにポイントがある。重要なテーマは繰り返

し取り上げていきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  われわれスタッフで小野アナウンサーも交えてリハーサル

を行う時、何が視聴者にとってもの足りないのか、わかりに

くいのかという点を重視している。一方的に何かを説明され、

自分の意見が挟めない番組はつまらないと考えており、番組

スタート時の記者会見でも、「この番組は何かを伝える番組

ではなく、いろいろな意見があることを提示するので皆で考

えてほしい」ということを表明した。お父さんはどう思うの

か、お母さんはどう思うのか、家族皆で互いに考える、そう

いった朝になるような番組を目指したいというのがこの番組

の始まりだった。まだ目指すところまで行き着いていないと

思う。朝だからすっきりしたいという意見もわかる。議論を

通して何か別のものが浮かび上がってくるような番組にして

いきたいと考えている。 

 
 
＜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」と、６月１９日(日)のド

キュメンタリーＷＡＶＥ「小さな町の国際紛争～太地町とブルーム市の苦悩～」を

見た。世界には食や文化の問題でさまざまな考え方の違いがある。映画「ザ・コー

ヴ」を見た後に捕鯨がどういう意味で理解されにくいのか考えさせられ、関心を

持った。海外の反捕鯨団体の人たちも 近は日本語でのウェブコンテンツも充実し

ていて、いろいろな考えを持つ人がいるようだ。ＮＨＫスペシャル「クジラと生き

る」は、太地町の人々の苦悩する様子が詳しく描かれていた。反捕鯨団体の動きも
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新聞で見る範囲では知っていたが、捕鯨を職にする人たちにとってたいへんな状況

にあることを初めて知った。環境保護団体のインタビューがなかったが彼らがどう

いうことをテレビの前で言うのか聞いてみたかった感じはした。 

  難しいテーマであり、何かフォローが欲しいと思い、ドキュメンタリーＷＡＶＥ

「小さな町の国際紛争～太地町とブルーム市の苦悩～」も見たが、姉妹都市の関係

の苦悩が描かれていて、互いの文化を尊重し理解しあえるということを感じた。対

話の余地はわずかながら残っているのではないかと感じさせる番組だった。引き続

きフォローしてほしいテーマだ。 

 

○  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」は、ＮＨＫの取材力を感じさせた。２００人以上の関係者に取材を

行い、未発表資料などを詳細に調べ、今、原発が抱えている問題点を明らかにして

いた。これによって、政府、原子力安全・保安院、東京電力がいかに無能かが明ら

かになりつつある。日本の行く末を左右する大きな問題であり、危機管理は 悪を

想定し、対策を立てるべきなのに、それすら行ってこなかった弱さが浮き彫りに

なった。この番組と６月１４日(火)のクローズアップ現代「原発事故と日米同盟」

を併せて見ると、アメリカの危機管理の手法と、日本の甘さが際だっていた。「Ｎ

ＨＫスペシャル シリーズ 原発危機」はぜひ継続して追究してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「ＮＨＫスペシャル シリーズ 原発危機」は今回、初動

の５日間について、入手できる証言や資料をもとに何が起き

ていたのかをたどった。初期の対応、あるいはそれ以降も含

め、継続して取り上げていく。次回、７月の「ＮＨＫスペシャ

ル シリーズ 原発危機」は放射能汚染の広がりをテーマに

放送する予定である。 

 

○  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」

と、６月４日(土)のドキュメンタリードラマ「１９９１ 雲仙・普賢岳 避難勧告

を継続せよ」はたいへん興味深かった。人間は危機が数時間後に来るかどうかはわ

からずに過ごしているものだとつくづく考えさせられた。「１９９１ 雲仙・普賢

岳 避難勧告を継続せよ」は、実写の映像部分と再現ドラマとで構成され、当時の

フィルムなのか再現なのかよくわからないところがあった。ＮＨＫスペシャル シ

リーズ 原発危機 第１回も、東京電力の提供による第一原発の映像などが出てき

たが、実写以外のものも入っているように思われる部分もあった。 
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（ＮＨＫ側） 

  実写とそうでない部分の区別は重要だ。基本的にニュース

番組では、実写以外を使うときは「資料映像」「イメージ映像」

など表示することが原則だ。ドキュメンタリードラマ「１９

９１ 雲仙・普賢岳 避難勧告を継続せよ」は、フランスの

放送局Ｆｒａｎｃｅ２－Ｂｏｒｅａｌｅｓとの国際共同制作

番組である。細切れに実写とドラマが繰り返されていたが、

１つの制作手法として容認される範囲内ではないかと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ドキュメンタリードラマ「１９９１ 雲仙・普賢岳 避難

勧告を継続せよ」は国際共同制作による番組だが、欧州では

ドキュメンタリードラマという手法が多用される傾向にあり、

若干その傾向が強かったところもあるかと認識している。 

 

○  「サラメシ」は大好きで毎回見ている。他人が何を食べているか知りたいという

関心はあるものだと思う。さまざまな職業の人の昼食を、人となりや職場の様子を

交えて伝えていて、週明けの月曜日の昼ごはんを考えたくなるような内容だ。土曜

の夜はほかにあまり見たい番組がないが、「サラメシ」は見たいという気になる。

番組の長さもちょうどよく、中井貴一さんのナレーションも番組を盛り上げている。

取材はたいへんだろうが、今後も楽しい昼食を探して取り上げてほしい。 

 

○  ドラマ１０「下流の宴」を楽しみながら見ている。前日深夜の再放送もよい編成

だ。見逃した場合や途中から見た場合などにもう１回見られて気分が高揚する。 

  総合テレビ夜１０時台は充実していると思う。「タイムスクープハンター」、「歴

史秘話ヒストリア」、「世界ふれあい街歩き」など従来から非常によい番組で、都会

に暮らす３０代、４０代、５０代にはよいアプローチができているのではないか。

仕事でリサーチをしたところ、生活スタイルの多様化が も顕著なのはＦ１層と呼

ばれる２０～３４歳の女性層だ。若い子育て世代の夜１０時台は、地方では就寝し

ているが、都会では１０時から自分の時間を持つという傾向もみられ、生活時間に

合わせた番組の提供が求められる。都会と地域の違いに関する認識が、ＮＨＫが国

民によく見られ接点を持ってもらうための視点として大切だ。 

  「サラメシ」は大好きな番組だ。当初、テーマが次々と見つかるだろうかと思い

ながら見ていた。著名人から普通のサラリーマンまでお昼ごはんにまつわるそれぞ

れのドラマがあり、働く人のエネルギーになっている。見ていて共感できるところ

がたくさんある。 
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  「タイムスクープハンター」「あなたが主役 ５０ボイス」などは、テーマが次々

と出される中からえりすぐられて放送されている感じがしている。 

 

○  「ディープピープル」は 近いちばんおもしろいと思っている番組だ。台本がな

く自由なままに話をさせたり、台本が強すぎて予想できる範囲内に仕上がってつま

らなくなる番組がある中「ディープピープル」は 終的にしっかりとまとめる編集

の力量を感じる。関根勤さんの人生経験の豊かさが生かされたコメントが間に入り、

コーヒーブレークのような感じで見ているものをほっとさせる。 

 

○  「１００分 ｄｅ 名著」は、６月１日(水)のドラッカー“マネジメント” 第

１回「感動のＤＮＡ」、６月８日(水)の第２回「何のための企業か」を見た。講師

の上田惇生さんはドラッカーの著作を多数訳していて、ドラッカー一筋の人であり、

話にも熱がこもっていた。彼の人となりもよく伝わった。キーワードや抜粋などが

出てきて、それでこの本が体系的にわかるとは思えないが、見ている限りにおいて

はとてもおもしろい。この番組は今後も社会科学的なものを取り上げていくのだろ

うか。ハイエク、フリードマンなど難解で読んでいない本をこのようにわかりやす

く取り上げてもらえると助かる。ほかにも「大菩薩峠」「戦争と平和」など、読め

ないでいる類の本が多々あるが、そういった本も取り上げてもらえるのか。方針を

聞きたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「１００分 ｄｅ 名著」は、 初はニーチェの「ツァラ

トゥストラ」からスタートした。テキストの出版の売り上げ

もかなりの部数に達しており、ドラッカーもよく売れている

ようだ。そういうニーズが一般社会にあるということだと思

う。読もうと思いながらなかなか読めないでいる名著はいろ

いろあるだろう。今は哲人たちのシリーズだが、また次のシ

リーズとして新しいアイデアを出していこうと考えている。 

 

○  ６月５日(日)のＥＴＶ特集「暗黒のかなたの光明～文明学者 梅棹忠夫がみた未

来～」は、梅棹忠夫さんの未完の書「人類の未来」をめぐり、宗教学者の山折哲雄

さんなどが、梅棹さんの問いかけた問題について語っていた。今のような時代だから

こそなおさら興味深い。寺田寅彦の言葉も引かれていて考えさせるところが多い番

組だった。梅棹さんが一生をかけて考えたテーマを取り上げるには時間が短く、も

の足りなさが少し残った。人間は知的に活動せざるをえない動物であり、１回滅び

てもまた同じ滅びに向かうのだろうと語った説得力のある言葉が紹介されていた。
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さらに深く掘り下げた番組を作ってほしい。 

 

○  ５月２８日(土)のハイビジョン特集「ビデオ日記 日本人イヌイット親子三代 

秋から冬から冬 そして春へ」は、余分な解説がなく、人間が生きることの原点が

伝わるよい番組だと思う。ビデオカメラを託された家族が、自分たちの日々の暮ら

しを撮影し、それが生活の一部になり、まさに生活そのものが映像となっている。

極北の地の映像はインパクトがあるが、人間の生き方そのものが伝わってくる手法

だ。自然なままの映像の巧まざる力を実感する。 

 

○  ＢＳプレミアムの「新日本風土記」は、もう一度日本を見つけるというテーマど

おりの視点で作られていて、日本はなんとすばらしいのかと感じさせてくれる番組

だ。６月３日(金)の「近代建築 夢のかたち」、６月１０日(金)の「あの街この街 路

面電車」、６月１７日(金)の「諏訪」など毎回見ている。「諏訪」の回は御柱祭を取

り上げていた。諏訪大社の由来、歴史をたどり、縄文時代の狩猟の神、弥生時代の

農耕の神、両方が共生し、昔の御神渡りの位置に南北４つ作ってあるという解説な

ど興味深く、時間があっという間に過ぎた。松たか子さんのナレーション、朝崎郁

恵さんの魂を絞り出すような歌声のテーマ音楽もすばらしい。このままの情熱で今

後もよい番組を作り続けてほしい。 

 

○  菅首相の不信任決議案関連では、６月２日(木)の正午のニュースの中で民主党代

議士会の様子が中継された。菅首相の発言、鳩山前首相の発言、原口前総務大臣の

発言が続き、途中でニュースのスタジオに戻った。首相の退陣意向の表明について

解説があり、そのあとは通常のニュース項目に移った。こういった中継はどこかで

切らざるをえないことはわかる。スピーチは 後まで見る必要がある時もあるし、

後のほうはくだらないこともあり難しいと思うが、今回は惜しかった。 

 

○  ６月１１日(土)、都内で脱原発のデモが行われた。原発の問題に不安を感じる若

い世代が参加していることを強く感じた。日本人はおとなしく混乱が起きてもデモ

１つ起きないというような声がある中、こういう動きを報道することは世界に向け

ても意味があると思う。当日夜に報道されていたかもしれないが、翌朝のニュース

では触れていなかった気がした。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ６月１１日(土)のデモについては、当日夜の「ＮＨＫニュー

ス７」で放送している。 
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○  「月刊・視聴者の声」の報告資料にＮＨＫに寄せられた視聴者の意向の件数が出

ているが、例えばこのほかに知りたい場合は件数を教えてもらえるのか。 

  また、国会中継について、放送する場合としない場合の決まりごとがあるのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ふれあいセンターに寄せられる視聴者の意向は社会的に注

目されている場合など、例外的に大まかな件数、傾向を公表

することがある。また、１週間単位でＮＨＫオンラインで「お

客さまの声 週刊トピックス」というかたちで概要を公表し

ている。しかし個別の番組に対し視聴者から問い合わせが

あった場合、基本的にはお答えしていない。視聴者意向のと

りまとめは基本的に番組や経営の改善に向け内部で活用する

ことを主な目的としていて、公表を前提としたものではない。

このデータは統計的な手法に基づいて行われているわけでは

ないので、世論調査などとは異なり、年齢層、男女の構成に

偏りが出る。ＮＨＫがこうした視聴者の声を参考にさせてい

ただく場合も、単純に件数の多い少ないだけで判断すること

はない。 

 

（ＮＨＫ側） 

  国会中継は本会議での施政方針演説など「政府演説」と、そ

れに対する「代表質問」は放送する。衆参両院の「予算委員会

質疑（基本的質疑）」のうち、各会派の第１巡第１質問者の質疑

とその関連質問を放送する。「党首討論」や「予算委員会集中審

議」「特別委員会」の総理大臣出席の質疑はその都度、総合的に

判断している。 

 

○  ＮＰＯで被災地支援事業に関わっているが、東北３県において宮城、岩手、福島

はかなり問題の見え方や現地での状況も違うようだ。福島の場合は原発および放射

性物質から出る放射線量がさまざまな人々の生活の行動を制約している。子どもの

場合は屋外遊びができない状況があり、屋内公園を造ろうという活動を行っている。

運営している保育園、ベビーシッターサービスでも、親御さんの中には放射能が怖

いからと都内から西日本に引っ越しされている事例が多々ある。横浜市の待機児童

数も激減したという皮肉な事態になっている。子どもに関わる仕事柄、多数の問い

合わせが寄せられる。関東、東京においてどの程度、放射能に関し対策を取ればよ

いのか、どのような立場で臨み、どのようなコンセンサスを作っていけばよいのか
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日々迷い、戸惑いも感じている。知らないことに対しては不安になる。一定の知識

や議論の道筋を知ることによって冷静に対処できる。そうした場を作ることはＮＨ

Ｋであれば可能ではないかと思う。 

 

○  東日本大震災関連の放送について述べたい。いつからか私たちはあまり怒らなく

なったと思う。昔は若者が学生運動を起こしたり、人生をかけて社会の問題を提起

したりした。震災があっても日本人は冷静沈着で、東北の人は我慢強いと海外では

思われている状況がある。当初はそうだったかもしれないが３か月たった今、本当

はもっと怒っているのではないか。それをもっと放送で伝えてよいのではないかと

思う。被災し傷ついた人たちが抱えている怒りを伝えることで、だれかが何かに気

づいたり、変えなくてはいけないと思ったりすることがあるのではないか。日本人

の美徳を優先するのではなく、そうでない部分を伝えることが大事なのではないか。

現状を変えるには私たちが置き忘れてきた“怒り”でしか変えられないのではない

かと思う。 

 

○  震災の直後、「ニュースウオッチ９」などニュース番組が、被災者からの発信の

ツールとして活用されていたことがとても興味深かった。当初に比べると被災者か

らの発信のツールとしてＮＨＫの番組が使われるケースは減ってきたかと思う。い

ま必要なことや困っていることなど、被災地からの訴えの受け皿となる場を、ＮＨ

Ｋのニュース番組などで設けると発信につながるのではないか。震災以降、ずっと

ニュース番組を見ているが、怒りのほう芽につながりそうな報道は散見される。た

とえば、仮設住宅への入居では、高倍率の中、当選した人の入居率は低いとのこと

だ。当選しなかった人の「鍵を奪ってでも入りたい」というような声が伝えられた

が、もっと掘り下げなくてはいけないのかと思う。被災地の訴えをすくい上げる装

置としてＮＨＫの番組が機能していくとよいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  震災報道に関しては、事実関係を正確かつ迅速に伝え、現

地の事情をきちんと把握して伝えるよう努めてきた。今後も

この方針を継続する。同時に、将来に向けて歴史的な資料と

して残していく必要がある。検証も必要だ。将来への教訓と

いう意味も含めてプロジェクトを立ち上げ「明日へ―支えあ

おう―」というキャッチフレーズを掲げて取り組んでいる。 

 

（ＮＨＫ側） 

  震災報道について、当初は“気づき”の効果があったが、
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だんだん減ってきているのではないかというご指摘があった。

震災後の復興について現実問題としてなかなか進捗状況が見

られない中、 “怒り”に向かうよりも少し忌避する傾向があ

るのかと若干懸念している。今後の報道を考えるうえで検討

すべき問題と受け止めている。 

 

○  ＮＨＫ出版新書の「緊急解説！福島第一原発事故と放射線」はＮＨＫの専門記者

や解説委員によって書かれたものだが、今回の原発事故の底流にある日本の歴史的

な原子力技術の一種の総括点が示されていると思う。ＮＨＫの番組でも日本の原子

力技術の歴史的総括を行ってほしい。今回の原発事故を考える一つの切り口として

大切だと思うのでぜひお願いしたい。 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２３年５月ＮＨＫ中央放送番組審議会（議事概要） 

 

５月のＮＨＫ中央放送番組審議会は、１６日(月)、ＮＨＫ放送センターにおいて、

１３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｣(案)についての諮問にあたって説明が

あり、審議の結果、中央放送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、Ａｍａｚｉｎｇ Ｖｏｉｃｅ 驚異の歌声「アジアの島々(1)アトランタに響

いた歌声」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、６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  福井 俊彦（前日本銀行総裁） 

   副委員長  田中 里沙（（株）宣伝会議編集室長） 

   委 員      潮田 道夫（毎日新聞社論説委員） 

         岸本 葉子（エッセイスト） 

         駒崎 弘樹（ＮＰＯ法人フローレンス代表理事） 

         紫   舟（書家） 

         白石興二郎（読売新聞社専務取締役論説委員長） 

         平  朝彦（独立行政法人海洋研究開発機構理事） 

         田島 恵一（自治労全国一般評議会特別幹事） 

         田中ｳﾙｳﾞｪ京（（株）ＭＪコンテス取締役、メンタルスキル・コンサルタント） 

        冨士 重夫（全国農業協同組合中央会専務理事） 

        細谷 亮太（聖路加国際病院副院長、小児総合医療センター長） 

        若月 壽子（主婦連合会事務局） 

 

 

（主な発言） 

 

＜｢国内放送番組の種別の基準｣(案)について＞ 

 

○  番組の調和原則が保たれることをめざしたものであるという話があった。今回諮

問された「国内放送番組の種別の基準」における「教養番組」、「教育番組」、「報道

番組」、「娯楽番組」の４つの種別が４分の１ずつの割合になっていなければならな

いという意味ではないと思うが、その理解でよいか。 
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（ＮＨＫ側） 

  「国内放送番組編成計画」ではたとえば総合テレビの場合、

報道番組を２０％以上、教育番組を１０％以上、教養番組を

２０％以上、娯楽番組を２０％以上というように比率を定め

ている。教育テレビとラジオ第２は調和原則の適用を受けな

い。 

 

○  この度の東日本大震災のように、災害発生時には終日ニュースを伝えるという

ケースがあるのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  緊急災害時などは一時的にニュースの時間量が増えること

はあるが、そういった一時的な部分にとらわれず、ある一定

の期間の中で放送全体のバランスがとれるよう努めている。 

 

○  諮問された原案に異論はない。ＮＨＫの番組編成が制約を受け、自主性が阻まれ

るようなことがないよう、放送局自らがきちんと対応していくことをお願いしたい。

報道機関の生命線だと思うのであえて申し添える。 

 

○  番組審議会としては番組内容だけではなく、どのような多様性を持って番組が編

成されるか、独立の立場で審議するものではないかと考える。法律で枠組が決めら

れ、それを受け入れることについて議論する必要があるかと思う。そのあたりの裁

量の余地はどう考えるとよいのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  今回、「放送番組の種別の基準」を定め、種別ごとの放送時

間の報告、公表を行うこととなった法改正の趣旨としては、

調和のとれた放送をめざすということであり、どの種別が

何％でなければならないということを義務づけるものではな

い。趣旨にのっとって放送局自らが適正に運用していくよう

努めたい。 

 

○  諮問された「国内放送番組の種別の基準」については原案を可とする答申をしたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  番組審議会の答申を得たので、「国内放送番組の種別の基
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準」を決定する。毎月第３週の放送番組の「番組の種別」、「種

別ごとの放送時間」を半年ごとに審議会に報告する。 

  次回の審議会では、「平成２３年度国内放送番組編成計画」

（放送番組時刻表）における定時番組の「番組の種別」を報

告する。 

 

 

＜Ａｍａｚｉｎｇ Ｖｏｉｃｅ 驚異の歌声「アジアの島々（１）アトランタに響いた

歌声」（ＢＳプレミアム ４月７日(木)放送）について＞ 

 

○  １回目に見た時は集中できなかったが、２回目にじっくり見るとおもしろかった。

専門用語の「倍音」について最初に説明が欲しいと感じた。カメラマンを見せる作

りになっていたことにも興味を持った。この種の番組は、実践者と研究者がそれぞ

れの立場で語るケースが多いが、藤井フミヤさんと元ちとせさんという音楽の実践

者２人が並んで語りあうスタイルはおもしろいと思った。いわゆる本物同士の共通

言語が飛び交う様子がかいま見られ、極めた者同士の本音に触れた気がした。番組

の中ほどで「意味のない歌詞」に関するくだりがあった。「老人飲酒歌」の意味が

表示されないかと思いながらずっと見ていて、「意味のない歌詞は喜怒哀楽のすべ

てを表現できる」という言葉に刺激を受けた。私自身、シンクロナイズドスイミン

グの選手時代に、意味のない身体表現がどれだけ人を感激させるかということを考

えた時期があった。たとえば「カルメン」「白鳥の湖」などの曲で決まった意味の

もとに演技すると満点が取れない。しかし、理論的に考えると出せないような満点

という点数を出す時は何か身体表現に異常な感情が入っていないとだめなのでは

ないか、選手側の意味が伝わることがよいのではなく、採点者がおのずと感じるこ

とが大事なのではないかと考え悩んだ。その感覚に重なるところがあった。 

 

○  カメラマンが映っていたことについて、何か意味があるのか聞きたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  カメラマンを撮ること自体にさほど大きな意味があるわけ

ではない。藤井フミヤさんと元ちとせさんの２人が、世界か

ら届いた歌声をどのように受け止めるか、スタジオでのトー

クは台本どおりではなく、本当に音楽を聞いて自然と言葉が

出てきているところを感じ取ってもらいたいという思いで、

現場そのものを生のまま見せようとした。カメラマンを撮る

というよりはカメラマンが映ってしまっても構わないという
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姿勢で番組を作っていると考えていただければと思う。 

 

○  現地での取材が収録されたドキュメンタリーの内容は新鮮でおもしろかった。た

だ、スタジオが役目を果たしていなかったのではないかと感じた。どのような発言

が聞けるのか興味を持っていたが、出演者３人からまだ何も生まれていなかった感

じがする。彼らも言葉を生み出すプロなので、見たものを１回心にしっかり落とし

てから彼らの言葉で語るということがあったらよかったのではないかと思った。こ

の番組に限らず、スタジオの役割については最近よく考えさせられる。進行役、パー

ソナリティ、ナビゲーターと呼ばれる方々が、洞察力や人生経験などが求められる

という立場で物事を考え、発言するところが少し弱いのではないかと感じる。 

 

○  とてもよい番組だと思った。メジャー音楽産業の光が当たらない領域に目を向け、

歌の力を発見していくという企画意図には好感が持てた。課題はスタジオ部分では

ないか。先ほどの委員の発言は示唆に富んでいた。本物同士の話す共通語に視聴者

も自然にシンクロしていき、刺激を受けたという感想は真実だと思う。ただ、それ

が２回目にならないと届かなかったという点にも着目しなければならない。一般の

視聴者には１回目でそれが届かないと続けて引きつけようとするのは難しいだろう。

私もスタジオがやや冗漫に感じられた。本物のアーチスト同士の化学反応のような

ものに触れるにはよほど注意深く聞かなければいけない。スタジオ部分をもう少し

ライブ感を残しながらも整理し、４５分くらいにするとよかったのではないか。歌

の素材の部分の聖なる感じと、スタジオのやや冗漫な話しぶりにギャップがあった。

ＢＳプレミアムという成熟したチャンネルとスタジオ部分が合わないように感じた。

ただ、２０代、４０代に受け入れられたというような説明もあったので、私の違和

感は個人的なものかもしれない。企画意図からすると今のままでもよいのかと思う。

企画意図やねらっている年齢層など、もう少し検討の余地があるか知りたい。 

 

○  スタジオ部分で工夫の余地があるのではないかという意見が続いたが、こういう

工夫をしているというところがあればうかがいたい。俳優の林隆三さんが声だけの

登場で、画面に出てこないという演出もいわゆる工夫の一環なのだろうか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  制作者が悩みながら作っているところがそのまま視聴者に

伝わっているようで、反省しなければいけない。先ほど発言

のあった「本物どうしが語り合うおもしろさ」は、わかる人

だけが見てくれればよいという考え方もあるかと思う。衛星

放送の番組制作に長年携わってきて、地上波と違う座標をど
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こに置くのか考え続けてきた。そうはいうもののＢＳプレミ

アムという２波に整理されたチャンネルの中で、これまで以

上の視聴者を獲得していかなければ公共放送の未来はないと

いう中でどこまで視聴者を獲得すべきか。これは多くの制作

現場が悩んでいることだろう。藤井フミヤさんと元ちとせ

さんとはいずれも音楽の実演者ではあるが、一方はメジャー

音楽産業で長年活躍してきたチェッカーズの元アイドルで、

もう一方は島唄という歌い手から掘り出されたアメージング

ボイスである。この２人がどういう化学反応を起こすか、し

ばらくは推移を見ることになった。このあと５月はフランス

編を放送する予定で、プロの歌手の歌声を取り上げる。今度

はプロの歌手を見て２人がどう反応するか、役割や話のおも

しろさの彫り込み方が徐々につかめてきた気がしている。引

き続き、心して番組作りに取り組んでいくので、見守ってい

ただければありがたい。 

 

○  林隆三さんがナレーションだけの出演で、藤井フミヤさんと元ちとせさんのトー

クにも絡むが、あえて姿を現さないというのは何か演出の意図があるのか知りたい

気がした。 

  台湾の山岳民族のことは知っていたが、あのようなすばらしい文化、歌声があっ

たことは知らなかったので、たいへんな驚きと感動があった。“意味なき言葉”に

たいへん魅力を感じた。そうはいっても歌っているメッセージ、家族の歌や愛の歌、

悲しみの歌など、そういうものはどうやって表現しているのか。聞けばわかるとい

うことなのか。最後のほうで別の少数民族が歌っていたのは歌詞があった。訳詞の

歌詞がテロップで流れていたので、アミという民族は意味のない言葉で歌っている

のか、ほかの民族は同じ台湾でも歌詞があるということか、そのあたりが知りた

かった。 

 

○  文字を持たない少数民族というのは、音が文字であり、音が意味であるというこ

となのだろうか。意味のない音という説明はどうかと思いながら聞いた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  林隆三さんは、藤井フミヤさんと元ちとせさんと一緒に

３人並んで話をするのではなく、藤井フミヤさんと元ちとせ

さんの２人に、天の声のような形で情報を伝えるという位置

づけとした。 
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  台湾の少数民族がすべて意味のない歌を歌っているわけで

はなく、ディファンさんがアミ族のさまざまな歌の中でそう

いう歌を一生懸命歌っていたと考えていただくのが正しいか

と思う。その中で少数民族の権利を守るために社会運動を率

いていたフー・ドーフーさんという人物がそれに共感し、同

様な歌い方をしていたところを取材班が見つけた。番組で歌

詞を付けるのか付けないのかはケース・バイ・ケースだと思

う。歌詞があるからこそ楽しんでもらえる歌もあるだろうし、

歌詞を付けることによって歌う表情や歌っている背景の自然

などに目が行かなくなってしまうこともある。画面の字を読

むことと表情を見ることとのバランスの中で、どこがいち

ばんよいところなのかは今後も考えながら番組を作っていき

たい。説明的なことをどの程度番組の中に入れていくか、ご

指摘のあった「倍音」を音楽的にきちんと説明するとなると

相応の時間と工夫を必要とする。番組を見た視聴者がその歌

声に感動し、自発的に調べてみようと思ってもらえるような

番組ができれば望ましい形かと思う。説明しすぎず、視聴者

自ら興味を持ってもらうにはどうしたらよいか、そういうと

ころを考えながら番組作りを進めていきたい。 

 

○  ２回見たが入り込めなかった。少数民族がいて、そこに原始の歌声があり、失わ

れていく伝統や文化の継承のためにこれは受け継がなければならない。受け継ごう

としている人たちがいる。故に魂が揺さぶられるはずだ…というようなメッセージ

が最初から説明されすぎていて、素直に感情移入できなかった。あとは歌を聞きな

さいと言われてもなかなか越えられない。少数民族や先住民族に対してその概念は

至るところにある話だ。もう少し素直に歌声を導入し、自由な気持ちで鑑賞する作

り方ができないだろうかと感じた。 

 

○  以前、教育テレビの「スコラ 坂本龍一 音楽の学校」でジャズやバッハを取り

上げていて、特にバッハのシリーズはよい人選で、視聴者をどんどん引き込む感じ

の作りになっていた。今回の音楽番組もコンセプトはとてもすばらしい。埋もれて

いる音楽を発掘しようというのはおもしろく、たいへん興味を持って見た。ただ、

残念なことに説明が勝ちすぎていた気がする。しかし、刺激を受けるところはあっ

た。意味のない歌詞が日本の歌の中になかったかとその後もずっと考えていた。日

本にも、意味のない歌詞にメロディーを乗せて歌ったものがあった気がする。どの

ように歌うかによって聞く側に感情が伝わるということはどの民族にあるのかも
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しれない。今後の放送ではフランスのプロの歌手の歌声が出てくるとのことで期待

したい。 

 

○  歌声のすばらしさを視聴者に伝えるというねらいは十分に通じたのではないか。

ディファンさんと妻のデュエットの美しさ、冒頭の男性だけの合唱も楽しみながら

聞けた。ドキュメンタリータッチの作りとスタジオの解説のところが若干溶け込ん

でいけないようなところがあった。スキャットでもなく擬声音の繰り返しでもない

独特の言葉であるが、「老人飲酒歌」という歌は何かそこに場があり、心があって

雰囲気をつくるためのメッセージがあるのだろう。それを意味不明の歌ということ

で片付けてよいのかという印象は持った。母音の繰り返しが美しく、単純な繰り返

しだけにすばらしいハーモニーで聞こえてきたが、本当に意味不明なのかどうかは

最後までわからなかった。何かメッセージがあったに違いない。たとえば日本の民

謡でもそういうものがある。元ちとせさんが歌うとどうなるのか聞いてみたい気が

した。 

 

○  スタジオで視聴者の目線を入れながら展開していこうという新しい工夫がある。

藤井フミヤさんと元ちとせさんのキャスティングもなかなかおもしろい。「歌声の

原石」を見つけ、単にこんな歌声があると紹介するのではなく、何が驚異なのか、

これがどのように私たちにかかわってくるのかというところできっかけを与えて

くれる。期待してこれからも見たい。２人とも言葉数があまり多くはないが、時々

重い一言が聞けた。歌手ならではの見方、感覚的な言葉で表現されていた。 

  台湾の少数民族の歌声がアトランタオリンピックのキャンペーンソングに起用

されたというように、“原石”と新たなものとの出合いが興味深い。驚異の歌声が

語り継がれ、同じ場所に止まらず、新たなコミュニケーションで広がっていくとこ

ろに１つの魅力がある。そこがもう少し展開され、一般のものになり、興味・関心

を広げてくれるきっかけになるとよい。従来こういう番組はたとえば文化人類学者

などが出てきて解説すると思われたが、今回は新しい印象だ。番組冒頭３分半ほど

歌だけを聞かせたのは新鮮だった。番組の中でもっとゆっくりと聞けるタイミング

が何か所かにあってもよいと思った。 

 

○  ディファンさんの歌う「老人飲酒歌」がアトランタオリンピックのキャンペーン

曲に使われた際、無断借用の問題があったとのことだが、この経緯も知りたかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  裁判はすでに決着している。解説してもあまりおもしろい

内容ではないと判断し、番組内で紹介することは省略した。 
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○  意味のない歌詞というのは、外国語の歌なので聞いていて、本当にそうなのかよ

くわからなかった。だれが歌ってもあのように歌うけれどもという意味で、しかし

意味はないということなのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「老人飲酒歌」は、ドイツの音楽プロジェクト・エニグマ

がサンプリングしたものと元の録音、亡くなったディファン

さんとかつて一緒に歌っていた方々と別々の演奏が番組の中

で出てきた。どれも基本的には母音の並び方は同じものだ。

だから歌い方は決まっている。即興で歌っているわけではな

い。きちんとした歌詞として意味はないが音は決まっている

ということである。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  福岡県大牟田市を舞台にした５月５日(木)の福岡発地域ドラマ「見知らぬわが

町」はとてもよかった。私自身の体験だが、労働運動に関わった当時、三池の現地

へ行って炭鉱の住宅に泊まり込んで一緒に歌った思い出があるので、なおさら印象

深かった。若い人たちが自分の育っている町を発見していくドラマだ。大牟田に三

池炭鉱があり、炭鉱労働者は囚人労働があったり、あるいは炭塵（たんじん）爆発

があったりした。そういう歴史を振り返りながらいろいろな町に一生懸命生きてい

る人がいるというメッセージがあった。地域放送局のすばらしさが出ていたと思う。 

 

○  「ディープピープル」は、プロフェッショナル３人が真剣に語り合っている。出

演者の顔ぶれによっては、途中で案内役の関根勤さんの話が入らなくてもよいので

はないかと感じる時がある。 

 

○  ４月１７日(日)のＥＴＶ特集「カズオ・イシグロをさがして」はとても印象深かっ

た。紹介された内容に関心を持ち、映画化された作品も見に行き、本も読んだ。彼

の作品にもっと触れてみたいと興味を引かれた。 

 

○  ５月３日(火)の旅のチカラ「心のビートで踊れ 歌手 今井絵理子」はとてもよ

かった。聴覚障害のある子どもさんを持つ歌手の今井絵里子さんがアメリカ・ワ

シントンＤＣを訪れ、耳が聞こえない人たちのダンスチームに参加し、たとえ耳が

聞こえなくても一流のダンスができることを感じとっていく様子が紹介されてい
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た。今井さんの人間性も出ているし、いきいきと活躍している人たちの姿がよく映

し出されていた。今井さんは「私の一生ものの番組になる」と語っていたが、私自

身もこの番組を見て得るものがあった。地上波でもぜひ放送してほしい。ＢＳプレ

ミアムで評価の高かったものは地上波で放送することによって、衛星放送への関心

を高めることにつながると思う。 

 

○  ５月４日(水)のドキュメンタリーＷＡＶＥ選「パリの中国人～天安門事件亡命者

たちの日々～」は年を重ねることや祖国について考えさせられるとてもよい番組

だった。天安門事件で祖国を追われパリに亡命した中国人の日々を描いており、虚

無的になりながら異国で生きる人物と、民衆化へのメッセージをインターネットを

通じて中国に発信し続ける人物の２人の異なるキャラクターが印象的だった。 

 

○  新年度からラジオ第１の番組が大きく変わり、毎週楽しみにしていた番組が消え

たのは寂しいが、「亀渕昭信のにっぽん全国ラジオめぐり」がとてもよい。ＮＨＫ

の役割として、各地域でしか聴けない民放の優れた番組を全国放送で紹介するのは

とてもよいことだと思う。社会的な役割の一歩を踏み出したという意味でこの番組

に期待している。 

 

○  前回の審議会で、ラジオ第２放送の午前６時前の減力放送のことわりコメントに

ついて、「“東北関東大震災”から“東日本大震災”に呼称が変わっているのでは

ないか」と発言した。その後すぐに修正されており、迅速な対応に感心した。 

 

○  東日本大震災による海外風評被害を防ぐことに関する提案について述べたい。私

は複数のＮＰＯとともに被災地支援のための基金を作った。今０歳の子どもたちが

２０歳になるまで支えようという中長期的な復興プログラムの基金で、主に子ど

もたちの教育、震災遺児への奨学金や学校教育の支援を実施しようというものだ。

その関係で被災地に行き、さまざまな調査をしてきた。現地の方々が心配してい

るのは雇用、経済の問題だ。このまま自分たちが作った農産物が売れなかったら、

あるいは海外で受け入れてもらえなかったらどうなるのかと心配している。そう

したことに何とか寄与できないかということが提案の背景にある。 

 「インターナショナル・ヘラルド・トリビューン」に風刺画が載った。白雪姫が

リンゴを見て「ちょっと待って。あなた日本から来たの？」と言っている風刺画

だ。その手もとには新聞を抱えていて「Ｊａｐａｎ ｎｕｃｌｅａｒ ｒａｄｉ

ａｔｉｏｎ（日本の原子力の放射能）」と書かれている。このような風刺画が載る

ほど、海外で日本の原子力、放射能汚染が大きく取り上げられ、それがメイド・

イン・ジャパンというブランドを傷つけている状況だ。観光にも打撃を与え、３
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月の訪日外国人前年同月比は５０．３％減、震災後に限定すると７３％減で観光

業界は大きなダメージを受けている。同時に日本からの輸出品に関してはアジア諸

国が規制を設けている。このような中でＮＨＫができることは何かと考え、イン

ターネットを活用することではないかと思った。コンテンツの提供は３月で終了し

たが、もったいないと思う。ＮＨＫワールドＴＶを、ユーチューブ等の世界中のだ

れもが見られるようなサイトの中で出していくことで、日本の状況を世界の人々に

伝えることができる。ＮＨＫワールドＴＶはＮＨＫのサイトに行かなくては見られ

ないので、ユーチューブ等の動画サイトの中にコンテンツを位置づけていくことが

必要ではないか。海外からの風評被害を防ぐ意味においてもこうした取り組みを進

めてもらえないか提案したい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ３月１１日(金)、東日本大震災の直後からＮＨＫのサー

バーにアクセスが殺到し、その負荷に耐えられない可能性が

発生する状況になった。同日夜から各国の国際放送を集めた

サイト、ライブステーションでのストリーミングを提供する

ことを始めた。３月１３日(日)からユーストリーム、３月

１４日(月)からニコニコ生放送で、ライブストリーム（放送

と同時のインターネット配信）の提供を始めた。アクセス数が

落ち着き、ＮＨＫのサーバーで十分に耐えられることになった

ので、ユーストリームとニコニコ生放送へは３月２６日(土)午

前０時に総合テレビとともに提供を終了している。ライブス

テーションへの提供は続いている。ユーストリーム、ニコニ

コ生放送、ユーチューブなどにどのようなかたちで効果的な

伝え方ができるのか話し合いをしているところだ。国際放送

に関わるこの件は、国際放送番組審議会での議論になろうか

と思う。インターネットのエリアでどのようなプラット

フォームを作るかということで海外でもいろいろなせめぎ合

いが行われている。慎重に議論を進めながら、なおかつ目的

に合ったかたちの配信を考えていきたい。 

 

○  説明の内容は理解するが、一方で事態は進んでおり、そうこうしている間に海外

での報道は広がっていく。スピードをもって意思決定を進めていただくようお願い

したい。 

 

（ＮＨＫ側） 
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  今回の東日本大震災に伴うＮＨＫの報道はほとんど各国の

報道機関で取り扱われている。それにアクセスできないとこ

ろでもネットを通じ、多くの方が音声ないしは映像で日本に

おける状況を見ていただいている。そういう意味ではその前

の状況とは事情がかなり違っていることもご理解いただきた

い。可能であれば、できるところについては効果的な連携関

係を築いていきたいと考えており、検討を進めていきたい。 

 

○  海外の風評被害を防ぐための提案に賛同する。著作権の問題などもあるだろうが、

それを主張することは時代に逆行するのではないか。ユーチューブ、ユーストリー

ムの圧倒的な力に乗ることは日本を救うことだと思う。私たちができること、自分

のできることは各自が努力する。ただＮＨＫが救える日本があるということをぜひ

伝えたい。そのことは今、目の前にある制約やルールを守ることでは救えないのだ

ろうと思う。さまざまな制約があり、たいへんだろうと同情する面もあるが、ぜひ

乗り越えてほしいと願う。 

 

○  東日本大震災の発生後にアメリカに行ったが、海外の人たちがどのように感じて

いるかは茫漠（ぼうばく）と感じていた。率直にいって日本の政府、あるいは東京

電力が外国のプレスに向かって、外国の普通の人たちが理解しやすいプレスカン

ファレンスをきちんとしていない。それがないままに外国のプレスがオーバーに報

道しているのをまず読む。それとの比較で今度はＮＨＫにアクセスをして見る。手

順が少しおかしくなっていると思った。政府も英語のテキストブックを作り対外発

信をしているという話だが、日本人ならば理解できる内容をそのまま英語にしてい

る。多くの外国の人は東京と沖縄の区別、東京と北海道の区別はわかっても、東京

と福島、東京と仙台はどのぐらいの距離関係にあるのか、正確に理解しないまま

ニュースをとらえている。原子力発電の問題については、アメリカの電力会社のカ

バー範囲は比較的狭いので、東京電力のカバー範囲は東京中心ではないかと思って

しまう。そういったところから解きほぐしながら英語できちんとした報道があれば

ずいぶん違う。ＮＨＫの番組を見るときも初めから前提がきちんと整理されたうえ

で見てくれることになる。残念ながら日本の対外発信は何もわからない人に説明す

る部分がまず欠落していることがあると思う。 

 

○  震災報道では「ＮＨＫスペシャル」、「クローズアップ現代」など、とても中身

の濃い報道があった。４月３日(日)のＥＴＶ特集「原発災害の地にて」で吉岡忍

さんと玄侑宗久さんの対談を中心にした番組で、被災地に入り込んで取材をして

いた。こういう番組は教育テレビだからこそできたと思う。続いて、５月１５日
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(日)のＥＴＶ特集「ネットワークでつくる放射能汚染地図 福島原発事故から２か

月」ではそれを追うように、福島県浪江町赤宇木に科学者たちが入り、どれだけ放

射能があるのか、どう対策をしていくかという問題を伝えていた。災害復旧で津波

と地震と原発は分けるべきだろう。原発はあくまでも人災であるし、今の海外の問

題も日本の風評を悪いように言うが、政府や原子力安全・保安院、東京電力が情報

をきちんと提供しないから風評は広がる面がある。報道番組がこういうものをしっ

かりと追いかける必要があると思う。 

 

○  ＢＳ世界のドキュメンタリー「シリーズ チェルノブイリ事故 ２５年」を見た。

東京電力福島第一原発の事故の問題については、どんどん状況が悪くなっているよ

うで、以前はチェルノブイリほどではないと思っていたのに、もしかしたら同じよ

うなことが起こってくるのではないかとたいへん心に響いた。 

 

○  震災に関する報道や特集番組などＮＨＫの放送は優れた内容のものが続いてい

る。ＢＳ世界のドキュメンタリー「シリーズ チェルノブイリ事故 ２５年」もよ

いが、同じく「地下深く永遠に～核廃棄物 １０万年の危険～」というフィンラン

ドの放射性廃棄物の最終処分場“オンカロ”の建設現場を取り上げたドキュメンタ

リーが２月に放送された。そのときは見逃したが、再放送が５月１８日(木)深夜に

予定されているとのことでとても期待している。 

  待ちきれずに東京・渋谷で公開されている映画「100,000 年後の安全」を見てき

た。ＥＵの基準では原発の廃棄物の燃料の安全になる期間は１０万年だそうだ。地

下 500 メートルのところに穴を掘って貯蔵し、１０万年後にどうなるのか、人類は

どうなっているかという問いかけだ。地下に眠っているものを人間が見つけて掘ら

れては困る、それを防止するのはどうしたらよいか、警告文を置くべきかなど、

フィンランドの人たちが悩み議論する様子などをとらえたフィルムである。原子力

発電をどうとらえるか、この間いろいろなことを考え、さまざまなＮＨＫの番組も

大いに参考にさせてもらった。１０万年後を展望しないと原発をなかなか扱っては

ならないという印象を受ける。こういう放送ができるのはＮＨＫならではのことだ

と思う。すぐれた番組をどんどん発掘してほしい。 

 

○  震災報道に関連して述べたい。風評被害にはいくつかの要素があると思う。中で

も報道、放送機関の責任の重大さは言うまでもない。東京電力や政府側の発表のし

かた、とくに当初の段階から正確な情報を出していない、隠匿しているのではない

かという不信が国内だけでなく海外のメディアでも強かった。現場の記者などの話

では、海外メディアへのブリーフィングは毎日行われているが、だんだん参加者が

減り、外国のプレスからは相手にされなくなってきているようだ。大いに反省しな



13 

ければいけない。日本政府側の問題でもあるが、駐在する外国のプレス、放送会社

は、応援部隊も来て、アピール力のある映像を伝えたり記事を書いたりしようとい

う姿勢が強い。悪意はないにしろ日本の危険性、東京の危険性、周辺の危険性を際

立たせるような事例もあったと思う。そういう風評被害に負けない情報発信をして

いかなければいけない。新聞の責任も大きいが、ＮＨＫの公共放送としての役割も

重大だ。著作権などいろいろ課題はあるだろうが、政府の情報発信の弱さを補完し、

それを上回るような情報発信力が求められる。それはメディアに対する信頼性に裏

打ちされたもので海外に伝わっていくことが風評被害を封じ込める意味で大事で

はないかと思う。 

 

○  ＮＨＫのニュースはコンパクトにポイントを突いたわかりやすい内容のものが

多く、評価している。ただ、内閣官房参与の小佐古敏荘氏が辞意を表明した記者会

見について伝えるニュースでは、説明が言葉足らずだった。小佐古氏は政府の震災

対策、政策が場当たり的だと述べ、特に小学校等の校庭の利用基準について文部科

学省が採用した放射線の年間被ばく量２０ミリシーベルトという数値基準を批判

していた。なぜ２０ミリシーベルトがだめなのかという説明が若干言葉足らずだっ

た。小佐古さん自身も言葉足らずだったが、そこを補ってわかりやすくすることは

放送に当たるＮＨＫの責任でもあると思う。 

 

○  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

放射線の研究者たちが汚染地域に入って測定を続け、一生懸命に地図を作っている

様子を追っていた。地域の親たちが原子力安全・保安院に数値基準の“２０ミリシー

ベルト”は問題だと詰め寄るシーンがあった。放射線科の医師が通常あびる年間の

線量が５ミリシーベルトで、法律的には 100 ミリシーベルト／５年である。はたし

て子どもたちの２０ミリシーベルトという数値がどうなのかというあたりはとて

も大きな問題だ。番組にはビキニ環礁の核実験のときに調査に行った科学者が出て

いて当時の調査の様子も映っていた。マーシャル諸島の子どもたちで甲状腺のがん

がその後増えたということは、アメリカの調査で確認されたことだが、そういうこ

とがあまり表に出てきていない。混乱を起こさぬようにという思いが当初はあった

のだろう。しかし、どんなによくないニュースであってもきちんと知らせなければ

いけない時期に来ているのではないかと、内閣官房参与の小佐古氏が辞任された頃

から感じるようになった。この番組を見てつくづくそのように感じた。 

 

○  震災後の公共放送の役割について整理しておいたほうがよいと感じることを大

きく分けて２点述べたい。１つは放射能に対する国民の不安への対応として、テレ

ビ・ラジオといった異なるメディアや多様なチャンネルを横断し、伝える内容を整
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理することが必要ではないかということだ。たとえばあるドキュメンタリーでこう

いう情報を得る、あるニュースでこう言っていた、というように、知識が断片的に

私たちの中に入っている。それを横断的に、しかも原子力工学的な観点からという

より、「きょうの健康」のような感じの観点からわかりやすく整理することが必要

だと思う。 

  ２つ目は復興への道筋を市民が皆で考えるための“物差し”の提供だ。震災後の

課題がこの間ずいぶん変わってきている。最初のひと月ぐらいは一種の災害ユート

ピアとでも言うような心理が被災地のみならず日本全国を覆っていて一体感が強

かった。しかしこのごろは復興の課題があまりに大きく、その財源が計り知れない

ために不安と一種のきしみが出てきている。一度整理して考えなければいけない。

その中で私が今知りたいことは３点だ。１点目は地方自治の問題である。どちらか

というと小泉改革以来、権限委譲や財源委譲のような細かな自治体に下ろす流れに

あったような印象がある。今どのように国と地方自治体が役割分担していくのがよ

いのか、今までの流れはどうだったが、それではどこまでできて、どこまで難しい

のかを整理することである。２点目は「受益と負担」の関係を整理することだ。と

くに原発の問題では、電気を使っていたのは発電所のないところではないかという

ような、受益と負担の考え方を巡って対立のようなものが生まれてきている。復興

に手を携えて進んでいくにはよくないことだ。一度、受益と負担の考え方を整理す

る必要があると感じる。３点目は「公と私」という軸だ。天災で大きな被害を受け

たが、どこまでが私有財産として自分で立て直さなければならないか、どこまでが

公の手当てを求めるか。「公」は結局国民全体の税金にかかわってくることを考え、

国民が理解しやすいかたちで取り上げてほしい。心理的な面でも復興への道筋をつ

けていくことが必要ではないかと思う。 

 

○  長期的な視点での話をしたい。東日本大震災の膨大な映像が各地で撮られている。

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」もそう

いった映像を素材に作られたすばらしい番組だった。その映像は一種のナショナル

アーカイブであり、日本の将来を考えるうえですべてのベースになる。これをき

ちんと残す仕事はＮＨＫだけではなくいろいろなところが取り組まなければなら

ない。一種のナショナルアーカイブとして国の役目もある。１０年後にどうなって

いるかわからないが、ドキュメントとしてしっかりと残さなければならない。日本

の将来のみならず人類の遺産である。プロジェクトチームを作るなどＮＨＫのス

タンス、国の役割を明瞭にして、アーカイブの保存に取り組んでもらいたい。 

 

○  多くの委員の意見には、今後のＮＨＫの番組の組み立て方に対する根本的な要望

が含まれていたと思う。番組の構成や解説の中にそのフィロソフィーの組み立て直
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しがきちんと示唆されていくことが大切だという指摘ではなかったか。国と地方と

の役割分担も、もともと日本の民主主義は国と地方の役割分担が本来あるべき姿に

セットされていたかどうかというところから問題が起こってくる。今までどおりに

戻すのがよいのか、これを機会に本来の原則にのっとった解決のしかたを組み立て

ていくのがよいのか。そういう視点の立て方でニュース報道や解説番組があること

が望ましい。民主主義の社会では個人が自分の責任でやるべきことはきちんとやり、

できないことをコミュニティーで、それでもできないことは国でやっていく、いわ

ゆる補完性の原則があるはずだ。日本の場合は中央に権限が集中しすぎていた。地

方自治がきちんと行われていれば分権は行われないはずだが地方に権限を譲る話

をしている。もともと問題を持っていたのである。今後の問題解決にあたって原則

に戻して整理をすればこうだが従来の方法の延長線上で現実的にとらえればこう

だという尺度がわかる組み立て方の解説が必要だろう。 

  受益と負担の関係について、戦後の高度成長の過程で所得の平等化が進んだので、

それほど厳密に議論をしなくても解決の手法が工夫されてきた。受益と負担の関係

を感情ぬきで議論できる仕組みができていないとすれば、その根本の部分も示唆で

きるような解決のしかたが示されていかないといけないのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  本日はこの度の大震災に関していろいろなご意見をいただ

いたが、我々が持っている問題意識と通じるところが多々

あったと考える。被災地がいかに復旧していくか、支援が進

むかという問題がある。また、原発の事故については進行中

であるが、事実を迅速、正確、客観的に報道することに努め

ている。日本で発表されるニュースをどう受け止めるか、海

外のメディアのとらえ方の性格などもあり、かなりセンセー

ショナルに報道されている面もある。内外で風評被害が出て

おり、ＮＨＫの伝え方も十分注意していく必要がある。 

  震災を契機に２つの観点で取り組んでいきたい。１つはＮ

ＨＫの放送機能の整備だ。機能が発揮できるよう再度見直し

ていかなければいけない。もう１つは、震災を契機に日本の

社会はいろいろ変わっていくと思うが、変化をとらえ、将来

に向けた議論の指針を提供していくということだ。すでにプ

ロジェクトを立ち上げ、記者会見でも発表している。そういっ

た取り組みを通じ、ＮＨＫの役割を果たしていきたいと考え

ている。 
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（ＮＨＫ側） 

  この度、発表したプロジェクトのキャッチ・フレーズは「明

日へ－支えあおう－」である。放送での取り組み、放送外で

の取り組み、世界への発信という柱を立て、全局的なプロジェ

クトとして問題意識を提起していく。大震災は不幸な出来事

ではあったが、その報道においてＮＨＫが世界から注目され

信頼が高まったという面はある。それに応えるという意味で

も我々に何ができるか、見直したうえでしっかりとした態勢

で取り組んでいきたい。引き続きいろいろなご意見をお聞か

せいただければありがたい。 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２３年４月ＮＨＫ中央放送番組審議会（議事概要） 

 

４月のＮＨＫ中央放送番組審議会は、１８日(月)、ＮＨＫ放送センターにおいて、

１３人の委員が出席して開かれた。 

会議では、東日本大震災関連の放送を中心に、放送番組一般について活発に意見交換

を行った。 後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、５月の番組編成の説明が

行われ、会議を終了した。 

 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   副委員長  田中 里沙（（株）宣伝会議編集室長） 

   委 員      家本賢太郎（（株）クララオンライン代表取締役社長） 

         潮田 道夫（毎日新聞社論説委員） 

         大軒 由敬（朝日新聞社論説主幹） 

         岸本 葉子（エッセイスト） 

         駒崎 弘樹（ＮＰＯ法人フローレンス代表理事） 

         紫   舟（書家） 

         白石興二郎（読売新聞社専務取締役論説委員長） 

         平  朝彦（独立行政法人海洋研究開発機構理事） 

         田中ｳﾙｳﾞｪ京（（株）ＭＪコンテス取締役、メンタルスキル・コンサルタント） 

        冨士 重夫（全国農業協同組合中央会専務理事） 

        細谷 亮太（聖路加国際病院副院長、小児総合医療センター長） 

        若月 壽子（主婦連合会事務局） 

 

 

（主な発言） 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  地球科学者の立場として、この度の東日本大震災にいろいろな意味で大きな衝撃

を受けた。平成２２年に放送されたＮＨＫスペシャル「ＭＥＧＡＱＵＡＫＥ 巨大

地震」のシリーズは、寺田寅彦の随筆「天災と国防」の内容がテーマになっていた。

寺田が言っている重要なことは「文明が進めば進むほど天然の暴威による災害がそ

の劇烈の度を増すという事実である」ということだ。天災とはいうがその劇烈さは

文明の発達とかかわりがある。同時に寺田はその中で「浅薄な『教科書学問』の横

行のために」、我々の持っていた天然のさまざまな現象に対する深い意義が忘れ去
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られ、「付け焼き刃の文明に陶酔した人間はもうすっかり天然の支配に成功したと

のみ思い上がって所きらわず薄弱な家を立て連ね、そうして枕を高くしてきたるべ

き審判の日をうかうかと待っていたのではないか」と述べている。“浅薄な家”の

１つが原発であったことに関し、教科書的な学問あるいは通常の深い洞察に基づか

ない科学技術がいかに弱いものかということを思い知らしめたと思う。「ＭＥＧＡ

ＱＵＡＫＥ 巨大地震」のシリーズにそういうことがかなり述べられており、今思

い返してみても印象深い番組であった。その番組がどのように人に浸透し、この震

災のときにどういうような効果、あるいは人命に対しどういう影響があったかはわ

からないが、深い洞察に基づく天然への備えがいかに大切であるかということがし

みじみとわかる内容だった。今までの学問の理論はうそとは言わないが、ほとんど

役に立たなかった。役に立たないのみならず、真理そのもの、学問の背景そのもの

も根本的に変わった。マグニチュード９はたまたまのことなのか、地球で起こる

大の地震はどれほどの規模なのかということから考え直さないとこの学問は成り

立たない。われわれの科学技術もそういうもののうえに培っていかないと、今まで

のやり方は単なる経験に基づいた底の浅いものであったという反省がある。今回の

地震を通しての反省のもとにいろいろな切り口で地震、津波を取り上げることは可

能だろう。次なる番組はさらに知恵を加え、深い洞察に基づき、地震の本質とそれ

に対するわれわれの生き方について取り上げてもらいたい。 

 

○  この１か月間はＮＨＫ中心に震災、原発関連の番組を見てきた。こういう緊急報

道の事態になるとＮＨＫは強いと感じた。技術力、映像力、総合力、知力を感じる

報道だった。以下３点ほど述べたい。 

  ３月１１日(金)、宮城県の名取川が逆流し、名取の農地を津波が飲み込んでいく

ライブの映像を見た時は体が震え、凍りつくようだった。自分にとって一生忘れら

れない映像だ。よくぞ撮ったと思う。このたいへんな映像を世界に発信できたのは

ＮＨＫの力だと思う。 

  ２点目は「あさイチ」について、連日、原発の問題に関して視聴者から寄せられ

た率直な疑問に一つ一つ丁寧に答え、拾い上げていく番組構成がよかった。こうい

うかたちで問題をフォローアップしていくことは大切だと思う。 

  ３点目は、震災から１か月の特集について、地震、津波、原発、風評被害、さま

ざまな観点から問題点を分析する番組が組まれていた。被災地の人々の暮らしや仕

事をめぐる現状について、現地の心情を踏まえた情報発信をしていた。人間と自然

に対する目線が番組の作りや映像の随所に表れていた気がする。 

 

○  このたびの震災で、私の会社の外国籍の従業員たちも多数帰国した。われわれが

日本のメディアを通じ知ったことをそのまま外国人に伝えようとしても、海外のメ
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ディアによる報道と比較されたときに、彼らを説得しきれないことが多かった。内

外のメディア報道の違いについていろいろ感じることのきっかけにもなった。 

  ユーストリームなどの動画サイトでＮＨＫの映像が見られたのはすばらしいこ

とだった。インターネットさえつながっていれば、リアルタイムでＮＨＫの報道に

接することができ、情報が得られる安心感があった。携帯電話や公衆回線網がふく

そうしたりする環境の中で、ブロードキャストの強さをあらためて強く感じた。制

度上、特別な措置だったのかもしれないが、画期的なことだと思った。 

  ラジオでも多言語で放送していたという話は早い段階から知っていたが、大使館

の職員や外国籍の企業の社員がどんどん引き上げた。正直にいって業務が回らなく

なり、つらい思いがした。どうすれば今後その溝は埋まるのだろうか。情報で埋ま

るのならなんとかして埋めたい。海外のメディアに実情を理解した報道をしてもら

うために何かできることがないのか。そういうことを強く感じた１か月だった。 

 

○  ３月１１日(金)、地震発生直後にオフィスで情報を入手しようと思ったときにた

いへん助かったのが、ＮＨＫのニュースを無断でインターネット上に配信していた

広島の中学生の動画だった。違法だったと思うがとても助かった。信頼のおける

ソースであるＮＨＫにインターネットを通してアクセスできたのはありがたかっ

た。また、ツイッターでＮＨＫ広報局のアカウントの担当者がリツイートしていた。

そのことによって助かった人は多かっただろう。本来ならばできなかったかもしれ

ないことを独自の判断で行ったのは誇らしいと思う。ＮＨＫの長い歴史の中でもこ

のような形でコンテンツを外に開いたことは英断だったのではないか。 

  妻の実家が福島で、津波こそまぬがれたが、インフラも止まり食料やガソリンに

も不自由する状況だった。福島の人たちは風評被害がつらく、これから経済はどう

なるのか困っている。こうしたときにＮＨＫのコンテンツをインターネットで、し

かも英語の副音声をつけた形で見ることができれば、風評被害防止に一役買えるの

ではないかと思う。海外のＣＮＮやほかのニュースをインターネットを通じ見てい

るが、非常にセンセーショナルな内容だ。それを見ている外資系のトップたちが日

本から逃げるのもそうだろうと思う。信頼のおけるＮＨＫの情報を英語の副音声を

付け、インターネットで伝えることを検討してほしい。日本の風評被害のダメージ

を和らげることができるのではないかと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  外国人向けの放送についてはＮＨＫワールドＴＶでほぼす

べての時間、地震関連のニュースや番組を放送し、ＮＨＫの

サイトでもストリーミングを実施した。スマートフォンにも

提供している。ユーストリームにも英語の番組をかなり長期
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間にわたって提供した。これらは相当の利用者があった。 

 

○  ＮＨＫのウェブサイト自体は外国の方が来てもあまり読めないと思うが、ユース

トリームやユーチューブなど国際的なプラットフォームの上で出していくことは

今後ぜひ検討してほしい。 

 

○  このひと月ほどは、私の人生の間でテレビをもっとも長時間視聴した時期だった。

その結果ＮＨＫの放送に対する信頼感がとても高まった。 

  災害時に視聴者としてテレビを見ていると伝え手の表情や態度に感じやすくな

るものだと思った。ＮＨＫの場合は、スタジオでのコメントも落ち着いて中立性を

保ちながら真摯（しんし）な表情で伝えていた。現地からのリポートもたとえば画

用紙に地図を描いて避難している人の場所や人数を伝えたりしていた。単に映像を

撮って報じるだけではなく、被害状況のとりまとめに努力していたのが印象的だっ

た。そういう点で公共放送としての役割を十分に果たしていたと思う。 

  ２点目は津波の映像について、ある時点で映像を流さない判断をしたことを評価

したい。 初の１日、２日目ぐらいまでは津波の映像が何度も流されたが、ある時

期からあまり出なくなった。おそらく被災地の人への影響などを考慮したのだろう

と思う。 

  ３点目はラジオの放送についてである。被災地の宮城県多賀城市の人から聞いた

ことは、津波映像を言葉で絵解きするような感じではなく、むしろ安否情報など必

要な情報を淡々と伝え、それがとても助かったと話していた。ラジオの存在意義が

平常時以上に高まったと感じる。避難グッズには小型のラジオを入れたいと思う。 

  ４点目は、被災地のニーズを伝える装置として視聴者がＮＨＫの報道を活用する

方向性が感じられたことだ。現状を伝えてほしいという被災者からのファックスが

山のように届いていたスタジオの映像が思い出される。被災地からの発信のツール

としてＮＨＫが認識されていることが印象的だった。 

  ５点目は、解説委員が議論しあう番組が有益で、しかも落ち着いて見られたとい

うことだ。外部の出演者どうしや立場の違う人だと論争になりがちだが、こういう

状況の時に安心して見られてよかったと思う。 

  次に、改善してはどうかと思った点を述べる。原発報道と地震の被災状況の報道

をどこで分け、どこで専門化していくかという判断は難しかったと思う。原発の状

況を追いたい自分にとって、ニュースが続く中で断続的に原発情報が入っていくの

がだんだんつらくなってきた。たとえばこのチャンネルではずっと原発について伝

えているというように分化する判断があるとよかったと思う。 

  また、パニックを防ぐための積極的な情報提供のしかたがもう少し工夫できない

かと思った。たとえば乳児の水の摂取が問題になった時、放射性物質の基準値の伝
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え方など、こういうときだからこそとにかくメッセージを出し続け、呼びかけるな

ど情報提供のしかたを工夫してほしかった。 

  後に、外国の人の救援活動についてももう少し見たかったと思う。 

 

○  今回の東日本大震災は、広域にわたること、地震と津波、さらに原発事故という要

素が複雑に絡み合って１か月以上たった今も被害が続いている。地震、津波の被災地

では復興がこれからの課題で、原発の福島ではまさに復旧が課題である。こういう状

況でいくつか層の違う大震災を報道しなければいけない中で、発生当日からのＮＨＫ

の報道は公共放送の使命をよく果たしている。全国の放送網を生かし多角的に報道し

ている。われわれ新聞社としても報道機関の一員として大いに参考にし、刺激を受け、

メディアの違いを越え現下の情勢を正確に視聴者や読者に伝え、海外に知ってもらう

意味で互いに補完しながら責任を果たしていけると考えている。放送は、被害に遭っ

た人々を助けていこうという人たちにとっても大きな存在だ。ガス、水道、電気と同

じようなライフラインであることが再認識されている。地震当日、津波発生時の白昼

夢に襲われたかのような映像のインパクトだけではなく、継続的な報道と解説、分析

において十分に責任を果たし続けてきたことに敬意を表したい。 

 

○  先ほどインターネットの活用の話が出ていたが、いろいろなメディアを使いＮＨＫ

が情報を伝えていることは大事なことだと思う。新聞もインターネットとも通じ、

あるいは号外等も含めて報道している。今回、とくに地元の小さな新聞社がかなり

被害を受けた。手書きの壁新聞を避難所に張った「石巻日日新聞」という存在もあっ

た。メディアの規模の大小、媒体の種類を問わず、報道、放送の責任を現場で果たし

ている人がたくさんいる。そういう人たちが前線でがんばっていることがこれからの

復旧、復興に大きな励ましになると思う。 

 

○  風評被害と内外の情報の格差は多くの委員から指摘されているとおりだが、「ワ

シントン・ポスト」の元東京支局長が、“なぜ私はここを立ち退かないか”という文

章を掲載していたことに感動した。海外の報道で日本が混乱と悲惨な状況だと伝えら

れているがそうではなく、いつもどおり秩序だった生活があり、原発の被害もより限

定的で限られたエリアでしか危険はなく、多くの日本人もそれを知っているというこ

とを紹介していた。しかし、多くの外国人は誤解している。そういう風評被害につい

て正確な情報を伝えていかなければいけない。 

 

○  地震後、報道媒体のアンケート調査の結果で「報道の存在を再認識した」という声

が多数あった。中でも驚いたのは２０代、３０代の若い人から、「新聞、活字の威力、

力を再発見した」という声があったことだ。インターネットも映像もあるが、「文字
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で確認することの重要性を再認識した」という答えが若い人に多かったのはわれわれ

にとって力強いデータではなかったかと思う。 

 

○  震災に関しては全般にＮＨＫは民放に比べ質、量ともに圧倒していた。よい報道

をされたと思うが、細かいところで気になったことを述べる。テレビの場合、とり

わけＮＨＫの場合には影響力の大きさを認識し、抑制的に報道されるのだと思う。

当初、原子力発電所で水素爆発があったが、爆発の瞬間の映像をＮＨＫで見た記憶

がない。私が見ていた限りにおいては爆発した後の静止画像は出ているが、爆発し

たときの画像がなかった気がする。この点についてお尋ねしたい。 

  また、震災から１週間ほどたったときに菅総理大臣の会見があったが、会見の途中

で打ち切り、記者、解説委員とのやりとりに移った。こういう打ち切り方はＮＨＫで

はふだんあまり見ないような気がした。 

  ＮＨＫの大量の解説、現場の報道、専門家の話を聞く中で、結局のところどうな

のか、逃げたほうがよいのか、逃げないほうがよいのか、どこまで逃げればよいの

か、テレビに限らず新聞を読んでも伝わらなかったと思う。専門家の意見もいまひ

とつ何を言っているのかよくわからないものが多い。ＮＨＫの放送でもかなり揺れ

がある。メディアの報道、解説はすべてそうだったと思う。専門家自身が揺れてい

てさまざまだということの結果であり、メディアがいかんともしがたい部分があっ

たという気がした。 

  東京電力の発表については、情報を小出しにしているのではないか、本当のこと

を言っているのかなど、批判の声もあがった。しかしそれ以外に福島で起きている

ことを知っている人はおそらくいないはずで、東京電力以外のソースはおそらくあ

りえないだろう。とすると原発に関する理解がもどかしいのは東電に問題があると

しか考えられないという気がする。そのへんについてもう少し批判的な紹介があっ

たほうがよいのではないかと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  まず、水素爆発の映像についてＮＨＫでは撮れなかった。

ロボットカメラ、固定カメラはＮＨＫと地元民放の３社ほど

が並んで海岸縁に設置してある。津波の後の被害で電源がダ

ウンし、使えなくなってしまった。しかも立ち入り禁止なの

で修復にも行けない状況で機能しなかった。唯一、民放テレ

ビの天気カメラが内陸部の反対側にあり、そこのカメラだけ

がその瞬間をとらえ、スクープ映像になった。 

  ２点目の菅総理大臣の会見の件は、「ニュースウオッチ９」

の中でのことだったと思う。２４時間ずっとニュースを出し
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続けているが、担当者が入れ替わりながら受け持ち時間を決

め交代している関係もあり、その時は打ち切ってしまったと

いうことだ。ご指摘のとおり続けるべきだったと思っている。 

  こういう災害時は住民の立場に立ちできるだけシンプルな

メッセージを発することを心がけなければいけない。そうい

う報道ができたかどうか。今回私どもはできるだけ情報をリ

アルタイムにより多くの情報を伝えようとした。原発事故の

場合は情報が限られている。とくに初期の段階ではなかなか

情報が出てこないこともあり、限られた会見等の映像をその

ままライブで伝える手法を取った。ニュースの判断はある程

度の情報をせき止めたうえで、きちんと取捨選択をし、とら

えることが本来の姿である。ライブで伝えるとどうしてもそ

のあたりが受け手にとっては難しくなる傾向がある。それを

補うためにできるだけ即座に字幕を付けたり、会見を受けた

記者、専門家の解説を併せて伝えるスタイルを取った。判断

のベースになる情報が限られていたこともあり、結果として

住民の方々に「いったいどうすればよいのか」という点で十

分に機能したかどうかという部分があったと思う。 

 

○  私は仙台の大学出身であり、元同級生たちが被災地の医療現場にいるという状況

で、大震災をひと事ではないという思いで見ていた。津波の映像が何日か後からあ

まり出なくなったのはアメリカで起きた同時多発テロ９．１１の時の反省もあると

思う。あの映像が、子どもたちやトラウマになっている人たちにもう一度見せられ

たどうするのだろうと思っていたので、ＮＨＫの判断はとてもよかったと思った。 

  原発については、たとえば放射線の医師などに聞いても本当のところよくわから

ない。たいしたことはないと言う人もいるし、非常におそれている専門家もいる。

そういう中で、ＮＨＫの解説委員や記者は、政府と原子力安全・保安院、東京電力

が当初「たいしたことはない」というような話をしていた時点で、「収束するまで

にそうとう時間がかかる」という見方をきちんと述べていた。これはとても難しい

問題だと思う。今後、子どもたちの甲状腺の問題などもある。ただ、先日、小児科

学会の緊急セミナーでの報告によれば、現地の子どもたちの甲状腺にはまだ放射性

ヨウ素１３１はほとんど取り込まれていないということだった。 

 

○  震災報道のかげで、脳死臓器移植が初めて子どもに行われたというニュースが隠

れてしまった。２万 5,000 人、３万人とも言われるような死者・行方不明者の中で

１人、脳死の子どもが臓器を提供したというニュースが隠れたことはよかったのか、
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悪かったのか。あまりセンセーショナルに扱われ、その人たちがつらい思いをする

よりは隠れているほうがよいのかと思う反面、巨大な数と１人の死がどういう折り

合いを受けながら今後報道されるのだろうということをつくづく考えた。落ち着い

てからでよいので、子どもの脳死臓器移植の問題についてぜひじっくりと考え、掘

り下げてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  震災報道はこれからも長期戦になると思う。そういう中で

それぞれの陣営で体力を維持しながら臨んでいきたいと考え

ている。アナウンサーの話では、ずっと話し続けているので

のどにポリープができたといったことも聞いた。それぞれの

現場で皆がんばっており、この体力を維持しながら取り組ん

でいきたい。ご理解ご支援をよろしくお願いしたい。 

 

○  ３月３１日(木)のクローズアップ現代「“心の危機”被災者を救え」は、臨床心

理士が被災者のストレスについて説明していた。避難所ではなるべく体を動かした

ほうがよいということや、被災していない人たちが被災地に行ったらどのよう関わ

るとよいというようなアドバイスを伝えていた。私の考えすぎかもしれないが、

「こういうときにはみんなでストレスを受けなくては、皆で落ち込まなければ」と

いうように聞こえないかと感じた。ストレスを感じる余裕もないほど淡々と被災地

で活動をしている人たちも当然いるだろう。こんな人はどうしたらよいか、あんな

人はどうしたらよいかと心の傷のことがずっと取り上げられているのを見て考え

させられた。限られた時間でテーマも決められているのだろうが、同じ状況下でも

違った視点からのやりとりがあるとよかったと思う。 

 

○  震災に関してＮＨＫは十分に公共放送の使命を果たし、すばらしい報道をしてい

た。難しい問題が多々あり、とくに原発では悩まれただろうと思う。想像もしない

ようなことが起き、どうなるかもわからないし、まずパニックにならないようにと

考えたことはよくわかる。視聴者からすると、 初のうちは政府の発表する内容を

なぞるだけで、「ただちに影響はない」ということを繰り返しているだけではない

かという不信、不満があった。２週間ほどたったあたりから少し幅のある放送に

なってきた。もう少し 初からなんとかならなかったかと思う。今後の教訓として

ほしい。 

  ３月２７日(日)の特集・双方向解説「未曽有の事態にどう対応するか」（総合 後

0:40～2:40）、４月１２日(火)の大人ドリル スペシャル「大震災をどう乗りこえ

るのか？」（総合 後 10:00～10:48）を見たが、このような番組では解説委員によ
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る幅のある意見のやりとりが出てくるし、少し時間もたっていたので見解を示しや

すかったことはあったと思う。参考になった。「大人ドリル スペシャル」では連

日ニュースに出つづけていた解説委員が少しリラックスした印象で、批判的なこと

も含めて率直に語っていて、ニュースの時よりわかりやすかった。さまざまな番組

やニュースを組み合わせながら総合的に正しいものが伝わればよいのではないか

と思った。 

 

○  震災を伝える一方でなるべく早く平常に戻ることも大切なはずだ。おそらくそれを

心がけられたのだと思う。影響の少ないチャンネルから通常番組に戻していったのだ

ろうが、見ていて違和感はなかった。昨今の自粛論議にもつながる話だが、被災者に

共感し心を寄せるのはわかるが、寄せすぎて同じ被災者になってみてもあまり生産的

ではない。元気が出る人は元気を出したほうがよい。そういう意味では平常の神経が

保たれるように、スポーツ、エンターテインメント、文化は大切だ。許される範囲で

楽しんだほうがよいのではないか。その方向で進めるのは結構だと思う。 

 

○  「質問する」という行為について感じたことを述べたい。アナウンサーや番組の

ナビゲーターが、ゲストに対し、その人を深く掘り下げるときに行う質問は重要だ

が、ときどき質問のクオリティが下がってくることがある。質問のクオリティが下

がると回答のクオリティも下がる。決まり切った質問をするところを越え、その番

組でしか見られない表情を引き出すような質問をしてこそ人物の魅力が伝わって

くると思う。 

  同じく「質問する」という行為について、今回の大震災のような緊急時に、他局

ではアナウンサーやリポーターらが早々にだれかを非難したり怒りをぶつけたり

するシーンが見受けられた。これからＮＨＫでも震災の放送が続くと思うが、個人

としての興味の向いた質問ではなく、情報を必要とする人に届けるべき答えを引き

出すような質問がなされるようにと願う。 

 

○  これほどの大災害が発生したときに、テレビ局どうしの連携は取れないのかと感じ

た。ラジオは音声メディアとしての役目を果たしていた。映像の力を持つテレビはそ

の役目を果たす出番だったのではないか。たとえば日にちが経つと同じような情報を

それぞれの局が同じように放送していることが多い。テレビ局どうしが役割分担し、

あるテレビ局は被災地にいる人の顔をとにかく流し続け、離ればなれになった家族を

探している人たちに情報を伝え、また別の局では被災者向けの情報を流すというよう

な使い分けができないだろうか。テレビ局が連携し、たとえ１日１時間でもそのよう

なことができたらよいのにと思った。 

 



10 

○  震災発生直後、ＮＨＫの放送がニコニコ生放送の動画で流れたのはエポックメー

キングだった。著作権の問題に関わっている人たちが、ダビング１０の問題の時に

強硬な姿勢だったＮＨＫの今回の対応には感動したと言っていた。緊急時だったこ

ともあり、今後このままというわけではないだろうが、私たちはその魅力を知って

しまった。これからのインターネットの活用に期待したい。 

 

○  不安、危機の度合いは人それぞれなので、判断基準になるような報道を行うのが

ＮＨＫのあり方だと思った。それが視聴者のよりどころになるとも思った。民放で

は津波の映像をライブでないものを発生直後から流しており、混乱を招くのではな

いかという不安を持った。そういう報道のあり方は考えさせられるところもあった。 

  震災報道が続く中で、連続テレビ小説「てっぱん」が再開した時、こういう番組

が放送されるのはよいと感じた。 

 

○  ４月１６日(土)のマイケル・サンデル 究極の選択「大震災特別講義～私たちは

どう生きるべきか～」（総合 後 9:00～10:13）は、アメリカはハーバード大学の

学生、中国は復旦大学の学生、日本は大学、大学院の学生のほかにゲストが複数出

ていた。その人選の理由がよくわからなかった。サンデルさんもゲストに話を振っ

ていたので、話全体がうまく流れるようにという意図はあったのだろうと思う。 

 

○  マイケル・サンデル 究極の選択「大震災特別講義～私たちはどう生きるべきか

～」は、アメリカはハーバード大学、中国は復旦大学、日本は東大、早稲田大、慶

應大など学生のほか俳優などが出ていた。復旦大学の学生たちは特殊な中国のエ

リートだ。サンデル教授の英語の授業についていけるレベルの人たちはそうとう高

い帰国子女もしくは留学経験のある人たちだろうと思う。限られた層の限られた人

たちの意見だった。３極の討論会はタイムリーで意味があるし、サンデル教授の進

め方は「ハーバード白熱教室」の延長線上だったが、「究極の選択」と言うには彼

のプラティカル、プラグマティックな議論のまとめ方、進め方に私自身は異論があ

る。限られた時間の中でよくまとめていたし、３極の講義、授業の集約としてはも

ちろん意味があったと思うが、やや期待はずれの印象だった。 

 

○  マイケル・サンデル 究極の選択「大震災特別講義～私たちはどう生きるべきか～」

は番組としてはよいと思ったが、出演者の人選の理由を聞きたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  マイケル・サンデル 究極の選択「大震災特別講義～私た

ちはどう生きるべきか～」の出演者について、アメリカ、中
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国、日本で大学生、大学院生の出演をお願いしたが、日本から

は学生に加えて被災地に関係のある人、復興支援に関わろうと

しているビジネスマンなどに加わってもらうことで、現実に即

した議論を行い、３か国による議論を深めたいと考えた。高橋

ジョージさん（歌手）は実家が仙台、高田明さん（通販会社経

営）は実業界の人として被災地支援について具体的な意見を、

石田衣良さん（作家）は時事・社会問題について深い見識を持っ

ていること、そして高畑淳子さん（女優）は母親の立場からの

発言を期待した。 

 

○  ラジオ第２の放送が開始する午前６時前に、「東北関東大震災に伴う電力節減に協

力するため…」という減力放送のことわりのコメントが流れる。「東日本大震災」と

名称が正式に変わったと思うので、今後も続くならば変えたほうがよいのではないか。 

 

○  統一地方選挙について質問したい。今、国民の関心は震災に向いているので、そ

れほど多くは割けないと思うが、その範囲内で統一地方選の報道を行ってほしい。

たとえば政見放送に著作権を主張する必要が果たしてあるのかというところで質

問したい。政見放送に関しては市民たちが自由闊達（かったつ）に政策について議

論するべきであるから、著作権をフリーにしたかたちにはできないのか。選挙と原

発等に関しては無関係ではなく地続きだと思う。われわれがどのような政策を選択

し、どのような生活を選択するかは、エネルギー政策につながっていく。電波の枠

は限られているがインターネット等を活用すればかなり懐が広がるのではないか。

市民の議論に資することを実施することは可能性としてはどうか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  政見放送の件については、著作権の問題というより公職選

挙法の問題である。公職選挙法ではインターネットを使った

選挙活動がまだ認められていない。インターネットで流すこ

とはまず無理だろうと思う。 

  なお、統一地方選挙とはどういうものか、なぜ統一して今

行われるのかという一般的な解説はホームページに掲載して

いる。たとえば公示後にどういう方が立候補したかという内

容は、この前の知事選挙の時なども立候補者一覧に顔写真を

付けて掲載している。個別の候補者の演説内容は公職選挙法

に触れてくるので、出せる情報は限られることになる。 
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○  ４月３日(日)のスポーツ大陸 大逆転スペシャル「市民にささげた初優勝～オ

リックス 大震災からの奇跡～」では、ベテラン選手ということの表現の１つなの

かもしれないが、たばこを吸っているシーンがあった。なぜわざわざそういう

シーンが出されたのか不思議に感じた。 

 

○  ３月７日(月)～１０日(木)の「点字をはじめよう」（教育 後 8:00～8:29）を見

た。案内役は点字を必要とするハンディキャップのある方だった。言葉で何かを伝

えようとすることにとてもたけていてわかりやすくすばらしかった。手話はあちこ

ちで取り上げられているが、点字についてはこれまであまり見たことがなかった。

興味はあるがそれを知るすべがなかった。同じ日本語として知ることができ、身近

に感じた。こういうことが壁をなくすことに役立ち、広い意味で社会の役に立つ。

誇りに思える番組だったと思う。 

 

○ ４月９日(土)の「ＢＳ大いなるテレビのフロンティア」（総合 後 11:00～前

0:12）は衛星放送の歴史を振り返る内容だった。ＢＳの草創期、技術開発にかか

わった方たちの苦労や努力を知り、その偉業にあらためて感動した。中国からの

生放送のエピソードなど、臆せずにどんどんアピールするとよいと思う。映像へ

の愛着を感じるとともに、放送を享受することのありがたみを実感した。 

 

○  ４月からＢＳ１とＢＳプレミアムが始まり、メリハリのある番組が出てきた。い

つチャンネルをあわせても、わくわくする番組が見られそうで期待している。以前、

衛星放送はひっそりとすばらしい番組、美しい番組を放送していたのが、ＢＳプレ

ミアムにチャンネルを合わせるといつも見られる感じになった。時代劇や紀行など、

若い人も楽しめる番組が出てきた。期待している。 

 

○  ４月５日(火)の旅のチカラ「６０歳のフラメンコ 俳優・大杉漣 スペイン・セビ

リア」は、俳優の大杉漣さんが６０歳にしてフラメンコ初挑戦ということで、５日間

レッスンを受け、それを 終日に披露するという内容だった。フラメンコを踊るの

かと思ったらそうではなく、無音劇でフラメンコのエッセンスを自分なりに解釈し、

昇華し、数分間の演技の中で見せていた。彼の俳優としての技量、意表を突くパ

フォーマンスのすばらしさ、それを教えたスペイン人の師匠、一番弟子がそれを感

じ、涙を流すシーンもあった。とても感動し、興味深く見た。 

 

○  ７月２４日のアナログ停波まで１００日を切ったが、どのような状況か知りたい。

震災後、東北地方の被害の問題もあるだろう。スケジュールどおりに進み、アナロ

グ放送が見られなくなることで、大きな反響が出てくることも想定されていると思
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う。現状について聞かせてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  東日本大震災の影響で東北３県について延期の話なども出

てきているようだが、 終的な総務省の判断はまだ出ていな

い。デジタル局、アナログ局併せてかなりの被害が出ている

と聞く。被災地での設備被害の状況把握等もあり、判断は難

しいだろうと思う。今後の状況を見ながら、ＮＨＫとして地

上デジタル移行に向けた必要な対応は引き続き進めていかな

ければならないと考えている。 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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